
平成28年7月1日現在
会員資格 施設名

施設会員 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 (101名)
折居　裕 加藤  淳一 坂田　宏 白井　勝 飛世  義則
森　達也 畑山　尚生 斉藤  芳儀 菅原　かおり 新野　峰久
高邑　明夫 秋葉  裕二 中野　詩朗 小川　裕二 赤羽　弘充
菊地　信明 三浦　貴徳 八島　英基 松ヶ瀬　安邦 柳田  翼
栁川　伸幸 後藤  充 沖  潤一 有里　智志 堀籠　圭子
斎藤　義徳 本間　玲子 柳田　尚之 橋本　喜夫 藤永　明裕
貴田岡　亨 吉田　俊明 奥山　修兒 佐藤　敬 向井　徳男
佐藤　智信 稲垣　光裕 吉崎　智貴 赤坂　直哉 光部　兼六郎
芝木　泰一郎 河村　勝義 大谷　嘉己 佐藤　一也 竹田津　原野
飯田　高久 小川　俊彰 水元　俊裕 石﨑　淳司　　 大石　由利子　　

大友　重明　 河本　徹 佐藤　啓介 西垣　豊 平松　一秀
細木　卓明 伊藤　貴博 稲村　純季 萩原　綾希子 塚田　朗 
舩越　徹 島田　空知 辻榮　克也 山内　敦司 竹田津　未生 
小田切　哲二 川口　哲 山本　志保 大野　晋治 青山　藍子 
日下部　直久 小松　成綱 池上　淳 木村　昭治 水﨑　恵 
遠藤　哲史 山田　健司 箱山　聖子 梅影　香央里 木村　竹男 
鈴木　孝英 金木　健太郎 豊嶋　更紗 合地　美香子 赤羽　裕一
木村　竹男 中西　京子 山尾　健 土田　悦司 山崎　博之
柴山　佳一郎 千葉　智市 髙畑　治 福士　龍之介 瀧村　浩介
林　隆介 櫻井　由香里 大平　将史 近藤　享史 宇津野　泰弘
内海　辰哉

ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 (122名)
吉川  隆志 牧村　士郎 山本  真 佐藤  直利 菊池  英明 
秋川　和聖 小林  一 植竹　公明 藤森   勝 佐藤　英嗣
柳澤  秀之 保前　英希 山本　修司 山内　英智 大瀧　雅文
大野　耕一 高村  圭 高橋  亨 服部　理史 菊地　慶介
新　智文 北村  孝 大竹　節之 吉岡　巌 山下　知剛
中島　淳太 吉田　晃 那須　敬 森脇　征史 寺島  慶明
松尾  健士 松尾  祥代 内野  秀紀 松本　隆祐 村川　力彦
田口　大志 八鍬　聡 土井　崇裕 太田　英喜 深谷　進司
津田　宏重 山村　喜之 山本　浩之 山村　満恵 若狭　健太郎
佐澤　陽 武藤　潤 荻　喬博　　　　　 金　相年　　　　　 越谷　剛　　　　　
小山　雅之　　　　 堀内　一宏　　　　 吉岡　達也　　　　 明石　大輔 伊藤　貴史 
加藤　航平 吉永　敏弘 黒田　浩光 宮本　憲幸 安井　啓悟 
梅田　和志 本宮　真 紺野　拓也 山田　竜太郎 美田　知宏 
宮﨑　拓自 鈴木　雅彦 矢島　諒人 宮田　遼 佐藤　順一 
加藤　大祐 石村　周太郎 原　和也 吉井　一樹 野崎　愛 
髙橋　承吾 丹羽　弘貴 櫻井　愛美 伊藤　梨里 脇田　雅大
千田　雄太郎 渡辺　直也 安達　昭 鎌田　晃嘉 木村　陽
田中　清高 小笠原　惇 池城　卓 棚橋　振一郎 菊池　謙一郎
川向　洋介 山口　晃典 小熊　昂 宮田　遥 佐藤　一紀
川畑　修平 續木　惇 吉川　純平 佐藤　太貴 吉村　大
細川　吉暁 吉田　朋世 鈴木　裕太郎 小野　敦彦 小田　陽一郎
平田　悠 堀田　萌子 荻野　裕介 岡田　麻里絵 辻脇　光洋
佐々木　彩花 菅原　正成 市之川　正臣 長井　梓 寺沢　誠
奥　聡 伊藤　祥太郎 中山　加奈子 能代　将平 早坂　郁
高橋　文也 神田　真聡
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氏名
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ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 (125名)
豊田　成司 関口　雅友 岩崎  博 森  雅樹 今村　哲理
宮川　宏之 長川　達哉 狩野  吉康 大村　卓味 佐藤  隆啓
今野　武津子 高橋　美智子 石津　寛之 高橋  博之 大久保　和章
長谷川  貴 村岡　俊二 後藤田　裕子 出村　孝義 萩原  武
桑田　靖昭 門  正則 本谷  聡 平山  敦 秦  庸壮
日下　真純 岡村　圭也 赤池  淳 日岡　隆矢 水本　桂子
荒川　智宏 三國　雅人 松村　千穂子 前田　聡 工藤　ひとみ
小澤　広 紅粉　睦男 田中　浩一 静川　裕彦 加賀谷　真起子
山上　英樹 吉田　博希 香城　恒麿 鈴木　肇 寺門　洋平
笠島　俊彦 土屋　淳 市原　真 乙黒　雄平 岩口　佳史
道上　篤 小関　至 鈴木　喜之 祢津　宏昭 平塚　正幸
木村　睦海 寺島  尚志 角江  昭彦 桑原　道弥 高橋　昌宏
田中　浩紀 奥　大樹 北川　翔 井川　裕之 佐藤　俊也
賀集　剛賢 中島　知明 福原　敬 鈴木　恵士郎 森　孝之
加藤　康寛 髙橋　淳一 宮川　麻希 穴口　裕子 本間　裕敏
下田　直彦 中野渡　正行 吉田　慈 山口　将功 飯田　道夫
高橋　弘昌 髭　修平 伊藤　彰洋 阿部　雅一 五十嵐　翔
田原　宗徳 本間　次郎 井上　直樹　　　　髙橋　周作　　　　田部　裕哉
那須野　正尚　　　藤原　伸一　　　　松本　哲　　　　　栁澤　健二　　　　柳原　志津妃
渡邊　義行　　　　前鼻　紗也香 戸板　成昭 杉山　浩平 土岐　千佳子 
猪股　慎一郎 豊川　揚也 三嶽　大貴 井端　淳 野口　慶太 
山田　達也 長谷川　悠 頼近　奈奈 藤永  明 乾野　幸子 
畑山　加奈 柿坂　達彦 内田　恒 多田　裕樹 及川　芳徳
小川　秀久 生水　尊之 廣瀬　文吾 巽　亮二 横山　崇
箕輪　智幸 工藤　京平 平野　理都子 村上　仁志 練合　一平

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 (32名)
矢吹　英彦 本田  肇 稲葉　聡 田中  聰 松本　英樹
塩越　隆広 大江　成博 三宅　康晴 松田　夏菜子 木島  基
奥山  光彦 井上　充貴 武藤　桃太郎 三浦  優利香 石川　千里
武藤　瑞恵 森合　重誉 宮田　雅大 橋本　道紀 山口　亨 
市來　一彦 松尾　梨沙 藤保　洋明 後藤　順一 飯沼　晋 
石井　大介 山木　英聖 北　健吾 阿部　友紀 鷹架　博之
栗山　直也 本田　宗也

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 (21名)
内田　多久實 中村　秀樹 西川  眞 山本　和幸 谷口  治
鈴木　賀博 後藤　礼大 阿部　暢彦 梶野　浩樹 佐々木　吉明
飯沼　洋一郎 平井　俊浩 伊藤　憲 山木　ゆかり 横山　良司
山田　錬 石川　隆壽 金沢　亮 田中　一光 今　了資
細田　峻一

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 (26名)
奥野　章裕 高木　誠次 土田　正一郎 九津見　圭司 小塚　雄史
杉浦 正悦 桂　敦史 田辺　明彦 杉山　英智 駒場　福雄
木佐　健悟 永井　正弘 島　正樹 今田　秀穂 太田　桂一
早川　博樹 岩波　孝穂 稲熊　良仁 德渕　浩 熊谷　智 
川端　未紗子 大塚　耕右 倉内　宣明 濱本　航 小原　絵夢
熊谷　洋
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ＪＡ北海道厚生連摩周厚生病院 (3名)
森  正光 舛田　和之 岩永　啓志　　　　

むかわ町鵡川厚生病院 (3名)
石川　典俊 田仕　雅洋 関野　圭一

町立沼田厚生クリニック (2名)
金谷  健一 鳥本　勝司

ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院 (2名)
川合　重久 浅本　泰正

ＪＡ北海道厚生連丸瀬布厚生病院 (2名)
平山  典保 阿藤　知香子 

ＪＡ北海道厚生連常呂厚生病院 (3名)
山下　昇史 千石　晃 竹之内　伸郎 

ＪＡ北海道厚生連ゆうゆう厚生クリニック (1名)
和田　武志

ＪＡ北海道厚生連苫前厚生クリニック (1名)
福井　実

岩手県厚生連 (2名)
曽根　慶子 細川　修一

かづの厚生病院 (16名)
松谷　富美夫 林　正康 石田　弥 吉村　文孝 石垣　大哉
笹生　昌之 塚原　央之 吉田　雄樹 小川　雅彰 片桐　弘勝
牧野　健一 井上　剛 月村　悦子 山本　一成 佐藤　寛毅
村上　一行

北秋田市民病院 (12名)
蒔苗   隆 野口　博生 工藤　研二 辻野　守泰 小松　賢一
武田　志保 神谷  彰 佐々木　隆聖 宇佐美　修悦 相澤　俊朗
冨手　貴教 長岐　雄志

能代厚生医療センター (49名)
三木　一伸 杉山　直幸 矢島  晴美 眞山　一郎 金田　浩人
江戸　雅孝 波多野　善明 松井　俊彦 齋藤　英知 小松　正代
佐藤  毅 大山　健一 藤島　裕耕 伊藤　博紀 山田　篤
高橋　知親 野澤  宏二 久保田　均 柴田　悟史 松本　純一
岩間  孝英 近田　龍一郎 安藤  滋 野澤  立 太田原　康成
木村　州孝 道下 吉広 加藤 久仁之 遠藤　英彦 小澤　政豊
佐藤　邦彦 佐藤　尚子 近野　勇樹 藤井　康平 石川　勇仁
浅香　力 佐藤　慧 鎌田　ななみ 須藤　佑太 成田　鮎子
齋藤　光 木藤　正彦 亀田　優里菜 大橋　真武 麻生　健
菊池　大地 久本　晃義 鈴木　隆史 浅香　ナカリン

