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１．呼吸器系検診専門委員会

小　川　純　一 社会福祉法人恩賜財団済生会北上済生会病院副院長・感染対策室長・呼吸器科長

勝　又　宇一郎 岩手県立胆沢病院長

小　西　一　樹 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院理事長

佐々木　康　夫 岩手県立中央病院放射線診断科

武　内　健　一 公益財団法人岩手県予防医学協会専務理事・呼吸器内科部長

似　内　郊　雄 医療法人中庸会花巻市石鳥谷医療センター院長

前門戸　　　任 岩手医科大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー・膠原病内科分野教授

毛　利　　　孝 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院内科長

守　　　義　明 岩手県立中央病院診療部次長

山　内　広　平 医療法人社団松誠会滝沢中央病院名誉院長

委員会顧問

須　藤　守　夫 医療法人杉の子会マリオス小林内科クリニック顧問

高　杉　良　吉 岩手県立胆沢病院名誉院長

①胸部読影専門部会

青　山　洋　二 医療法人ゆいの杜ゆい内科呼吸器科クリニック院長

石　川　一　郎 岩手県立中央病院放射線診断科

石　川　　　浩 いしかわ内科クリニック院長

伊　藤　晴　方 医療法人社団恵仁会三愛病院呼吸器科

宇　部　健　治 岩手県立中央病院呼吸器内科長・副呼吸器センター長

及　川　茂　夫 岩手県立中央病院放射線診断科長

大　浦　裕　之 岩手県立中央病院呼吸器外科長・呼吸器センター長

大　浦　雅　之 大浦内科・歯科クリニック院長

大　島　俊　克 公益財団法人総合花巻病院理事長

久保田　公　宜 医療法人千藤了会久保田医院理事長

小　西　一　樹 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院理事長

小　林　　　研 岩手県立一戸病院総合診療科長

小　林　　　仁 医療法人杉の子会須藤内科クリニック副院長

佐々木　　　直 盛岡市立病院内科

佐々木　達　哉 医療法人友愛会盛岡友愛病院循環器科

佐々木　康　夫 岩手県立中央病院放射線診断科

須　藤　守　夫 医療法人杉の子会須藤内科クリニック院長

高　杉　良　吉 岩手県立胆沢病院名誉院長

田　澤　　　稔 （元）公益財団法人岩手県予防医学協会呼吸器部長

公益財団法人岩手県予防医学協会　学術委員会委員名簿



千　葉　裕　子 岩手県立中央病院放射線診断科

中　村　正　人 岩手県立胆沢病院副院長兼診療情報管理室長兼放射線科長

半　田　政　志 岩手県立胆沢病院参与

坂　東　武　志 坂東内科クリニック院長

藤　井　祐　次 医療法人友愛会盛岡友愛病院呼吸器外科・内科

松　岡　昭　治 （元）岩手県立中央病院副院長

水　城　まさみ 独立行政法人国立病院機構盛岡病院呼吸器科専任部長

水　野　恵　子 岩手県立中央病院放射線診断科

守　　　義　明 岩手県立中央病院診療部次長

吉　田　順　子 国民健康保険山形診療所副所長



２．消化器系検診専門委員会

池　田　富　好 医療法人誠心会真山池田医院長

池　端　　　敦 岩手県立中央病院業務企画部長・消化器センター長・消化器内科長

石　川　洋　子 医療法人共生会松園第二病院長・消化器科長

佐　藤　　　治 ※胃部読影専門部会
　（医療法人さとう胃腸科内科院長）

小豆嶋　正　和 医療法人慶友会小豆嶋胃腸科内科クリニック院長

松　本　主　之 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科消化管分野教授

委員会顧問

狩　野　　　敦 公益財団法人岩手県対がん協会附属いわて健康管理センター長

工　藤　俊　雄 医療法人遠山病院

鈴　木　恒　男 大通胃腸科内科院長

②胃部読影専門部会

池　田　富　好 医療法人誠心会真山池田医院長

江　村　洋　弘 江村胃腸科内科医院長

大　屋　敬一郎 大屋内科胃腸科クリニック院長

岡　田　健　男 岡田消化器科内科医院院長

小　野　　　満 岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター長

小野寺　清　哉 胃腸クリニック院長

