
スタッフ紹介 

 

 

平成 29（2017）年度 

  氏   名 施   設  

 班長  尾形 申弐  東京医科大学病院 

 副班長  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 

 会計  高野 小百合  社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 

 会計  井登 佳子  財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター  

 循環器分野長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 

 画像分野長  近藤 昌知  医療法人社団恵仁会 府中恵仁会病院 

 神経分野長  山本 美津代  公益財団法人 朝日生命成人病研究所附属医院 

 呼吸分野長  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 

 幹事  北尾 幸男  日本健康管理協会 新宿健診プラザ 

 幹事  鍵谷 文彦  東京医科大学八王子医療センター 

 幹事  小河 幸子  東京大学医学部附属病院 

 幹事   堀田 直  医療法人社団 博鳳会 敬愛病院 

 幹事  山田 辰一  東京女子医科大学病院 

 幹事  大見 愛美  東京女子医科大学病院 

 幹事  吉見 珠美 東京慈恵医科大学附属病院 

 幹事  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 
 

 
 
 
平成 28（2016）年度 

  氏   名 施   設  

 班長  尾形 申弐  東京医科大学病院 

 副班長  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 

 会計  高野 小百合  社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 

 会計  井登 佳子  財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター  

 循環器分野長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 

 画像分野長  近藤 昌知  医療法人社団恵仁会 府中恵仁会病院 

 神経分野長  山本 美津代  公益財団法人 朝日生命成人病研究所附属医院 

 呼吸分野長  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 

 幹事  北尾 幸男  日本健康管理協会 新宿健診プラザ 

 幹事  藤田 光広  公立阿伎留医療センタ－ 

 幹事  吉田 恵  公益財団法人 朝日生命成人病研究所附属医院 

 幹事  鍵谷 文彦  東京医科大学八王子医療センター 

 幹事  龍 紘一朗  公益財団法人ﾗｲﾌ･ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ研究所付属永寿総合病院  

 幹事  小河 幸子  東京大学医学部附属病院 

 幹事   堀田 直  医療法人社団 博鳳会 敬愛病院 

 幹事  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 
 

 
 



 
 
平成 27（2015）年度 

  氏   名 施   設  

 班長  尾形 申弐  東京医科大学病院 中央検査部 

 副班長  堀内 正志  東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 

 会計  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 中央検査部 

 編集  井登 佳子  東京都保健医療公社 東部地域病院 検査科 

 循環器分野長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 中央検査部 

 画像分野長  近藤 昌知  府中恵仁会病院 

 神経分野長  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 

 呼吸分野長  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 臨床検査部 

 幹事  北尾 幸男  日本健康管理協会 新宿健診プラザ 

 幹事  山本 美津代  朝日生命成人病研究所附属医院 生理検査室 

 幹事  藤田 光広  公立阿伎留医療センタ－ 診療部臨床検査科 

 幹事  高野 小百合  河河北総合病院 臨床検査科 

 幹事  吉田 恵  朝日生命成人病研究所附属医院 生理検査室 

 幹事  鍵谷 文彦  東京医科大学八王子医療センター 中央検査部 

 幹事  福田 知弥  みなみ野ハートクリニック 検査科 
 

 
 
 
平成 26（2014）年度 

  氏   名 施   設  

 班長  尾形 申弐  東京医科大学病院 中央検査部 

 副班長  堀内 正志  東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 

 会計  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 中央検査部 

 編集  井登 佳子  日本健康管理協会 新宿健診プラザ 

 循環器分野長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 中央検査部 

 画像分野長  近藤 昌知  府中恵仁会病院 

 神経分野長  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 

 呼吸分野長  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 臨床検査部 

 幹事  北尾 幸男  日本健康管理協会 新宿健診プラザ 

 幹事  山本 美津代  朝日生命成人病研究所附属医院 生理検査室 

 幹事  藤田 光広  公立阿伎留医療センタ－ 診療部臨床検査科 

 幹事  高野 小百合  河北総合病院 中央検査科 

 幹事  吉田 恵  朝日生命成人病研究所附属医院 生理検査室 

 幹事  鍵谷 文彦  東京医科大学八王子医療センター 中央検査部 

 幹事  福田 知弥  みなみ野ハートクリニック 検査科 
 

 
 
 
 
 



 
 
平成 25（2013）年度  

  氏   名 施   設  

 班長  尾形 申弐  東京医科大学病院 中央検査部 

 副班長  堀内 正志  東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 

 会計  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 中央検査部 

 編集  井登 佳子  板橋中央総合病院 中央検査科 

 循環器分野長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 中央検査部 

 画像分野長  近藤 昌知  府中恵仁会病院 

 神経分野長  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 

 呼吸分野長  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 臨床検査部 

 幹事  北尾 幸男  日本健康管理協会 新宿健診プラザ 

 幹事  山本 美津代  朝日生命成人病研究所附属医院 生理検査室 

 幹事  司茂 幸英  杏林大学保健学部臨床検査技術科 生理機能検査学教室 

 幹事  三枝 義信  東京逓信病院 臨床検査科 

 幹事  藤田 光広  公立阿伎留医療センタ－ 診療部臨床検査科 

 幹事  高野 小百合  河北総合病院 中央検査科 

 幹事  新井 恵  朝日生命成人病研究所附属医院 生理検査室 
 

 