湖東厚生病院 (5名)
井上　武 中鉢　明彦 平山　康浩 鵜木　栄樹 篠原　良徳

秋田厚生医療センター (50名)
木津  典久 小島  壽志 二渡  克弥 東海林  圭 遠藤　和彦
田村　芳一 松岡  悟 星野　孝男 木村　愛彦 犬上  篤
阿部　栄二 北林  淳 村井  肇 齋藤  寛 岩崎　洋一
佐々木　俊樹 阿部  元 齊藤  崇 渡部　博之 後藤　博之
畑澤　千秋 村石　健治 川端　良成 大谷　浩 多田　光範
小松　真紀 福井　伸 下斗米　孝之 吉岡　知巳 作左部　大
阿部　利樹 小林  孝 藤井  公生 早川　宏一 谷川　秀郎
大町　康一 松本　聖子 庄司　亮 岡根　克己 小西　奈津雄
戸田  洋 津田　栄彦 大高　日本 渋谷　健吾 高橋　正人
菊池　一馬 小林　芳生 齊藤　礼次郎 今野　広志 近江　永豪
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由利組合総合病院 (56名)
菊池  俊彦 齋藤　裕 朝倉　健一 山田　昌次 菊地　顕次
須田　良孝 平野  裕 中西  徹 山﨑  豊 長谷川　朗彦
矢崎　憲二 黒木  淳 橋本　正治 北島  正一 杉田　暁大
千葉　啓克 齋藤  厚 笠井　直栄 西成　民夫 軽部　彰宏
平宇　健治 山内　美佐 松川　誠 戸沢　香澄 齋藤　史子
三浦  忍 石井  治佳 猪又　美佳 白幡　毅士 傅法　毅久
安田　恒男 折野　公人 五十嵐　信一 佐々木　晋一 野口　英明
岩谷　光貴 鈴木　紀夫 岩谷　久美子 三浦　肇 伊藤　貢
谷合　久憲 高橋　貴一 秋濱　晋 草野　孝一郎 大髙　新
佐々木　靖博 亀山　孔明 船木　玲奈 古山　陽佑 佐藤　一成
伊藤　隆一 金森　勝裕　 中村　恵菜実 荒井　直樹 山田　俊樹
山田　瑛子

大曲厚生医療センター (45名)
小野地　章一 高橋  悟 五十嵐　希世志 大高　公成 秋山　博実
仁村  隆 佐藤　心一 横溝　道範 後藤　伸一 小野　文徳
垂石　羊司 茂木　睦仁 沖口　将夫 中川　拓 横山　成典
熊澤  光明 山本　博毅 大前  智也 大村　範幸 深谷　博志
小山　勝幸 神崎　正俊 高橋　陽一郎 灘岡　純一 洞口　潔
長尾　大輔 魚住　弘明 菅原　恒 三浦　雅人 堀井　享
佐瀬　友彦 工藤　智司 田山　穂高 今村　專太郎 吉田　秀一郎
根本　晃 三田　亜紀子 山﨑　大輔 小村　俊博 堀江　美里
古口　昌志 増田　雄史 富樫　俊太郎 長尾　幸 平川　威夫

平鹿総合病院 (54名)
大久保　俊治 高橋　俊明 伏見　悦子 相田　弘秋 平山  克
伏見  進 島田  友幸 齋藤  昌宏 齊藤  研 高橋　さつき
久米　正晃 武田  智 加賀谷　聡 鈴木　丈博 深堀　耕平
榎本　好恭 堀川　洋平 三森　展也 水溜　浩弥 小原  幹隆
加藤　雄平 柴田　憲一 堀口　聡 伊藤　卓雄 齊藤　隆志
大八木　秀明 武田　郁央 洞口　正志 佐藤　陽子 近藤　類
鈴木　均 櫻場　乾 小林　志 千田　秀一 太田　真澄
手島　和暁 草彅　美里 宮川　敦志 寺田　林太郎 宍倉　裕
中嶋　壮太 芝　翔 長谷川　純郎 川原田　康 栗山　恭明
近藤　曉 平野　修平 滝澤　宏明 千葉　修治 齋藤　拓郎
畠山　佑子 下田　勇輝 飯川　延子 佐藤　広規

雄勝中央病院 (32名)
柴田　暢介 中村　正明 天満　和男 西平　茂樹 矢部　雅哉
加藤　愼之介 大塚　聡郎 日比野　政則 椿　洋光 伊藤 ミエ子
菊池　済 利　栄治 浦山　雅和 増田　弘毅 國塚　久法
前川　重人 三原　国昭 加藤　小百合 後藤　豊 中津　敏允
鍋島　謙一 三浦　仁 中津　若菜 竹内　秀和 齋藤　美武
渡辺　圭介 栗山　章司 藤田　啓 三浦　喜典 米谷　重俊
佐藤　久仁子 西平　宗功

㈱ファーマックス (17名)
高谷  浩英 武田　英重 高階   宏 佐藤　志保 岸田  健
小瀧　和浩 石川　秀明 池田　智美 森川　晃代 中村　信太郎
石田　幸子 泉谷  興 桜庭  正行 上原　裕子 松田　三千代
工藤　智子 佐々木　香
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会員資格 施設名

施設会員名簿

氏名

白河厚生総合病院 (65名)
小林　信之 山内　隆治 岡野   健 竹之下　秀雄 鈴木  幹夫
浦部  真平 中村  研一 土井  孝志 斎藤  恒儀 岡本  裕正
石川  浩男 斎藤　富善 緑川  淳 前原　和平 岡崎　美智弥
喜屋武　淳 村井　弘通 竹村　真一 野沢　佳弘 中村　聡一
三田　正行 本荘　浩 高木  康彦 泉田　次郎 河野　崇行
草野　良郎 小野　重明 武田　大樹 梶原　大輝 齋藤　弘晴
小山　淳太朗 白土　裕也 秋野　光恵 神賀　貴大 古川　茂宜
吉田　史子 東　光久 國井　美羽 宮下　淳 高田　俊彦
林　理生 福士　太郎 金子　英彰 木下　英俊 添野　祥子
渡邊　宏剛 大杉　純 小林　茂之 伊勢　重之 佐藤　好宏
菅野 優紀 齋藤　康 鈴木　龍児 藤石　龍人 藤井　浩太朗
宍戸 奈美子 沼野　佑樹 髙橋　哲正 竹原 由佳 横山　友貴
小河原　崚 堀田　悠貴 佐藤　健一 遠藤　雄大 小野　敦史

塙厚生病院 (17名)
阿美　眞文 佐川　恵一 髙野　芳正 金澤　匡司 斎藤　桂悦
菅野　晶夫 塩谷　康夫 山野辺　邦美 中野　路子 荒木　聡
茂呂　貴智 宮本　百合子 安藤　仁 小林　祐介 橋本　陽
畠山　毅 渡邉　剛広

高田厚生病院 (5名)
上野　修一 亀田　俊夫 齋藤　雅文 海野　恭典 平尾　美枝子

坂下厚生総合病院 (15名)
伊藤　信雄 江川　雅巳 太田　幸雄 高田  信 菊地　忠志
栗城  実 松井　遵一郎 石橋  克之 山田　純也 原田　学
青木　英子 山内　直人 半田　隼一 中村 結香子 小田垣　悠

鹿島厚生病院 (3名)
渡辺　善二郎 林　晃 根本　文彦

双葉厚生病院 (1名)
重富  秀一

介護老人保健施設久慈の郷 (1名)
星  竹敏

介護老人保健施設なごみ (1名)
杉本　光郎

総合病院水戸協同病院 (89名)
黒田　裕久 津久井　一 石橋  敦 三井　清文 平野  篤
秋月　浩光 佐々木　邦明 佐藤　匡美 渡邊　宗章 万本　健生
木下  賢輔 外山　昌弘 田口　詩路麻 大原　元 渡辺　重行
佐藤　浩昭 鬼澤　浩司郎 柴田　靖 小林　裕幸 近藤 匡
田口　典子 高屋敷　典生 千野　裕介 籠橋　克紀 益子　良太
野牛　宏晃 五十野　桃子 小島　栄治 長谷川　隆一 齋藤　剛
井口　けさ人 辰村　正紀 杉浦　好美 清水　雄 矢野　晴美
伊藤　寛之 塩谷 彩子 飛田 忠道 大石　悠太 多田　勝重
奥村　信人 長崎　一哉 萩本　聡 佐久間　崇文 上村 公介
児玉　泰介 鈴木　智晴 片山　皓太 梶　有貴 児玉　祐希子
藤井 優尚 入山 大希 戒能 賢太 村松 愛子 熊谷 亮
石岡 春彦 小川 健 井伊 聡樹 周藤 真 大房 理恵
三好 ゆかり 大貫 結華 深澤　洋 鹿志村　純也 中村　太一
五十野　博基 内田　卓郎 入江　敏之 島田 薫 伊藤 慶
稲葉　崇 上田　篤志 福田　幸寛 丸田　俊介 有賀　啓之
熊倉　有里 塩入　瑛梨子 高村　典子 松村　英樹 塚本　俊太郎
江藤　文彦 柴尾　洋介 淺川 俊輔 大矢　和正 藤井　慶太郎
足立　将大 楠本　篤弘 鶴田　昌平 村上　真慧



平成28年7月1日現在
会員資格 施設名

施設会員名簿
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県北医療センター高萩協同病院 (14名)
大和田　康夫 伊藤　英輔 高橋　良延 野地　秀彦 渡邊　之夫
井上　久美子 二藤部　弘暁 髙見　一弘 戸嶋　政秀 青木　千津
岡﨑  有香 塚西　敏則 河村　春生 菊池　直哉