萱　場　尚　一 岩手県立胆沢病院消化器科長

工　藤　俊　雄 医療法人遠山病院

黒　澤　照　男 公益財団法人岩手県予防医学協会消化器内科統括部長

小　坂　陽　一 医療法人七星会小坂内科消化器科クリニック院長

佐　藤　　　治 医療法人さとう胃腸科内科院長　

佐　藤　邦　夫 医療法人七藤会もりおか胃腸科内科クリニック院長

佐　藤　正　伸 医療法人幸仁会佐藤胃腸科内科医院長

鈴　木　恒　男 大通胃腸科内科院長

鈴　木　　　昇 緑ヶ丘消化器科内科医院長

寺　崎　公　二 医療法人社団寺崎内科胃腸科医院長

栃　内　秀　貴 栃内内科医院長

長　澤　　　茂 医療法人三秋会一関中央クリニック院長

中　村　義　明 中村内科医院長

本　田　健　一 本田胃腸科内科外科院長

村　松　　　親 むらまつクリニック院長

山　岡　　　豊 医療法人社団山岡胃腸科内科医院長

吉　田　俊　巳 医療法人緑明会吉田消化器科内科院長



３．生活習慣病健診等専門委員会

石　垣　　　泰 岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝内科分野教授

川　村　　　実 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院副院長

小　松　　　隆 ※循環器検査専門部会長
（岩手医科大学医学部内科学講座心血管・腎・内分泌内科分野准教授）

關　　　博　文 ※脳検査専門部会長
　（特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院長）

滝　川　康　裕 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科肝臓分野教授

谷　藤　泰　寛	 ※	眼底検査専門部会長
　（医療法人泰明会谷藤眼科医院長）

③循環器検査専門部会

市　川　　　隆 医療法人社団帰厚堂单昌病院循環器内科部長

臼　井　康　雄 医療法人禄三堂臼井循環器呼吸器内科院長

小　松　　　隆 岩手医科大学医学部内科学講座心血管・腎・内分泌内科分野准教授

田　巻　健　治 公益財団法人岩手県予防医学協会循環器科部長

千　葉　直　樹 ちばクリニック院長

那　須　雅　孝 医療法人社団恵仁会三愛病院副院長

野　崎　英　二 岩手県立中央病院統括副院長

八　木　卓　也 岩手県立胆沢病院循環器内科長

④眼底検査専門部会

朝　倉　章　子 医療法人社団新津あさくら眼科クリニック院長

今　泉　利　雄 医療法人正和会みたけ眼科院長

岩　見　千　丈 岩手県立中部病院第１眼科長

小田島　祥　司 小田島眼科医院長

白　井　淳　一 医療法人社団白井眼科クリニック院長

谷　藤　泰　寛 医療法人泰明会谷藤眼科医院長

玉　田　康　房 玉田眼科医院長

森　　　敏　郎 森眼科クリニック院長

渡　邉　敏　明 わたなべ眼科医院長

⑤脳検査専門部会

及　川　博　文 岩手医科大学医学部放射線医学講座特任講師

大　澤　宏　之 大澤脳神経・内科・歯科クリニック院長

菊　池　貴　彦 岩手県立中央病院地域医療支援部次長・地域医療福祉連携室長・神経内科長・脳
神経センター長・リハビリテーション科長

菅　原　孝　行 岩手県立中央病院診療支援部長・脳神経外科長

鈴　木　智　大 岩手医科大学医学部放射線医学講座助教

關　　　博　文 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院長

髙　橋　弘　明 岩手県立中央病院医療研修部長

米　澤　久　司 岩手医科大学医学部内科学講座神経内科・老年科分野准教授



４．女性健診専門委員会

※編成中

⑥乳がん検診専門部会

石　田　茂登男	 乳腺外科	いしだ外科胃腸科クリニック院長

宇佐美　　　伸 	岩手県立中央病院乳腺・内分泌外科

大　貫　幸　二	 	岩手県立中央病院乳腺・内分泌外科長

小　松　英　明 岩手医科大学医学部外科学講座助教

齊　藤　純　一	 	ブレスト齊藤外科クリニック院長

須　原　　　誠 岩手県立中央病院総合診療科

多　田　隆　士 社団医療法人啓愛会孝仁病院乳腺外科

谷　村　清　明 	たにむらクリニック院長

⑦婦人科検診専門部会

※編成中



５．小児および学校保健専門委員会

荒木田　光　孝 岩手県教育委員会事務局保健体育課総括課長

小　山　耕太郎 ※学校心臓検診専門部会委員
