
一般社団法人日本総合健診医学会
都道府県別　総合健診指導士認定者一覧
( 2023年5月12日 現在)

　認定者合計：187名
　※名簿には、掲載を希望されない認定者を除いて掲載しています。

＜北海道＞
北海道 4

＜東北＞
青森県 2
岩手県 0
宮城県 1
秋田県 0
山形県 0
福島県 0
合計 3

＜関東＞
茨城県 13
栃木県 1
群馬県 2
埼玉県 14
千葉県 13
東京都 41
神奈川県 7
合計 91

＜九州・沖縄＞ ＜四国＞ ＜関西＞ ＜中部＞
福岡県 7 徳島県 0 三重県 5 新潟県 0
佐賀県 0 香川県 1 滋賀県 0 富山県 1
長崎県 0 愛媛県 0 京都府 4 石川県 1
熊本県 1 高知県 0 大阪府 41 福井県 1
大分県 0 合計 1 兵庫県 0 山梨県 1
宮崎県 0 奈良県 1 長野県 1
鹿児島県 0 ＜中国＞ 和歌山県 0 岐阜県 5
沖縄県 1 鳥取県 0 合計 51 静岡県 4
合計 9 島根県 0 愛知県 2

岡山県 8 合計 16
広島県 4
山口県 0
合計 12
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北海道 278 那須　美範 東京都 3 斗米　馨 長野県 263 今村　千恵子 大阪府 323 岩戸　稔美
北海道 280 田中　景子 東京都 42 田嶋　政男 岐阜県 68 渡邊　一敏 大阪府 339 眞田　千晴
北海道 285 端　百恵 東京都 54 藤田　昭 岐阜県 167 中村　清 大阪府 343 橋本　承子
北海道 286 柿﨑　郁美 東京都 123 菰田　治子 岐阜県 212 棚橋　佳美 奈良県 231 大坂　哲夫
宮城県 225 佐藤　亜矢子 東京都 151 遠藤　朝野 静岡県 162 松浦　成子 岡山県 39 花房　和彦
茨城県 17 岡　静江 東京都 197 樫原　英俊 静岡県 236 新村　宏美 岡山県 91 遠藤　恵子
茨城県 111 佐々木　伸夫 東京都 198 髙森　ゆかり 静岡県 277 村上　記代子 岡山県 117 花房　恵美子
茨城県 118 光畑　桂子 東京都 199 細沢　健一 静岡県 327 吉川　純子 岡山県 213 平井　英子
茨城県 181 富山　芳丈 東京都 201 末木　房世 愛知県 324 磯村　智子 岡山県 214 長尾　綾子
茨城県 183 舟橋　勝也 東京都 219 中島　千枝 愛知県 345 正村　伸江 岡山県 232 池田　浩子
茨城県 217 細川　芳江 東京都 220 淀　健一郎 三重県 180 加藤　正彦 岡山県 288 吉原　康了
茨城県 294 名越　武徳 東京都 224 伊藤　淳 三重県 186 服部　順一 岡山県 291 武田　佳子
茨城県 295 大嶋　利枝 東京都 233 岡庭　栄理 三重県 308 丸山　篤芳 広島県 244 加藤　美鶴
茨城県 298 吉原　桂 東京都 234 竹中　聖子 三重県 347 岸田　麻弓 広島県 250 古賀　千春
茨城県 300 矢島　枝美 東京都 238 宮原　達也 京都府 129 増田　敦子 広島県 272 近広　典枝
茨城県 328 小岸　友美 東京都 243 土手内　利佳 京都府 255 瀬元　健太郎 広島県 273 久安　利枝
茨城県 329 桒原　淳 東京都 257 齊藤　優子 京都府 274 真柄　明子 香川県 51 山本　敦子
栃木県 315 直井　恵子 東京都 259 関口　裕香 京都府 322 森野　麻予 福岡県 119 都甲　幸彦
群馬県 21 正村　泰博 東京都 261 越川　宏 大阪府 18 吉岡　義文 福岡県 187 内田　千穂
群馬県 153 八束　富美子 東京都 267 小森　崇司 大阪府 30 宮下　幸子 福岡県 223 角　みどり
埼玉県 14 有田　信和 東京都 269 矢口　通子 大阪府 64 宮本　博之 福岡県 241 榎本　亜里沙
埼玉県 41 黒岩　比呂美 東京都 270 梁川　晋治 大阪府 84 北村　昌子 福岡県 307 寺坂　亮
埼玉県 72 奥田　圭二 東京都 275 川口　美恵子 大阪府 88 野口　真 福岡県 337 吉原　和美
埼玉県 74 石川　豊 東京都 304 大塚　久美子 大阪府 134 眞藤　眞 福岡県 342 池上　美佐子
埼玉県 75 小﨑　進 東京都 309 渡部　眞 大阪府 179 田内　純子 熊本県 301 東　真奈美
埼玉県 80 今井　裕子 東京都 318 小林　素子 大阪府 218 爲本　香苗 沖縄県 281 玻名城　真知子
埼玉県 81 加治　裕子 東京都 326 中野　久美子 大阪府 221 古屋　麻起子 沖縄県
埼玉県 127 関　真一 東京都 330 中島　朝子 大阪府 222 戌角　幸治
埼玉県 130 秋元　崇史 東京都 331 熊井　久美子 大阪府 235 岡部　佳代子
埼玉県 136 野島　純恵 東京都 332 加藤　貴美代 大阪府 240 村上　久美子
埼玉県 268 木下　由美子 東京都 334 関矢　美智子 大阪府 251 関　博革
埼玉県 271 杉岡　陽介 東京都 335 土居　ひろみ 大阪府 252 廣瀬　繁
埼玉県 319 永島　かおり 東京都 336 鵜野沢　千恵 大阪府 262 山野上　加奈
埼玉県 325 峰　明奈 東京都 340 西原　陽子 大阪府 283 中山　愛紀
千葉県 107 岡田　実 東京都 341 佐々木　茜 大阪府 284 山下　拡治
千葉県 194 髙橋　幸子 神奈川県 45 工藤　留美子 大阪府 289 岡本　祐加
千葉県 228 山下　巧一 神奈川県 227 横田　春樹 大阪府 290 原　朋美
千葉県 237 田村　秀禎 神奈川県 239 尾形　珠恵 大阪府 292 松下　美加
千葉県 242 石井　なおみ 神奈川県 297 鈴木　緑 大阪府 293 山本　幸子
千葉県 253 西田　真喜子 神奈川県 302 三田　五月子 大阪府 303 寺田　博美
千葉県 282 佐藤　令子 富山県 296 田中　孝憲 大阪府 306 岡田　優子
千葉県 287 藤本　恭子 石川県 94 野田　潤子 大阪府 310 鮫島　敬子
千葉県 299 小國　涼子 福井県 132 大和　優子 大阪府 311 三浦　朋子
千葉県 316 根本　真里 山梨県 247 今泉　知津絵 大阪府 312 高田　みか子
千葉県 338 網代　理恵 大阪府 313 迫中　章子
千葉県 344 髙力　美佳 大阪府 314 牧田　綾子

大阪府 321 白石　亜希子


	HP（指導士）