総合病院土浦協同病院 (203名)
真田　勝弘 藤原　秀臣 家坂　義人 小寺  実 松井　則明
田沢　潤一 酒井　義法 渡部　誠一 滝口　典聡 広岡　一信
大貫　雅裕 松宮　直樹 鈴木　恵子 戸田　孝之 稲垣　雅春
島袋　剛二 ｴｰｶﾎﾟｯﾄ ﾊﾟﾝﾅﾁｪｰﾄ川田　健一 渡辺　章充 森本　信二
草野　史彦 鴨下　昌晴 有田　カイダ 岡田　恒夫 松本　日洋
森  耕一 角田　恒和 清水　誠一 坂本　雅恵 若井　陽子
薄井　信介 小貫　琢哉 河内　敏行 市川　麻以子 橋本　貴幸
齋藤　和人 清水  馨 白坂　律郎 遠藤　誠一 荒木　祐一
川野　圭三 井上　千秋 田代　雅紀 盛山　吉弘 宜保　恵里
南風原　明子 大原　潔 伊東　浩次 磯崎　美穂 堀  哲夫
今村  公俊 宮本　和典 中島  みどり 春木　茂男 市田　崇
村井　典史 神山　隆治 山田　均 髙島　実 山本　信二
芳村　雅隆 水島　由紀子 関谷　芳明 猪瀬　留美子 蜂谷　仁
宮崎　晋介 中村　浩章 廣田　晋 若杉　琢磨 中村　玲子
永田　千草 金地　嘉久 荒木　誠 町田　明 白井　謙太朗
大川　綾子 小橋　和彦 桂　行孝 松田　隼治 臼井　英祐
仁井田　崇志 鈴木　雅博 江頭　徹哉 渡邊　剛志 吉行　綾子
小原　由達 中嶋　茉莉 大津　信一 中村　蓉子 東　裕哉
櫻井　牧人 山内　建 松永　浩子 玉田　なつみ 真鍋　晋
内山　英俊 石川　雄大 西田　慈子 石田　祥子 伊藤　卓
鈴木　雄之 井上　和成 川田　秀一 山下 航 佐藤　昌
川上　直樹 大川　宙太 渡部　智紀 一條　貞満 濱谷　陸太
上山　俊介 栗原　正道 木下　隼人 藤田　政道 安藤　真広
小林　凡子 一條　真梨子 河野　洋平 近藤　乾 三村　尚
杉江　学 渡邉　友博 阿久津　裕子 野口　優輔 阿久津　智洋
熊木　裕一 清川　樹里 京極　千恵子 平岡　大輔 安川　峻
八百　陽介 塗師　由紀子 渡部　大樹 渡邊　浩基 石塚　俊介
堀越　建一 石原　資 磯崎　岳 久佐　茂樹 梶山　貴嗣
五十嵐　都 髙岡　亜弓 石川　未来 上田　翔 沖倉　詩織
萬年山　悠 西田　健二 森　雄太郎 米津　太志 永吉　有香子
藤井　照子 葛井　総太郎 梅田　直人 栁下　瑞希 山尾　一哉
星野　昌弘 永井　純子 森谷　友博 羽田　昌浩 伊藤　由布
望月　晶史 野水　歩 菅野　義典 青木　光 米本　有輝
佐野　慎哉 高橋　孝治 武井　陽 廣木　遥 本間　あおい
結城　奏 小崎　良平 神保　教広 牛山　綾 山岡　賢俊
初鹿　大祐 山田　淳 小山　恭史 野呂瀬　美生 藤井　俊一
山本　真魚 結束　怜子 片桐　正博 岩本　和真 本庄　需
朝守　智明 黒井　信宏 前田　良太 鈴木　恵 時任　剛志
梅崎　健司 新里　恵美菜 原口　剛 平山　大貴 佐藤　哲
天野　永一朗 北野　理絵 菱山　富之 宮原　宏幸 柿本　應貴
河野　友亮 田原　由希子 皆葉 茂夫



平成28年7月1日現在
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施設会員名簿

氏名

ＪＡとりで総合医療センター (86名)
新谷  周三 谷畑　英一 鶴岡  信 染川　可明 徳永    毅
太田　正康 富永   勉 南家　秀樹 嶋田  謙 前田　益孝
伊藤　孝美 岩崎　二郎 梅木　英紀 奥野　哲男 岡本　浩之
飯塚　美穂子 宇田川　勝 鈴木  康司 服部　英二郎 小林　禅
久山　環 青山　広道 岩井　安芸 冨滿　弘之 永沼　利博
宮﨑　安洋 尾形　朋之 上田　泰弘 安田　庸輔 ｱﾃﾞｨｸﾘｽﾅ　ﾗﾏ
荻原 佑介 太田　浄文 河村　貴広 小原　淳 松木　久住
竹下　八菜 山田　由林 浅川　剛人 田中　智美 澤田　三紀
住野　陽平 土谷　健 山下　髙明 今井　泰平 小関　紗代
小川　晋一 冨田　英孝 郡　悠介 井上　剛志 後藤　文男
飯塚　泰弘 遠藤　南 杉山　勇太 橋口 真子 河野　寿一
山口 斐 龍神 聡子 山下 将平 石原　正一郎 三浦　元輝
伊原　史崇 石原　早織 加計　剛 佐伯　浩介 鈴木　文仁
中島　啓介 岩田　啓 久野　はる香 長島　彩子 野村　知弘
杉下　哲夫 高原　弘知 河野　能久 山村　俊弘 久保田　礼
佐々木　礁 尾臺　珠美 櫻井　香織 遅野井　彩 西原　芳実
池上　謙次 佐藤　豊 山鹿　絵美 藤原　基裕 荒木　恭子
嶋田　未知

茨城西南医療センター病院 (50名)
小川   功 前田　裕史 亀﨑 髙夫 藤原   明 飯塚  正
知久　明義 藤田　桂史 松村  壮 吉田  進 岡部　裕一
長谷川　誠 小石沢　正 大坂　基男 染谷　勝巳 和田　光功
野村　明広 羽鳥　光晴 片山　暢子 田中  ハルカ 鈴木　悠介
加藤　昭紀 野﨑　礼史 長谷　充康 久下　恒明 野口　里枝
篠崎　　有希 大城　　拓也 浅川　　弘之 上杉　　雅文 大上　　智弘
加藤 徹男 春日 真理子 秋山 大樹 山田 優 秋山 達也
影山 あさ子 篠原 宏行 嶽下 洋平 林 怜史 阿久津 善光
丸山 沙彩 永井 竜 河村 季生 河野 衛 蒲田 久典
島崎 紘史郎 天神林 友梨 伊藤 浩子 宮崎 真希 田中 幸太郎

土浦協同病院なめがた地域医療センター (20名)
李  宗成 田畑  均 湯原　孝典 平沼  進 亀田　尚徳
藤井　猛雄 小山　完二 太田　哲也 井口　綾 黒岩　俊彦
大木　純 浅野  宏規 飯塚　一郎 清水　純一 荻島　博
髙部　和彦 市毛　博之 THAMAMONGOOD  THIPARPA 新井　規仁 佐藤　康介

とちぎメディカルセンターしもつが (43名)
中村　理 髙谷　美成 村野　俊一 児玉　多曜 倉田　秀一
海老澤　勝人 中村　真美子 藤栄　寿雄 大塚　進 沼田　道生
山﨑　一馬 長谷川　洋機 藤田　晃彦 近藤　悟 中間　季雄
宮本　理 黒須　敦 杉田　憲一 大森　彩子 山村　麻由
小林　伸行 安納　崇之 寺内　文人 大森　達人 荒川　尚士
横田　彩子 吉田　淳 萩原　浩好 藤田　有理香 米倉　慧
益田　敬明 西村　貴裕 岩下　ちひろ 鳥海　進一 足立　武則
鹿島　康薫 塩澤　幹雄 北林　宏之 高橋　雅一 河合　繁夫
小川　和紀 木蜜　徹 外山　雄一
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上都賀総合病院 (51名)
一戸   彰 髙原　正信 衛藤　進吉 知久  毅 佐野  渉
浅野　武雄 半田　益子 金水　英俊 大津　敏 吉住　博明
海宝　雄太 髙山　尚美 金親　克彦 十川　康弘 花岡　亮輔
高山  剛 近藤　裕子 宗田　由美 髙畑　智嗣 橋場　隆裕
豊田　亮彦 西川　正能　　　　　八木　加寿子　　　　中村　悠城　　　　　松村　美穂子
福田　和仁 関　慎也　　　 桂田　健一 町田　安孝 坂田　友美
髙畑　敏子 大江　真人 安部　欣博 小池　真美 和久井　崇大
山田　茂久 篠田　公生 田中　精一 高村　雄太 坂入　慧一郎
佐久間　俊行 稻川　優多 佐藤　守 佐藤　豊 阿久津　みわ
知場　一記 安藤　治朗 金森　安里子 伊藤　有希子 福田　周一
井上　史央

老人保健施設　かみつが (1名)
須田　啓一

佐野厚生総合病院 (77名)
小林　俊哉 岡村　幸重 池田  謙 井上  卓 奥沢　星二郎
渡辺　慎太郎 大久保　啓介 丸山  博 寺元  研 阿部　富士夫
清水　健太郎 石原　克俊 和田  真弘 塚田　博 山家　邦章
吉川　寿一 田村　政昭 小沼　誠一 福島　栄 白石　貴久
追　裕之 永井　睦 三瓶　泰広 池田  篤 岡島　毅
東澤　俊彦 引間　高太 上岡　直史 清水　勇人 齋藤　裕
吉田　真 長山　美貴恵 片岡　貴昭 亀迫　寛子 坂本　有希
羅田　享 齋藤　陽道 脇　広昂 吉田　進二 岩間　友
菅原　一晃 今吉　真由美 若松　修平 井上　恭兵 山﨑　肇
角田　真弓 加藤　達也 山﨑　咲保里 関根　忠一 鑑　涼介
高須　正太郎 橋山　卓弘 深澤　義輝 南　隆二 山田　剛
宮田　純 上原　淳 松永　崇宏 戸ヶ崎　和博 赤坂　茉莉
櫻谷　美貴子 島田　岳洋 蛭川　和也 真木　充 高橋　勇一朗　
大伴　直央 高橋　宏典 永山　理恵 細田　愛 稲木　香苗
森　裕晃 岩田　賢太郎 江﨑　諒 北川　清宏 小宮　光喜
西山　潤 羽鳥　貴士

群馬県厚生連健診センター (1名)
湯浅　和男

ＪＡ千葉厚生連 (1名)
税所　宏光

厚生連クリニック (1名)
刑部　東治

一般財団法人 日本成人病予防会 (1名)
中野　純一
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ＪＡ共済連全国本部 共済医務室   (46名)
木村　 剛典 山崎　匡 菅野　仁平 吉井　昭夫 長尾　啓一
岡藤　和博 瀧本　弘明 亀山　智樹 山本　直彦 岡本　芳郎
大友　敏行 羽野　卓三 橋本　俊雄 小林　恭一郎 前川　剛志
谷田　佳世 串畑　重行 成富　由司 林　真一郎 河盛　隆造
岩堀　公基 永見　明生 吉村　典子 内山  安男 〆谷　直人
齋藤　佳子 鵜山　治 渡會　隆夫 渡邊　文子 寺田　知花
高岡　俊雄 江口　寛 橋村　俊一 米田　麗枝 森島　豊彦
阿部　亨 犬飼　真生 中野　純一 舟山　裕士 石岡　千加史
髙尾　正彦 三谷　雅人 早川　尚雅 菊地　由花 池田　富貴
鮎川　楠夫

ＪＡ共済総合研究所 (2名)
村岡　勲 加藤　龍一

相模原協同病院 (110名)
杉谷　雅人 斎藤  裕 柴原  宏 荒木　正雄 高野　靖悟
相崎　一雄 保刈　岳雄 福原  昇 岡本　英明 風間　暁男
石黒　康浩 井關　治和 藤平　大介 鎌田　智彦 藤井  淳平
上條　謙 船津　健太郎 中島　敏文 干場　秦成 村田  東
三井  正博 伊藤  陽子 伊藤  大起 橋本  光三 柏崎　裕一
一氏　俊世 山口　真哉 梅沢　武彦 相澤　達 杉原　達矢
木村　友洋 水谷　美貴 若林　正和 鈴木　俊郎 宮本　淳一
山本　倫子 二宮　正人 大谷　清孝 宇都宮　拓治 山崎　祐子
藤島　理恵 稲垣　瞳 山田　直人 片桐　彰久 綱脇　智法
原　英則 橋爪　正明 池田　陸 澁谷　陽平 真木　幸代
藤井　惠介 渡辺　裕之 服部　努 澤田　朋和 吉武　勇
木村　玄 中村　信也 迎　美幸 草場　洋平 越後　結香
奥野　晃太 唐澤　由香 北島　史啓 窪田　彬 笹山　莉瑛
會澤　真緒 西川　暁子 髙梨　学 髙野　俊博 石和　大
長嶋　一樹 杉本　篤彦 吉澤　奈津子 三島　孝仁 上條　夏実
森町　将司 河江　亮臣 河本　千尋 草薙　佳澄 寺田　啓輝
轟木　絢貴 原田　雄基 松井　俊之 松下　昌裕 渡邉　活
楠戸　惠介 上遠野　健 秋山　和政 米山　俊之 荒武　正人
勝畑　知之 小澤　祐樹 近藤　直也 藤澤　大輔 黒坂　眞二
小林　健太郎 中島　千絵 猪　健志 長谷部　正之 土岐　圭伊子
朝垣　萌 岡田　幸法 生野　雅也 猿谷　真二 安彦　智博
鈴木　繁紀 加藤　恵理 笠井　智司 佐東　丈仁 湊　尚貴

