
地  区 受講修了者 地  区 受講修了者 地  区 受講修了者

北海道 田中　早苗 山形県 澁谷　昌 福島県 木村　篤

群馬県 山下　知恵子 千葉県 土屋　俊夫 埼玉県 新井　豊

埼玉県 北田　徳克 埼玉県 齋藤　秀子 東京都 愛知　徹也

東京都 梅本　祐司 東京都 奥薗　卓也 東京都 草栁　英二

東京都 小嶋　憲 東京都 酒井　克典 東京都 佐藤　一人

東京都 澤　悦夫 東京都 澤田　章司 東京都 島田　百子

東京都 清水　俊貴 東京都 髙梨　登 東京都 髙橋　裕幸

東京都 田中　久仁 東京都 中山　庸成 東京都 西田　香

東京都 沼口　隆二 東京都 橋本　健一 東京都 蓮池　敏明

東京都 古市　靖夫 東京都 山田　正一 東京都 山根　秀樹

東京都 山林　豊 神奈川県 西　耕一 神奈川県 林　裕司

静岡県 横井　雅 名古屋市 伊藤　裕一郎 名古屋市 鈴木　一

三重県 福森　哲也 福井県 城戸　雅和 和歌山県 井内　洋

和歌山県 土田　雅久 奈良県 池田　卓也 奈良県 花岡　靖浩

大阪府 上田　直克 大阪府 奥　俊彦 大阪市 上田　裕彦

兵庫県 鈴田　明彦 神戸市 土井　久也 香川県 木田　一秀

愛媛県 越智　龍彦 福岡市 加藤　陽子 佐賀県 中尾　弘志

佐賀県 舛元　康浩 長崎県 飯盛　光朗 長崎県 岩沼　健児

長崎県 俣野　正仁 長崎県 森田　聡 大分県 首藤　謙一

大分県 藤川　典子 宮崎県 岩﨑　浩行

平成26年5月18日　専門研修「保健教育」（東京都）　受講修了者名簿



地  区 受講修了者 地  区 受講修了者 地  区 受講修了者

北海道 大澤　正幸 東京都 沼口　隆二 島根県 園田　真之

北海道 田中　早苗 東京都 蓮池　敏明 愛媛県 越智　龍彦

北海道 田中　義博 東京都 氷見　育夫 佐賀県 中尾　弘志

青森県 坪田　亘基 東京都 弘中　玲子 佐賀県 舛元　康浩

岩手県 松生　達 東京都 松原　真 長崎県 岩沼　健児

宮城県 長田　純一 東京都 山根　秀樹 長崎県 森田　聡

宮城県 加藤　誠 東京都 渡邉　実 宮崎県 常盤　健一郎

福島県 加藤　悟郎 静岡県 森　俊大 宮崎県 堀　健介

茨城県 内山　聡 静岡県 山村　孝夫 医育機関 瀨川　洋

茨城県 宮本　一民 名古屋市 鈴木　一

群馬県 山下　知恵子 福井県 城戸　雅和

埼玉県 北田　徳克 和歌山県 井内　洋

東京都 伊奈　幹晃 和歌山県 間所　邦人

東京都 梅本　祐司 奈良県 池田　卓也

東京都 大橋　勝廣 大阪市 川上　力

東京都 神林　秀昭 兵庫県 福本　充治

東京都 酒井　克典 鳥取県 木村　清

東京都 澤　悦夫 広島県 上田　裕次

東京都 清水　俊貴 広島県 細原　賢一

東京都 髙橋　裕幸 島根県 小川　哲治

平成26年10月24日　専門研修「保健管理」（島根県）　受講修了者名簿



地  区 受講修了者 地  区 受講修了者 地  区 受講修了者

北海道 田中　義博 東京都 氷見　育夫 和歌山県 間所　邦人

青森県 佐々木　光平 東京都 山根　秀樹 奈良県 池田　卓也

青森県 坪田　亘基 神奈川県 加藤　茂之 大阪市 柳田　和彦

岩手県 熊谷　博伸 静岡県 森　俊大 兵庫県 福本　充治

福島県 木村　篤 静岡県 山村　孝夫 神戸市 土井　久也

群馬県 山下　知恵子 静岡県 横井　雅 広島県 上田　裕次

千葉県 土屋　俊夫 静岡県 渡部　眞奈美 広島県 細原　賢一

千葉県 馬場　俊郎 愛知県 小谷　久也 山口県 和田　幸子

千葉県 吉野　敏明 愛知県 近藤　俊明 山口県 和田　孝宣

埼玉県 北田　徳克 愛知県 高柳　幸司 山口県 和田　忠子

東京都 愛知　徹也 愛知県 西村　秀祐 香川県 木田　一秀

東京都 梅本　祐司 愛知県 久田　徳彦 愛媛県 越智　龍彦

東京都 大橋　勝廣 愛知県 森　清人 佐賀県 中尾　弘志

東京都 神林　秀昭 愛知県 吉岡　弘二 佐賀県 舛元　康浩

東京都 酒井　克典 名古屋市 鈴木　一 長崎県 岩沼　健児

東京都 佐藤　節子 名古屋市 平岡　道郎 長崎県 俣野　正仁

東京都 西川　美月 岐阜県 旭　律雄 長崎県 森田　聡

東京都 西田　香 岐阜県 石黒　幸司 大分県 藤川　典子

東京都 西原　繁太 三重県 伊東　学 宮崎県 岩﨑　浩行

東京都 蓮池　敏明 富山県 佐藤　英樹 宮崎県 山口　雅史

平成27年2月22日　専門研修「組織活動」（愛知県）　受講修了者名簿