　（岩手医科大学医学部小児科学講座教授）

金　濱　誠　己 一般社団法人岩手県医師会常任理事

菊　地　玲　子 岩手県学校保健会養護教諭部会長

千　田　勝　一 公益財団法人岩手県予防医学協会小児科・内科部長

那　須　雅　孝 ※学校心臓検診専門部会委員
　（医療法人社団恵仁会三愛病院副院長）

前　多　治　雄 ※小児生活習慣病健診等専門部会委員
　（前多小児科クリニック院長）

三　上　　　仁 ※小児生活習慣病検診等専門部会委員、※先天性代謝異常検査等専門部会委員
　（岩手県立中央病院診療部小児科長）

山　崎　　　健 ※脊柱側弯検診専門部会委員
　（医療法人巖心会栃内第二病院いわて脊椎・側弯センター長）

⑧学校心臓検診専門部会

小　山　耕太郎 岩手医科大学医学部小児科学講座主任教授

小　泉　淳　一 岩手医科大学医学部心臓血管外科学講座特任講師

齋　藤　明　宏 さいとう小児科クリニック院長

高　橋　　　信 岩手医科大学医学部小児科学講座講師

田　代　　　敦 岩手医科大学医学部臨床検査医学講座准教授

那　須　雅　孝 医療法人社団恵仁会三愛病院副院長

藤　井　　　裕 一般財団法人みちのく愛隣協会東八幡平病院副院長

森　野　禎　浩 岩手医科大学医学部内科学講座循環器内科分野教授

⑨脊柱側弯検診専門部会

遠　藤　寛　興 岩手医科大学医学部整形外科学講座特任講師

加　藤　貞　文 かとう整形外科クリニック院長

双　木　　　慎 医療法人なみき双木整形外科医院

村　上　秀　樹 岩手医科大学医学部整形外科学講座准教授

山　崎　　　健 医療法人巖心会栃内第二病院いわて脊椎・側弯センター長

吉　田　知　史 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院整形外科科長

部会顧問

土井田　　　稔 岩手医科大学医学部整形外科学講座教授

⑩小児生活習慣病健診等専門部会

石　垣　　　泰 岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝内科分野教授

石　川　　　健 岩手医科大学医学部小児科学講座講師

遠　藤　幹　也 岩手医科大学医学部小児科学講座准教授

高　橋　明　雄 社会福祉法人岩手愛児会もりおかこども病院

前　多　治　雄 前多小児科クリニック院長

三　上　　　仁 岩手県立中央病院診療部小児科長

⑪先天性代謝異常検査等専門部会



金　濱　誠　己 一般社団法人岩手県医師会常任理事

後　藤　賢　弘 岩手県保健福祉部子ども子育て支援課総括課長

菅　原　　　智 岩手県保健所長会長

高　橋　明　雄 社会福祉法人岩手愛児会もりおかこども病院

高　橋　　　勉 秋田大学大学院医学系研究科機能展開医学系小児科学講座教授

野　口　篤　子 秋田大学大学院医学系研究科機能展開医学系小児科学講座外来医長

三　上　　　仁 岩手県立中央病院救急医療部次長

吉　田　耕太郎 一般社団法人岩手県医師会常任理事

和　田　泰　格 貴殿を、公益財団法人岩手県予防医学協会の学術委員会小児および学校保健専門
委員会先天性代謝異常検査等専門部会委員に委嘱する。

部会顧問

髙砂子　祐　平 社会福祉法人岩手愛児会もりおかこども病院名誉院長



６．ウイルス肝炎対策委員会

阿　部　弘　一 あべ菜園内科クリニック院長

石　川　和　克 公益財団法人岩手県対がん協会附属いわて健康管理センター副センター長

久保田　公　宜 一般社団法人岩手県医師会常任理事

佐々木　美　香 社会福祉法人岩手愛児会もりおかこども病院副院長

杉　江　琢　美 岩手県保健所長会

滝　川　康　裕 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科肝臓分野教授

中　居　賢　司 岩手県赤十字血液センター所長

野　原　　　勝 岩手県保健福祉部医療政策室長

宮　坂　昭　生 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科肝臓分野特任准教授

７．メンタルヘルス対策委員会

青　木　慎一郎 公立大学法人岩手県立大学特任教授

小野田　敏　行 国立大学法人岩手大学保健管理センター長

小　泉　範　高 岩手県精神保健福祉センター所長

三　條　克　巳 岩手医科大学医学部神経精神科学講座助教

藤　井　由　里 岩手産業保健総合支援センター相談員