伊勢原協同病院 (70名)
大野　隆 飯尾  宏 髙畑　武司 横川　昌彦 大川　伸一
田島　英雄 西岡　道人 飯塚　義浩 井上　元保 田野口　仁
柏木　浩暢 永井　達司 野尻　賢哉 小野　弘二 安藤　利行
鈴木  隆史 楠﨑  浩之 荒木　えり子 竹内　博樹 関戸　康友
神山　宜也 濵田　奈穂子 怒谷　麻理子 清水　崇史 池谷　瑠都美
田爪　圭 山本　創 壁島　康郎 齋藤　育雄 大見　博子
山口　肇 後藤　美緒 青野　宏治 松井　理 佐藤　亜依
川井　英嗣 宮内　雅晃 比留川　喬 松本　高明 渡邉　友絵
鈴木　俊彦 湯浅　直樹 石黒　寛之 平野　佑樹 金田　和也
吉岡　研之 白圡　みつえ 山下　智裕 井口　紘一朗 東平　翔太
山口　隆志 渡辺　真郁 鎌田　瑞穂 中江　聡子 三神　美子
石井　政嗣 佐々木　健人 望月　竜太 箱﨑　恭平 中嶋　理恵
三橋　正継 藤間　順一 兵頭　昌樹 新田　佳也子 辻川　幸一郎
金房　雄飛 劉　智博 片山　正典 加志崎　史大 小林　紘樹

神奈川県厚生連保健福祉センター (3名)
中安　邦夫 横山　剛義 田中　直彦

介護老人保健施設ほほえみの丘 (1名)
橘田　輝雄
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山梨県厚生連健康管理センター (9名)
依田　芳起 渡辺　一晃 今村　直樹 北橋　敦子 花輪　充彦
廣瀬　雄一 大髙　雅彦 三浦　美香 大森　正幸

ＪＡ長野厚生連 (1名)
社浦　康三

佐久総合病院 (41名)
松島　松翠 夏川　周介 霜田　哲夫 細谷　栄司 伊澤  敏
西沢　延宏 高松　正人 小野　満也 色平　哲郎 大橋　正明
北澤　彰浩 池添  正哉 松橋  和彦 三木  淳 前島　文夫
三浦　文英 小口　真司 柏原  剛 荻村　真友子 浅沼　信治
鄭　真徳 太田  正 小松  裕和 山本　歩 大西　直樹
松田　正之 深澤　正之 和田　里美 崎山　隼人 増田　知恵
中村　千恵美 荻原　菜緒 新井　剛 座光寺　正裕 萩原　正大
川合　汐里 青松　棟吉 小林　千夏 市川　貴規 伊藤　亜里沙
熊坂　祝

佐久総合病院佐久医療センター (90名)
西垣　良夫 仲井　育子 大谷津　恭之 石毛　広雪 白鳥　一明
細谷　まち子 小山　恒男 岡田　邦彦 渡辺  仁 古武　昌幸
池井  肇 大久保　浩毅 森  勇一 山本  亮平 木村　哲郎
友利　彰寿 植松　大 三石  俊美 小口  治 宮田　佳典
塩沢  哲 松島　凛太郎 大浦　也明 比佐　岳史 両角　延聡
渡部  修 高橋　亜紀子 宍戸　康恵 村上　穣 荻原　真之
長谷川　健 秋山　岳 工藤　恵 依田　達也 竹村　隆広
清水  賢一 篠原　知明 半田　喜美也 福島　和之 桃井　環
竹花　卓夫 山本　一博 清水　隆 蓮見　純平 會田　小百合
堀込　充章 堀込　実岐 窪　昭佳 山本　亮 木村　光
豊田　泰幸 近藤　沙織 清水　淳史 矢﨑　善一 中澤　剛士
吉田　貴明 中沢　孝行 加藤　充純 坂本　昌彦 降籏　めぐみ
清水　雄太 大沢　紘介 新津　宏和 重田　大輔 遠藤　秀紀
萩原　一昭 石井　宣一 榊　経平 鈴木　中 坂本　陽平
國枝　献治 荻原　美紀 木南　寛造 山田　諭 川島　隆弘
田中　啓司 田中　順子 佐々本　格 角田　英範 山田　匠
工藤　俊介 小林　泰輔 橘　賢廣 田中　茂 長瀬　通隆
橋本　淳 吉原　有俊 橋本　泉智 神沼　拓也 大瀬良　省三

佐久総合病院小海分院 (7名)
清水　義雄 山口　博 日野原　陽一 由井　和也 中村　宏信
荻原　淳 木下　裕介

小諸厚生総合病院 (32名)
田中　幸一 小林　真二 篠原　正典 橋本　晋一 佐藤　新司
北側　惠史 丸山　雄一郎 宮  正彦 小松　信男 山口　敏之
鵜木  隆 小山　正道 下地　昭昌 黒栁　隆之 露﨑　淳
甲斐　龍一 小泉　陽一 井能　仁 小林　晋也 伊藤　健一
黒岩　教和 林　征洋 瀬在　純也 永澤　孝之 倉澤　剛太郎
紅谷　知影子 盛岡　昌史 中島 裕子 原　洋助 酒井　宏司
張　成浩 甘利　悠

北アルプス医療センターあづみ病院 (50名)
保刈   健 下里　修一 中嶌  哲 村田　志保 最上　祐二
花岡　孝臣 川上　裕隆 早野　敏英 東方　壮男 林田　研介
王子　嘉人 新倉　明和 太田　いづみ 岡田　光代 中村　伸治
柴田　俊一 今井　玲子 河内　繁雄 薛　孝太郎 古屋  昌宏
平林  直樹 小林　克 芹澤　由樹子 雨宮　光太郎 畑　幸彦
湯澤　宏式 石垣　範雄 中村　恒一 西澤　理 鬼頭　恆
小口　弘子 向山　啓二郎 阿部　克哉 飯島　響 小椋　京子
富田　威 小林　浩一 石曽根　聡 馬渡　栄一郎 常見　浩司
狩野　修治 佐野　佑 唐澤　文寿 小笠原　紘輔 春原　隆史
増田　智幸 松本　有機 齊藤　覚 藏井　誠 上甲　厳雄
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長野松代総合病院 (14名)
秋月  章 北澤　邦彦 瀧澤　好廣 春日  好雄 瀧澤  勉
宮原　隆成 堀内　博志 百瀬　智康 三澤　卓夫 中嶋　博幸
金井　将史 渡邉　隆之 清水　剛 伊藤　真騎

北信総合病院 (48名)
田尻　和男 湯本　一彦 塚原　隆司 石原　八州司 伊藤　清信
馬場　浩介 篠原　直宏 久保　徹夫 吉田  哲矢 千秋　智重
藤森　芳郎 山岸　喜代文 水野　秀紀 曽根  進 塚田　晃裕
金城　恒道 佐藤　淳一 洞　和彦 篠原　剛 野池　雅実
藤原　道雄 下山　丈人 渡辺　德 山嵜　正志 荒井　信博
山本　力 新井  純 山田  博之 長田　亮介 安井　牧人
半田　正樹 南　聡 村上　博則 城下　晃 城下　裕子
山田　誠司 伊東　英里 上條　浩司 中澤　美里 小林　宣隆
渡邉　大樹 内藤　武彦 清水　貴裕 岡野　美津子 菱沼　典正
大塚　仁美 瀧沢　淳 洞　久美子

鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ鹿教湯病院 (19名)
市川　英彦 片井  聡 宮坂  洋 小林　健吾 小林　俊夫
辻　勉 高松　道生 平林　久美 上野　徹男 伊澤  真
鈴木　彩子 田村　稔 村岡　俊春 田幸　健司 大澤　道彦
松嶋　聡 渡邉　佳洋 唐澤　今人 木下　朋実

鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ介護療養型老人保健施設いずみの(1名)
伊澤  妙子

新町病院 (6名)
大塚　美悠紀 細川　康雄 堺澤　和泉 川手　裕義 佐藤　悦郎
本郷　実

篠ノ井総合病院 (51名)
松尾　宏一 木村  薫 長坂　正幸 長沢　正樹 田村　克彦
倉石　昌邦 諸橋　文雄 外間　政信 川口　研二 宮下　俊彦
大村　慶子 本道  隆明 松尾　明美 小野　静一 浅輪　史朗
中島　浩一 池野　龍雄 長谷川　実 牛丸　博泰 丸山　正昭
峯村　今朝美 青木　孝學 宮本　英雄 永田　裕治 斉藤　拓康
加藤　清 五明  良仁 杵渕　芳明 矢彦沢  久美子 木藤　健治
峯村　今朝美 青木　孝學 宮本　英雄 永田　裕治 斉藤　拓康
加藤　清 五明  良仁 杵渕　芳明 矢彦沢  久美子 木藤　健治
岡田　一郎 後藤　博久 千野　雅章 三枝　久能 上原　忍
鈴木　亜紀重 牧野　睦月 小池　健一 山内　恵史 中村　真一
名倉　差織
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富士見高原病院 (13名)
井上　憲昭 矢澤　正信 小松  修 安達  亙 岸本  恭
中川　佐和子 後藤　敏 唐澤　忠宏 吉田　敏一 矢代　泰章
山本　めぐみ 安田　岳 小林　史岳

鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ三才山病院 (7名)
黒岩  靖 藤井　忠重 泉  從道 宮城　浩一 鈴木　和子
林田　美江 後藤　暁子

下伊那厚生病院 (6名)
横田  等 菅谷　恵美 細川　研 保科　彰 菅野　隆彦
朔  哲洋

糸魚川総合病院 (28名)
高桑  一彦 池田　成子 月城　孝志 樋口　清博 樋口　昭子
山岸　文範 康山　俊学 野々目　和信 金山　雅美 北澤　愼次
津留　明彦 田澤  賢一 佐藤  一夫 松木　晃 沼　哲之
山上　亨 田邊　繁世 小林　才人 赤羽　崇 島田　清太郎
堀江　貞志 寶田　真也 河合　俊輔 小林　睦 浦田　隆司
伊藤　徹 大澤　宗士 水澤　桂

けいなん総合病院 (10名)
山崎  一郎 小川  直子 藤原　満喜子 井田  充 新井　英樹
政ニ　文明 藤田　一 倉持　元 山﨑　一麿 岩本　靖彦

上越総合病院 (63名)
深川  光俊 松本  峰雄 篭島  充 佐藤　昭一 藤田　亘浩
相田  浩 廣井  威 外山　譲二 福原　信義 小出　則彦
鈴木  隆 武井　伸一 江塚　勇 荒川　泰明 里見　定信
亀田　茂美 巻渕　隆夫 江部  和勇 丸山　正則 合志　聡
小原　竜軌 土谷　修一 桑原　徹 相場  知宏 朝日　丈尚
鈴木　庸弘 禿　晃仁 長谷川　智也 田畑　裕章 野尻　俊介
竹上  與志昌 渡部　公正 加藤　晋 加藤　麻紀子 尾嶋　紀洋
熊倉　俊一 大塚　光哉 麻生　祐嗣 今西　明 池田　裕里恵
伊藤　梢絵 近藤　優美 鈴木　拓次 奈良本　葉月 古川　絵美
月岡　啓輔 後藤　慧 宮﨑　慧 関谷　政雄 加藤　洋
大堀　高志 平島　浩太郎 相馬　規子 所　卓見 長櫓　宏規
長谷川　裕一 山﨑　仁史 吉田　悠紀 小幡　宏昭 堀内　綾乃
藤戸　信宏 藤原　優太 吉識　賢志

柏崎総合医療センター (38名)
涌井  一郎 羽入  修吾 岡田  立平 長谷川  伸 櫻井　克也
植木  匡 片桐  尚 石塚  大 五十川　修 今井  勤
井田  徹 多々  孝 津吉　秀樹 大西　裕三 藤原  正博
伊藤  肇 井田　桃里 小林　弘子 藤村　健夫 倉田　豊
青木　悟 泉　直也 林　芳樹 村山　翔太郎 諸橋　数昭
富田　任 高橋　祥史 富山　泰行 加藤　政美 渡邉　秀明
園田　桂子 本田　博樹 種村　聡 柳橋　和仁 澤野　堅太郎
山田　沙季 乾　幸平 大関　明樹

中条第二病院 (5名)
高橋　明仁 大森　佐一郎 須賀　良一 根本　麻知子 渡邉　純蔵

魚沼病院 (9名)
平澤　浩文 加藤　崇 井埜　晴義 髙橋　達 安田　雅弘
田沼　厚人 小林　政 工藤　路子 柳　雅彦
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長岡中央綜合病院 (86名)
八幡　和明 富所  隆 岩島  明 江部　直子 大野  司
郡司　哲己 松井　俊晴 田中　久夫 長谷川　淳一 照沼　正博
佐藤　敏輝 和泉　純子 佐藤　知巳 山賀　雅裕 河内　保之
吉川  明 田川  実 矢尻　洋一 竹内　茂和 新国　恵也
目黒  昌 佐藤　一範 谷口　禎規 津久井　淳 高橋　英祐
西村  淳 中村　裕一 小村　昇 高橋　正明 落合　幸江
須田　一晴 上條　正 遠藤　禎郎 渡辺　庄治 高田　琢磨
高橋　一雄 加勢　宏明 岸　賢治 堀　智里 牧野　成人
福原　康夫 佐藤　明人 渡邊  浩之 川原　聖佳子 古屋敷  剛
山本　哲史 竹内　一夫 北見　智恵 堂森　浩二 石黒　真妃
羽根田　淳 五十嵐　俊彦 若桑　隆二 善財　慶治 有海　明央
坪井　康介 高橋　利幸 伊藤　竜 岡　宏充 温　城太郎
河野　恵美子 木村　陽介 渡辺　玲 江村　重仁 古俣  大
横田  有紀 山口　峻介 武藤　祥宏 矢口　雄大 三ツ間　友里恵
加瀬　真弓 田村　千夏 角田　知行 須藤　翔 松本　瑛生
三ツ間　智也 大渓　一孝 佐藤　雅之 加藤　俊一 松本　賢典
齋藤　強太 高田　律子 白野　侑子 押金　智哉 橋本　武志
花城　恒

三条総合病院 (15名)
金原　英雄 岩渕　洋一 千田  匡 中山　雄二 吉田    研
齋藤　功 久保田　茂夫 狩野　健一 早藤　新一 小山  裕子
幡谷　功 河内　裕介 神田　達夫 梶原　大季 田村　博史

新潟医療センター (35名)
齊藤　寛文 小林　勲 樋口　浩太郎 杉浦　広隆 高橋　澄雄
小島　直之 大橋　泰博 小向　慎太郎 長谷川　彰 佐藤　卓
木村　元彦 志村　尚宣 道見　登 冨井　亜佐子 西山　健一
工藤　英樹 田中　憲一 冨樫　忠之 霜鳥　正明 大矢　洋
白石　あかり 渡邉　聡 佐久間　一弘 杵渕　進一 有泉　優子
吉澤　弘久 五十嵐　正人 田村　康 五十嵐　智雄 松山　麻子
眞田　明子 早川　雅人 菖蒲川　紀久子 栗山　英之 小島　秀男

豊栄病院 (13名)
宮島  透 富山　武美 吉田  桂 今村　麻枝男 柄澤  良
良田　裕平 小林　真 佐藤  一喜 櫛谷　幸嗣 齋藤　六温
菊地　博 小山　俊太郎 渡邊　伸

村上総合病院 (23名)
斉藤　良一 冨樫　清朋 小出  章 堀川　恭勝 林  達彦
藤巻  尚 小田  温 渡辺　直純 長  賢治 金澤　浩二
富田　智 勝山  幸一 大瀧　啓太 富士盛　文夫 濱 勇
中村　隆人 近　貴志 山口　正浩 田所　央 井上　真
齋藤　敬太 阿部　馨 君島　世理

瀬波病院 (2名)
清水　春夫　 村山　裕一

佐渡総合病院 (40名)
服部  晃 川崎　昭一 佐藤　賢治 佐々木　嘉広 岡崎  実
百都  健 生沼　武男 親松  学 鈴木　啓介 三瓶　一弘
石田　道雄 小松　繁樹 和田　真一 真木山　八城 小池　公美
河久　順志 西山　祐樹 福武　嶺一 石崎　文雄 石川　裕也
樋口　陽 才田　優 山岸　格史 阿部　寛幸 田中　智之
荒生　祥尚 石川　友美 渡辺　光洋 坪口　晋太郎 皆川　雄介
佐藤　大祐 岩城　孝和 佐藤　優 藤井　俊英 鈴木　一瑛
本間　順平 村上　博淳 佐藤　彩恵子 山﨑　洋大 野田　直人

真野みずほ病院 (1名)
長島  清

羽茂病院 (1名)
松井　稔忠
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あがの市民病院 (16名)
尾﨑　進 津野　吉裕 小林　英之 貝津　智佳子 榎本　克巳
倉茂　和幸 福島　英樹 谷　啓光 香山　誠司 風間　暢男
岡本　学 高野　嘉昭 長谷川　康太郎 野澤　昌代 伊藤　寿樹
古川　和郎

厚生連高岡病院 (106名)
池田　大助 西田　泰之 糸川　秀人 西村　俊郎 河田　将行
鳥田　宗義 岡本　春平 四柳　智嗣 酒井　正利 佐々木　泰
上勢　敬一郎 山田  裕治 加藤  洋介 國谷  等 野畠　浩司
柳瀬　大亮 澤﨑　拓郎 矢鋪　憲功 池田　達則 藤井　真広
山下　知巳 鏡森　定信 太田　宗徳 本藤　有智 向　宗徳
山形　忠永 小川　浩平 小川　泰弘 伊藤　宏保 中濵　克之
樋口　収 栁下　幹男 谷内　毅 小竹　優範 羽田　匡宏
林　憲吾 藤田　崇志 小川　次郎 杉木　圭吾 高沢　弘樹
大筆　光夫 野本　一博 髙仲　强 吉田　稔 亀谷　富夫
川原　領一 北川　清秀 増田　信二 寺田　光宏 古木  勲
柴田　和彦 中川　俊信 鳥畠　康充 窪田　博道 村田　久仁男
吉田　昌弘 今村　博明 小出　謙一郎 川森　康博 桶家　一恭
原  拓央 西塚　一男 関　宏恭 堀地  悌 藤本  学
経田　克則 木山  優 山本　正和 平井　信行 東　滋
新井　政幸 大浦　栄次 前　喜代子 佐久間　友子 亀遊　ゆう
原田　樹 坂口　佳永子 澁谷　直美 高畠　萌 中川　貴美子
村上　望 石川　和也 塚田　健一郎 中嶋　和仙 山田　翔
福岡　佑太 菊川　哲英 中村　真司 台蔵　晴久 石井　孝佳
野嶋　孝則 林　樹 寺西　秀豊 谷村　航太 垣内　大毅
狩野　惠彦 岡崎　彰仁 島　裕幹 堀越　慶輔 髙嶋　祐介
牛尾　悠 大島　正寛 澤田　幸一郎 坂越　大悟 辻　大祐
生水　貫人

厚生連滑川病院 (24名)
西田　哲也 八木　治雄 伊井  徹 宮本　市郎 小栗  光
田中　茂弘 南里　泰弘 橋本　直輝 武田　茂憲 今井　敏啓
林  博志 鹿熊　一人 江守　賢次 谷口　陽子 田中　一範
松本　泰作 芳炭　哲也 苅田　充明 大作　郁雄 尾﨑　真由美
根塚　秀昭 十河　香奈 瀬川　武司 明石　拓也

福井県農村保健研究会 (2名)
島田　政則 野村　健一

JA岐阜厚生連 (1名)
田中 孜

久美愛厚生病院 (29名)
武山  直治 山田  勝己 山本  昌幸 杉山　和久 堀  明洋
横山　敏之 上田　秀樹 国本　圭市 横山　有見子 横畑　幸司
荒木　麻里 山本　貴大 安藤　寿博 森岡　淳 田口　勝啓
河田  好弘 日比　展昭 村田　欣洋 山田　育男 岩佐　剛
加藤　健宏 小嶋　弘毅 石田　梓 杉山　由晃 高木　健裕
酒徳　弥生 神野　孝徳 齊木　康 井岡　大樹
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東濃厚生病院 (34名)
山瀬　裕彦 野坂　博行 安藤　操 加藤　敏夫 吉田　正樹
平石　孝 石渡  寿勝 安藤  修久 澤﨑　貴子 加藤　秀司
前川　誠治 大間知　孝顕 佐藤　央 小出　卓也 稲垣　克彦
浅野　慎介 今澤　正彦 柴田　尚宏 大谷　聡 長屋　寿彦
水谷　俊太郎 伊藤　和則 宮本　陽一 塚本　英人 朱宮　孝紀
加藤　宏雄 神田　裕大 荒田　真子 山村　和生 宮嶋　則行
小川　貴史 柏原　輝子 高田　勲矢 石塚　なお子

中濃厚生病院 (77名)
太田  俊治 寺島  圭一 勝村  直樹 仲田　和彦 斉藤　昭弘
横山  壽一 安田　憲生 山田　信二 森　茂 島田  武
森  良雄 森野　浩太郎 加藤　順子 井上　繁雄 山田　孝宏
三鴨　肇 道野　朋洋 戸田　勝久 安藤　喜一郎 波頭　経俊
神谷　文彦 半田　直久 山中　一輝 勝木　竜介 鷹津　久登
岩田　啓之 佐野　圭司 吉田  滋 小川  崇 香田　雅彦
尾辻　健太郎 華井　頼子 大須賀　健 坪内　肯二 山際　三郎
玉木　英俊 井上　総一郎 宇野　裕巳 中村　憲昭 立岩　優
本田　晴久 金子　達洋 淺井　稔博 高井　想生 髙橋　伸弥
滝脇　正人 田口　敦丈 向井　美鈴 森本　航 鈴木　英司
水野　吉雅 武藤　俊博 伊藤　直樹 櫻井　幸太 兼村　信宏
森下　健太郎 新美　香織 伊藤　貴嗣 武田　洋平 植田　晋太郎
中下　陽介 大池　恵広 赤松　繁 内田　靖 渡邊　千晶
小森　伸也 湯本　和也 黒木　将 山内　翔 宮地　加奈子
岩田　友彦 薮﨑　紀充 安藤　英治 山中　真徳 西脇　亜由子
河村　三千香 四戸　由歌

揖斐厚生病院 (28名)
塚本  達夫 古田　典夫 右納  隆 酒井　浩志 水草　貴久
渡辺　二三雄 永井  司 三輪　嘉明 熊澤　伊和生 竹内　秀行
渡邊　一弘 若原　和彦 白木　玲子 川瀬　美千代 伊藤　康久
西尾　公利 中川　宗大 河合　隆雄 安藤　明子 川越　肇
宮本　康司 市川　賢吾 二村　英斗 所　史隆 野瀬　早織
伊藤　貴美子 松木　稔久 佐木　宏吉

岐北厚生病院 (23名)
山本   悟 高屋　忠丈 早川　和良 小林  覚 縄田　万寿美
益田　和明 永井　洋史 髙橋　治海 齋藤　公志郎 山内　治
足立　政治 田中　秀典 石原　和浩 小野木　浩人 佐藤　克平
髙見　秀一郎 堀部　陽平 西村　幸祐 後藤　尚絵 大野　智彦
岩間　みどり 横田　治 加藤　順子

西美濃厚生病院 (22名)
西本　虎正 飯田　辰美 福嶋　信夫 西脇　伸二 前田　晃男
林  隆夫 杉山　貴敏 岡野  学 岩下　雅秀 濱屋　千佳
井上　恭子 二村　直樹 四戸　隆基 畠山　啓朗 松原　恵子
田上  真 熊澤　愼志 岡田　将直 馬場　岳士 寺倉　大志
若山　孝英 中村　博式

高山厚生病院 (2名)
五藤　弘 西野  聡
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JA静岡厚生連遠州病院 (61名)
髙瀨  浩之 後藤  良重 水上  泰延 橋本  義弘 浦野  聖子
稲本  裕 伊藤    歩 大石  　強 三枝　弘和 鈴木　正彦
上村  隆 梶村　昌良 白井　直人 竹内　靖雄 坂倉　雄二
鹿野　共暁 八角　康裕 高橋　良知 柏原　貴之 黒石  重城
伊藤  充子 鈴木  大介 鈴木  留美 関　敦郎 鈴木　かつみ
貝田　勇介 田中　隆光 伊藤　寿樹 浅羽　雄太郎 西野　眞史
松下　直哉 三宅　隆史 鬼頭　由紀子 加藤　真人 臼井　弘明
鶴岡　琢也 藤田　倫匡 柳　祐樹 渥美　浩克 酒井　勇輝
長橋　ことみ 大川　直子 原田　祐子 髙橋　麻美 髙垣　航輔
野中　大史 待井　将志 大場　健司 高橋　悟 金城　健一
田中　征洋 飛鳥井　光 太田　悠介 高田　三喜 濵田　登
野田　和洋 成瀬　香織 坂梨　真木子 山内　克哉 谷川　渉
有本　直人

JA静岡厚生連静岡厚生病院 (26名)
松永  勇人 水野  伸一 坪井　声示 田村　幸久 磯辺　樹己
岩貞　勢生 岩崎　加代子 豊嶋　敏弘 渡辺  耐 玉内　登志雄
小澤　佳広 中山　毅 半田　満里子 石橋　武蔵 田中　敏博
塩浦　朋根 平田　明裕 清水　洋子 清水　宏泰 浅井　宗一郎
大輪　達仁 金森　明 篠江　隆 松原　庸博 和宇慶　晃一
桐岡　智二

JA静岡厚生連清水厚生病院 (14名)
田島　秀一郎 石井　康博 中田   恒 佐久間　毅 成島　道樹
大塚　健 岡上　能斗竜 松永  晃直 西村　明人 村瀬　正樹
山本　弥生 知久　慎一郎 知久　才穂子 立岩　正雪

JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 (11名)
稲葉　安正 勝部　定信 安田　勝彦 安倍　成彰 志賀　俊行
恩田　啓二 佐藤　尚他 牟田　智也 尾上　久一郎 福田　剛明
山田　祐介
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安城更生病院 (180名)
久野　邦義 山本　昌弘 小野  芳孝 度曾  正人 玉井  宏史
宮島  雄二 浦田　士郎　 田中　健司 高橋　郁夫 松澤　克治
岡江　俊治 近藤　國和 竹本　憲二 加野　貴久 佐伯　悟三
山本　滋隆 田渕　昭彦 渡邊　直孝 杉浦  真 小口  武
加藤　博子 鈴木　崇弘 原  　徹 戸田　繁 澤　正史
安藤　哲朗 竹内　真実子 加藤　有一 久保田　哲夫 木野本　武久
岡村　武彦 菅沼　貴康 三矢　昭治 川上　治 森永　貴理
新井　利幸 秋田　英俊 山本　里恵 細井　努 池ノ内　紀祐
李　振雨 藤永　一弥 吉田　秀雄 馬渕　龍彦 中村　從之
雨宮　剛 水元　亨 澤田　康裕 森田　真理 深津　彰子
菱田　学 岡田　昭久 深沢　達也 平松　聖史 榊原　章浩
森田　正人 﨑田　健一 加藤　真希 久保谷　靖子 子安　正純
寺西　智史 酒井　優 後藤　秀成 小林　隆宏 岩舘　知史
内川　智浩 小林　頼子 横井  克典 森下　和明 鈴木　藍子
堀尾　裕子 坪内　寛文 久保　貞祐 加藤　智則 関　崇
浅田　英之 鶴留　一誠 光田　貴行 影山　潮人 原　日輪子
谷口　明子 菅　聡三郎 今井　遼 臼井　香奈子 小松　真太郎
都築　雨佳 鈴木　健史 鈴木　優美 林　修平 今井　奏衣
横山　真之祐 水谷　直広 植村　祐介 深津　明日樹 服部　哲夫
伊藤　久人 安井　啓晃 柿本　宜秀 山口　麻里子 半田　朋子
岩宮　賢 尾崎　祐太 神谷　知明 小塩　真史 近藤　春香
青木 和香 白木　杏奈 山口　慎 尾崎　友理 牛田　雄太
田中 勇太朗 藤木　宏美 髙木　亮 石川　孝太 市川　雄平
石川　真司 小崎　陽平 呉　尚治 今井　祐喜 前村　遼
高橋　範子 藤枝　裕倫 新城　龍一 片岡　弘匡 天白　宏典
牧田　智 唐澤　卓生 小林　大地 古橋　尚博 稲垣裕一郎
河南　晴久 太田　圭祐 波多野芳美 浅井　清也 岩崎　綾
大橋　ひとみ 小川　莉奈 奥村　暢将 鬼頭　大志 国場　都
崔　尚仁 瀬古　浩史 傍島　光昭 平賀　啓太 水谷　桜子
山路　哲史 渡邊　峻 林　大樹朗 青木　聡典 田中　ふみ
棚橋　義浩 陸　大輔 竹本　東希 倉橋　俊和 武田　真輔
牧野　一重 柳田　紘生 森　芳峰 山本　宗平 服部　宇
永井 隆 杉本　昌世 松浦　聡之 今岡　永喜 宇野　希望
狩野　智洋 近藤　初 齋藤　麻予 杉原　実 竹市　陽介
竹内　裕貴 谷山　史穂美 寺岡　翼 橋本　賢彦 林　佳絵
原田　英幸 廣渡　平輔 鈴木　このみ 余語　孝乃助 安藤　雅能

渥美病院 (28名)
河合　孝尚 吉田　昌弘 市川　恒信 水藤  秀明 三谷　幸生
金岩　秀実 辻村　隆介 鈴木　賀巳 村田　浩章 羽野  公隆
寺田　幸市 黒田　和男 古池　真也 佐久間　貴彦 長谷　智
玉腰　国大 富永雄一郎 松家　啓司 田邊　裕 花田　保之
植月　有希子 坪井　賢治 山本　富美子 坂本　裕資 佐藤　良
浅野　智成 浅井　泰行 松本　祐輔
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江南厚生病院 (121名)
角田　博信 加藤　幸男 尾崎　隆男 伊藤　洋一 黒田　博文
野木森　剛 池内　政弘 水谷　直樹 田原　裕文 佐々木　洋治
吉田　大介 河野　彰夫 尾関　和貴 齊藤　二三夫 春田　一行
髙田　康信 有吉  陽 山田　祥之 林　信行 平松　武幸
古田　慎司 石川　眞一 西村　直子 石榑  清 飛永　純一
金村　徳相 川崎　雅史 岡部　広明 水谷　信彦 伊藤　聡
坂倉  毅 樋口　和宏 木村　直美 平岩　二郎 吉永　麗加
大竹　正一郎 渡辺  博 山本　康裕 安井　昭夫 阪野  里花
藤林  孝義 水野  輝子 大島  知子 川原  由衣子 福山  隆一
浅野　俊明 片岡　浩樹 後藤　研誠 丸尾　尚伸 佐竹　宏太郎
日比野　佳孝 落合　聡史 小﨑　章子 大竹　かおり 竹本　康二
欄　真一郎 酒井　景子 堀場　容子 神谷　将臣 末澤　誠朗
川口　将宏 尾関　晶子 隈部　香里 田中　美穂 松永　千夏
呂　成九 若山　伸行 廣瀬　真仁 中島　伸夫 熊谷　幸代
日尾野　宏美 中村　正典 原　裕貴 安達　慶高 栗田　研人
五藤　直也 鈴木　香菜恵 加藤　宗一 颯田　祐介 木下　拓也
熊野　良平 岡﨑　翔一郎 山家　佑介 奥村　諭 人羅　悠介
岩脇　友哉 石川　英昭 藤城　尚純 小澤　慶 間下　直樹
野々垣　彰 斎藤　悠文 世木　直喜 高松　愛 小笠原　桜
前田　宗伯 蓑原　　潔 野口　裕記 黒川　修二 竹内　昭憲
馬渕　正綱 淺野　由子 森島　大雅 佐々木　雅隆 福島　庸晃
佐合　健 丹羽　清 野口　智靖 鬼頭　周大 春田　一憲
渡邉　卓哉 山田　紗矢加 中島　宏彰 大内田　隼 永田　大介
伊島　亮 丹羽　正樹 亀井　大二郎 増田　和彦 大岩　秀明
武井　新吾

海南病院 (130名)
佐藤　英文 一木  貴 矢口　豊久 山本　直人 和田　鉄也
國井  伸 小久保　稔 向藤原　由花 鷲見  整 浅井　俊亘
堀川　よしみ 渡邉　一正 山﨑　武則 勝田　康裕 大橋　洋平
高瀬　恒信 鈴木  聡 遠藤　乙音 小林  礼 岡田  健
窪田　裕樹 小林　望 柴田　有宏 石川　大介 奥村　明彦
古閑　寛 浜田　実邦 松平　哲史 村松　秀樹 矢野　寛樹
山守　越子 西口  浩明 田嶋  学 林  義一 高橋  徹至
成山　泰道 山崎　倫子 鎌倉　愛 伊藤　桂史 関谷　勇人
水落　雄一朗 柴田　芳宏 佐々木　謙成 後藤　啓介 三浦　学
宇都宮　節夫 野々垣　郁絵 牧野　明香里 宮田　栄三 板野　麻衣子
森田　理恵子 高田　直也 廣﨑　拓也 谷内　仁 山田　崇史
横井　健一郎 中尾　心人 六鹿　泰弘 藤原　一吉 三宅　健太郎
牧野　沙良 松永　幸恵 吉岡　直輝 吉兼　正英 香川　友祐
小林　大悟 武嶋　宏治 藤井　健太郎 小林　謙信 増渕　麻里子
神谷　文隆 有馬　一 菅野　彬 鉄　慎一郎 星野　沙樹
山田　里佳 増田　有彩 近藤　陽 野々垣　禅 森部　桂史
藤浪　慎吾 斗野　敦士 石原　博雅 竹内　直子 椙村　真裕
一川　貴洋 森田  薫 亀井　誠二 山本　操 荒木 孝
泉田 久和 北川 雅章 黒川 良太 田中 耐地 本田 徹
水越 俊博 伊藤 雅晃 遠藤 伸一郎 遠藤 理砂 河本 絵梨子
鈴木 悠斗 水野 晃宏 出口 智宙 中根 明宏 青木 佐知子
井村　直哉 加賀　充朗 黒川　枝莉花 渡辺　綾野 廣瀨　泰彦
平田　陽祐 小澤　由治 佐々木　静花 佐藤　俊昭 三木　裕介
古林　充里 辺　奈理 武田　知樹 大江 雅美子 浅井　晶子
酒井　祐輔 藤村　高史 末永　啓人 岡田　亜希子 久留宮　隆
金村　則良 渡辺　正一 春本　真以 吉田　あや 長谷川　和也
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豊田厚生病院 (139名)
金山  均 西村　大作 村田　盛郎 竹下　祥敬 成田　道彦
篠田　政典 兼子  隆次 立花　栄二 小倉　浩一郎 森田  清
金子　鎮二 梶田　光春 竹内　淳史 倉田　久嗣 谷川　吉政
水野　敬輔 平松　義規 青山　昌広 澤井　喜邦 加藤　大也
岩瀬  豊 小林　修一 前川　和範 稲垣　弘進 川口　鎮
針山　由美 鈴木　伸吾 川端　明子 西本　泰浩 窪田　龍二
世古口　英 大野　伸晃 鏡味  良豊 服部　直樹 水野  伸宏
上原　博和 岡部  一登 橋本  良博 小林　聡 今井　弘恵
加藤　誓子 足立　秀禎 中根　幸実 大橋　大器 松田　譲
小島　康裕 渡口　賢隆 宇佐美　恵子 久留宮　康浩 金山　康秀
増田　富 安藤　望 冨田　稔 倉沢　史門 上原　敬尋
山口　和才 中島　悠 平賀　潤二 竹村　元太 新城　加奈子
波多野　克 都築　通孝 渡邉　令奈 佐藤　美佳 伊藤　裕也
都築　智之 林　大介 藤田　雅也 大岩　孝 森　万希子
桐山　宗泰 佐伯　岳紀 二村　尚久 河村　彰乃 奥田　奈央子
山本　靖子 前田　佳照 伊藤　岳司 村松　雅人 中村　篤史
村岡　彩子 赤塚　和寛 荒木　善盛 池田　脩太 石田　順造
岩下　紘一 牛嶋　太 氏平　伸子 河合　孝真 喜田　裕一
近藤　勇人 鈴木　淳也 鈴木　奈瑠子 鈴木　伯征 髙木　雄介
髙嶋　浩司 冨永　健太 中西　久美子 中村　嘉宏 濱田　怜
二村　圭祐 山田　健司 山田　麻里 吉田　愛加 渡邉　周一
渡邉　裕樹 荒木　善盛 石田　順造 冨永　健太 濱田　怜
太田　祐介 永井　博之 横田　誠 増田　高将 生駒　雅信
河合　清貴 伊野　学 圓若　幹夫 畑田　剛 金本　一洋
村上　真由子 西田　大恭 加藤　由貴 ジョン　ジンウク 足立　維
溝口　真以 足立　健太郎 伊藤　卓冬 井村　仁美 長田　直祥
杉田　美津子 角谷　尚悟 髙橋　徹朗 早川　暁子 林　玲子
松葉　朋彦 望月　大督 小西　康信 鳥居　直矢

稲沢厚生病院 (30名)
江崎　まり 後藤　章友 三毛　壯夫 眞下　啓二 渡辺  修
山岸　逸郎 加藤　哲司 伊藤　浩一 杉山　尚武 所　真由美
服部　孝平 髙山　宗之 浅田　馨 勝野　哲也 畦元　将隆
植松　隆 佐々木　翼 堀尾　亨 杉山　通 濵野　真吾
矢田　奈々 安達　明央 百瀬　佑紀 河村　文徳 藤本　裕幸
野津原　水紀 中屋　誠一 廣田　知之 式守　克容 浜田　けい子

足助病院 (12名)
早川　富博 都筑　瑞夫 余語　鎭治 柏野  進 三宅  孝
小林　真哉 菅　敬文 井出　政芳 石川　茂樹 米田　惠理子　
佐藤　弘盟 長谷川　毅

知多厚生病院 (34名)
片桐　健二 宮本　忠壽 脇田  郷 水野　志朗 中塚　雅雄
本間　秀樹 高橋  佳嗣 丹村　敏則 小森　克彦 菱田　克己
村元　雅之 福島　庸行 保里　惠一 冨本　茂裕 小森　徹也
山田 修司 久保田 文洋 杉戸 伸好 森　麻里 鈴木　健人
好中　麻世 神田　恵介 安井　奈津子 村瀬　和敏 服部　一希
伊藤　秀明 加藤　香澄 伊賀　登志峰 西﨑　章浩 林　祐一
大口　怜央 竹内　聡志 油井　健宏 安岡　なつみ

ＪＡあいち健診センター (2名)
山田　晴生 近藤　一男
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松阪中央総合病院 (80名)
幸治　隆一 瀧川　喜一 野口　光也 関根　隆夫 小林　一彦
山嵜　一正 玉置　久雄 三田　孝行 堀口　良二 丸山　良夫
村田　和平 平野　忠則 荻田　恭也 出口　月雄 片岡   基
星野  有 小森　春美 大達　清美 片山　芳彦 直田　浩明
川田　憲一 岩田  真 雄谷　剛士 松岡　宏治 神谷　敏也
池山　夕起子 水谷　実 駒田　拓也 森山　寿己 加藤  憲治
幸治　隆文 丹羽　惠彦 津田　和彦 西村　佳津 落合　悟
石原　明徳 鎌田　尚樹 片岡　真吾 小津　泰久 飯田　仁
佐藤　誠久 冨岡　厚志 山下　恭史 刀根　由紀子 杉浦　伸也
杉本　寛子 金子　昌史 長谷川　大輔 網谷　謙 谷川　高士
田端　正己 井上　健太郎 村嶋　秀市 東川　朋子 大澤　一郎
前田　光貴 浦出　伸治 宇野　研一郎 佐藤　裕 谷岡　悟
栗田　仁衣 川﨑　優也 鈴木　章裕 高田　聡 髙﨑　亮宏
山本　麻里子 塩地　弘和 村嶋　佑美 中村　佳史 梅田　悠平
奥田　太郎 藤村　侑 阪本　達也 須賀　佑磨 小西　浩允
南　元人 渡邊　祐衣 太田　志摩 石山　実花 水野　志保

鈴鹿中央総合病院 (81名)
小林　裕康 渡邉　清孝 山口 貴則 草深　智樹 浦和　真佐夫
宮本　憲 森川　正和 金丸　英樹 一尾 享史 加藤　幹愛
川喜田　昌彦 田中　紘也 服部　可奈 濵田　正行 西村  晃
山本　伸仁 西  英明 橋本  宇 村田　哲也 藤田  祐一
稲田    均 川上  恵基 有馬　美香 髙木　幹郎 田岡　大樹
丹羽　正幸 向　克巳 齊藤　知規 岡野　宏 佐瀬　友博
川原田　和子 深井　一郎 矢納　研二 鈴木　竜一 馬場　洋一郎
川口　健司 荒木　富雄 森　拓也 北村　哲也 松崎　晋平
伊藤　竜吾 伊藤　伸朗 岡田　香純 髙島  慎吾 湯浅  湖
鈴木　慎也 冨田　正樹 村田　るみ 藤原　卓 大村　崇
下野　吉樹 磯野　功明 田中　宏樹 熊澤　広朗 玉田　香介
大倉　康生 大森　隆夫 牧　　 聡樹 松島　信佳 田村　健
久保岡　牧子 太田　覚史 小西　克尚 渡邊　拓弥 塩﨑　裕紀
栃尾　智正 平田　佳寛 山内　良太 永春　圭規 寺邊　政宏
濵田　賢司 市川　健 國分　直樹 松山 優実 土屋　拓郎
横田 圭右 加藤 桃子 金井 優博 大西 史峻 吉岡　清行
小久江良太

菰野厚生病院 (19名)
惠谷　俊紀 岩井　昭彦 小嶋  正義 角南    明 松田　吉人
三木  真 上田　行彦 最上　徹 鈴木　日子 亀嶋　孝通
大橋　増生 齋藤　高明 品川　直哉 安藤　光広 森　聡一郎
舟橋　整 鈴木　克也 山田　浩之 江﨑　雄也

いなべ総合病院 (32名)
相田　直隆 水野  章 石川　雅一 嶋津　直樹 大野　逸孝
金原　敏弘 埜村　智之 奥地  裕 川村　真奈美 大島　秀一
杉山　雅也 菅原　望 千葉　高司 丹羽  裕史 藤巻　哲夫
臼井　嘉 松永　寛 小出　修司 松永　誠治郎 若生　里奈
岡田　祐二 園田　浩生 山中　一弘 蓑輪　彬久 濱口　貴代
寺澤　俊一 友田　佳介 大久保　徳雄 岩名　沙奈恵 角田　直樹
中井　一之 長澤　範和

大台厚生病院 (6名)
竹林　重人 鈴木　雅博 中井　久太夫 清水　健夫 佐藤　憲史
小寺　秀樹

南島メディカルセンター (2名)
伊藤　正毅 式田　年晴
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鈴鹿厚生病院 (13名)
林  信行 西浦　眞琴 中瀬　真治 中澤　恵太 高山  学
野村　泉 河合　正弘 金原　伸一 山口　哲郎 鈴木　拓真
山村　哲史 宇佐見　彰浩 大井　元泰

滋賀県厚生連 (1名)
安岡　貴志

兵庫県厚生連 (1名)
西尾　晃

島根県厚生連診療所 (1名)
幡  城太郎

岡山県厚生連診療所 (1名)
小塚　彰

尾道総合病院 (86名)
日野　文明 天野   始 森島　信行 瀬浪  正樹 米原  修治
花田　敬士 中原　雅浩 数面　義雄 原  潤一 森山　浩之
高澤　信好 森　浩希 平野　巨道 小野川　靖二 則行　敏生
玉浦　志保 盛谷　和生 目﨑　一成 佐々木　克 田中　恒
尾木　浩 江崎　隆 山木　実 横山　理子 西原　圭祐
岡野　里香 佐々田　達成 森藤　清彦 片村　嘉男 岩瀧　真一郎
天野　尋暢 尾畑　昇悟 高原　大輔 中布　龍一 竹元　雄紀
坂下　知久 池本　珠莉 岡崎　彰仁 中土井  鋼一 大久保　陽策
柳瀬　哲至 向井　百合香 杉田　孝 吉田　敬 宍戸　孝好
南　智之 松本　武史 藤原　信 立石　祐一 内海　孝法
安部　智之 藤國　宣明 武智　瞳 大下　真代 磯部　尚幸
西本　武史 松浦　正己 山下　道教 森田　知世 石井　秀将
片桐　佳明 宮城　秀考 権　理奈 伊藤　翼 宇根　一暢
清水　美奈子 三浦　慎一朗 松本　悠 木下　弘喜 吉光　哲大
大野　綾香 奥田　浩 山根　宏昭 仁科　麻衣 清水　良
岩佐　和俊 信木　晴菜 角西　雄一 金岡　隆平 三好　庸介
黒田　皓二郎 佐倉　舞 森　洋子 森岡　裕彦 福原　基允
別木　智昭

吉田総合病院 (32名)
川本  雅英 岩沖  靖久 住元  一夫 定地  茂雄 大前　忠幸
竹本  正瑞 田村　秀樹 繁田　直史 児玉　真也 田中  学
丹治　英裕 本山  満 中尾　芳雄 山本　りさこ 大森　寛
河野　友彦 香川　真由子 谷本　新学 築家　恵美 石川　哲三
宮田　康史 溝田　志乃里 加藤　智弘 高石　佳幸 沖田　進司
川上　未央 石飛　朋和 山田　貴弘 前田　憲志 明石 裕貴
竹下　理 川下 芳雄
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廣島総合病院 (111名)
徳毛  宏則 小松  弘尚 石田  和史 中光  篤志 小深田　義勝
臺丸  裕 藤井  隆 黒木　一彦 吉田　研一 前田　幸治
二井　宏紀 碓井　裕史 渡  正伸 中尾　正和 藤本　吉範
原田  直 森川　博文 今村　祐司 香山　茂平 櫻谷　正明
辻山　修司 中西　慶喜 近藤  丈博 小林　平 山田  清貴
藤本　佳史 古土井　明 久留島　秀治 中前　里香子 荒川　哲次
野中　裕広 荘川　知己 佐々木　秀 中村　浩之 橋本　貴士
丸山　聡 本多　亮子 岡畠　宏易 熊田　高志 中前　稔生
長谷川　美紗 末岡　千絵 梅田　絢子 河村　夏生 木ノ原　周平
赤澤　良太 青木　真奈美 田﨑　達也 杉山　陽一 川渕　義治
井上　聡 濱本　正樹 鈴木　修身 佐々木　美砂 高本　宗男
片岡　宏子 西原　礼介 廣川　淳一 小澤　優道 馬場　健太
辻　徹郎 大下　孝史 宮本　俊輔 棚橋　弘貴 中山　慎也
相坂　康之 兵庫　秀幸 末廣　洋介 吉野　修司 板垣　友子
亀田　靖子 田妻　昌 吉村　幸祐 山田　直人 落合　淳一郎
平松　武 土川　雄司 長　陽子 津村　薫 古賀　知道
河本　佐誉子 筒井　徹 土田　恭幸 廣延　綾子 大井　尚志
阿美古　将 中畠　千恵子 吉屋　直美 小野　早織 佐々木　幹子
古玉　純子 濱田　亜理沙 大谷　真帆子 森本　啓介 三玉　康幸
古森　佑美 村田　愛 隅岡　昭彦 池内　佳裕 上神　慎之介
新原　健介 數佐　淑恵 仙波　恵樹 小林　紘子 沼田　智史
増本　弘史 村上　俊介 石井　裕明 伊東　淳 石崎　宏美
庭田　千恵子

周東総合病院 (36名)
守田  知明 馬場  良和 橋田  忠昭 弘本　光幸 津山　重夫
瀬山　厚司 小沢　博和 山田　倫生 河村　武郎 鶴田　俊介
古谷　隆和 日高　勝子 松原　正和 藤澤　博亮 林　俊輔
安永　満 小川　浩司 山本　和隆 木村　光浩 清時　秀
元山　将 井上　隆 江口　賢 菅　淳 大石　俊之
中島　唯光 石堂　亜希 守屋　淳詞 吉峯　宗大 民谷　正輝
林　雅規 松木　佑太 池田　裕暁 太田　真実 亀谷　悠介
長尾　一公

長門総合病院 (24名)
永冨  裕二 青木  宜治 須田  博喜 山本　普隆 久我　貴之
宮崎　規行 胡麻田　学 三谷　伸之 香月　憲作 谷  泰宏
山口　裕樹 服部　守志 平儀野　剛 高橋　規文 新井　栄華
村松　慶一 井口　智浩 矢野　由香 白築　祥吾 田村　俊介
藤本　洋輔 上田　晃志郎 中山　祐起 西本　裕喜

小郡第一総合病院 (24名)
土井  一輝 田中  裕子 増満　洋一 成松　昭夫 榎  美穂
服部　泰典 副島　由行 小佐々　博明 関野　貴臣 藤井　裕之
野見山　淳 北瀬　彰 坂本　相哲 米村　浩 吉村  佳子
杉　直樹 齋藤　真理 中林　容子 武藤　正記 赤尾　淳平
小林　由佳 長谷川　博康 橋本　憲輝 髙橋　洋平

阿南共栄病院 (31名)
篠原　正幸 答島  章公 上田  隆 三宮　建治 徳元　善昭
吉田  禎宏 滝下  誠 坂東　一彦 正宗　克浩 高見　博文
赤澤　啓人 和泉　佳彦 東　博之 井内　貴彦 木村　千代美
西野　真紀 高橋　秀夫 吉本　勉 陣内　自治 藤本　美幸
多田　真理枝 鈴江　愛 吉田　直之 佐藤　美紀 國見　幸太郎
田上　誉史 安藝　菜奈子 阿河　誠治 曽我部　公子 藤野　ひかる
森　輝実
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吉野川医療センター (37名)
角谷  昭佳 川田　育二 河野  和弘 和田  哲 橋本　寛文
水田  耕治 三上  浩 瀬部  彰 四宮　寛彦 棚上　彰仁
林  秀樹 長地　尚子 井本　佳孝 大歯　浩一 浅野　登
佐々木　正充 山本　隆 近藤　絵里 三浦　連人 米津　浩
鷹村　和人 佐藤　宏彦 小笠原　梢 岡田　真澄 豊田　剛
宮武　克年 松本　和久 上野　恵輝 佐藤　泰仁 宮本　佳彦
祖川　英至 尾﨑　夏子 杉本　光司 高井　通宏 藤本　知佐
香川　美和子 中野　万有里

阿波病院 (6名)
佐藤   登 斎藤  博史 前田  安弘 松崎　泰之 桒原　守正
梶浦　清司

阿南中央病院 (13名)
澤田　誠三 福田　勝 田中　隆 井上　善雄 東　龍男
片山　和久 小崎　裕司 高橋　裕兒 小柴　邦彦 柴　昌子
名田　晃 辻　泰弘 田上　隆一

徳島県厚生連健康管理センター (2名)
堀江　秀茂 柴田　洋子

屋島総合病院 (37名)
合田　吉德 阿河　直子 富永　洋功 三宅  範明 則兼  博
高杉　能理子 安藤  健夫 斎藤    誠 宮本　忠幸 岡田　尚起
北村　弘樹 岩部　明弘 中瀬　美穂 澤田　誠司 河西　邦浩
弓手　康正 平井　俊一 前田　八州彦 松岡  裕士 植田　宏治
大西　弘倫 浅海　浩二 原田　太平 松下　恭子 真鍋　博規
波間　大輔 吉野　すみ 合田 康宏 合田 正和 岡田　愛子
小野　正大 中山　洋 渡部　浩二 長野　恵子 川本　昌平
長井　昭宏 中林　えみ

滝宮総合病院 (30名)
小比賀  薫 岸  俊行 東條  俊司 西森  緑 川本  雅教
大越  祐一 木田　孝志 松野　慎介 宇野　浩司 大西   誠
戸倉  千佳 松本　芳則 藤川　正直 合田　真由美 柳　絵里子
古田　康夫 瀬尾　裕之 野﨑　邦浩 野村　圭 進藤　徳久
河内　雅章 黒井　隆太 井上　秀幸 中林　良太 武田　光
齋藤　央 亀山　麗子 近藤　明宏 横尾　賢 大賀　拓二

愛媛県厚生連健診センター (2名)
田中  伸司 山泉　雅光

JA高知病院 (10名)
近藤  肇 上田　祐二 今西　健 島田　良昭 黒岩　厚夫
谷木　利勝 松永　智香 木下　一夫 武市　和枝 畠中　　一

熊本県厚生農業協同組合連合会 (2名)
西野　良二 粟津　雄一郎

公立菊池養生園診療所 (1名)
入佐  孝三
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大分県厚生連鶴見病院 (19名)
藤富　豊 鈴木  正義 安森  亮吉 中山　俊之 田中  康一
永井  敬之 財前  博文 加賀　明彦 大賀　正俊 嶋田　直宏
日髙　周次 池脇　淳二 板谷　貴好 柴田　浩平 岸　建志
近藤　能行 川浪　和子 佐々木　美圭 住野　泰弘

大分県厚生連健康管理センター (1名)
佐藤　竜吾

大分県厚生連介護老人保健施設シェモア鶴見 (1名)
大河原  均

大分県厚生連しおはま診療所 (1名)
原田　頼続

下郷診療所 (1名)
若山　勝弘

鹿児島厚生連病院 (8名)
窪薗　修 前之原  茂穂 馬場  芳郎 今村  也寸志 西島  浩雄
中村  勇一 副島　賢忠 徳重　浩一

鹿児島県厚生連健康管理センター (2名)
宮原　広典 吉福　士郎