 
 
 
平成 24（2012）年度  

  氏   名 施   設  

 班長  尾形 申弐  東京医科大学病院 中央検査部 

 副班長  堀内 正志  東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 

 会計  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 中央検査部 

 編集  井登 佳子  （自宅会員） 

 循環生理分野長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 中央検査部 

 画像生理分野長  近藤 昌知  府中恵仁会病院 

 神経生理分野長  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 

 呼吸生理分野長  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 臨床検査部 

 幹事  北尾 幸男  日本健康管理協会 新宿健診プラザ 

 幹事  山本 美津代  朝日生命成人病研究所附属医院 生理検査室 

 幹事  菊地 美佳  （自宅会員） 

 幹事  司茂 幸英  杏林大学保健学部臨床検査技術科 生理機能検査学教室 

 幹事  三枝 義信  東京逓信病院 臨床検査科 

 幹事  藤田 光広  公立阿伎留医療センタ－ 診療部臨床検査科 

 幹事  高野 小百合  河北総合病院 中央検査科 
 

 
 
 
 



 
 
平成 23（2011）年度  

  氏   名 施   設  

 班長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 中央検査部 

 副班長  堀内 正志  東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 

 循環器分野長  立田 顕久  東京女子医科大学 中央検査部 

 画像分野長  北尾 幸男  東日本労働衛生センター 新宿健診センター 

 呼吸分野長  田邊 晃子  慶應義塾大学病院 中央臨床検査科 

 神経分野長  山本 美津代  朝日生命成人病研究所付属丸の内病院 検査科 

 会計  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 中央検査部 

 編集  堀内 麻希  都庁前血管外科・循環器内科東京バスキュラークリニック 

 幹事  近藤 昌知  府中恵仁会病院 

 幹事  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 中央検査部 

 幹事  菊地 美佳  聖路加国際病院 臨床検査科 

 幹事  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 

 幹事  司茂 幸英  杏林大学保健学部 臨床検査技術科 

 幹事  三枝 義信  東京逓信病院 臨床検査科 

 幹事  尾形 申弐  東京医科大学病院 中央検査部 
 

 
 
 
平成 22（2010）年度  

  氏   名 施   設  

 班長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 中央検査部 

 副班長  堀内 正志  東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 

 循環器分野長  立田 顕久  東京女子医科大学 中央検査部 

 画像分野長  北尾 幸男  東日本労働衛生センター 新宿健診センター 

 呼吸分野長  田邊 晃子  慶應義塾大学病院 中央臨床検査科 

 神経分野長  山本 美津代  朝日生命成人病研究所付属丸の内病院 検査科 

 会計  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 中央検査部 

 編集  堀内 麻希  都庁前血管外科・循環器内科東京バスキュラークリニック 

 幹事  近藤 昌知  府中恵仁会病院 

 幹事  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 中央検査部 

 幹事  菊地 美佳  聖路加国際病院 臨床検査科 

 幹事  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 

 幹事  司茂 幸英  杏林大学保健学部 臨床検査技術科 

 幹事  三枝 義信  東京逓信病院 臨床検査科 

 幹事  尾形 申弐  東京医科大学病院 中央検査部 
 

 
 
 
 
 



 
 
平成 21（2009）年度  

  氏   名 施   設  

 班長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 中央検査部 

 副班長  近藤 昌知  慈生会病院 臨床検査科 

 循環器分野長  尾形 申弐  東京医科大学病院 中央検査部 

 画像分野長  北尾 幸男  社会保険新宿健診センター 

 呼吸分野長  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 中央検査部 

 神経分野長  山本 美津代  朝日生命成人病研究所付属丸の内病院 検査科 

 会計  菊地 美佳  聖路加国際病院 臨床検査科 

 編集  堀内 麻希  都庁前血管外科・循環器内科東京バスキュラークリニック 

 幹事  堀内 正志  東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 

 幹事  田邊 晃子  慶應義塾大学病院 中央臨床検査科 

 幹事  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 中央検査部 

 幹事  司茂 幸英  杏林大学保健学部 臨床検査技術科 

 幹事  三枝 義信  東京逓信病院 臨床検査科 

 幹事  立田 顕久  東京女子医科大学 中央検査部 

 幹事  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 
 

 
 
 
平成 20（2008）年度  

  氏   名 施   設  

 班長  富原 健  帝京大学医学部附属病院 中央検査部 

 副班長  近藤 昌知  慈生会病院 臨床検査科 

 循環器分野長  尾形 申弐  東京医科大学病院 中央検査部 

 画像分野長  北尾 幸男  社会保険新宿健診センター 

 呼吸分野長  森田 恵子  杏林大学医学部付属病院 中央検査部 

 神経分野長  山本 美津代  朝日生命成人病研究所付属丸の内病院 検査科 

 会計  菊地 美佳  聖路加国際病院 臨床検査科 

 編集  堀内 麻希  都庁前血管外科・循環器内科東京バスキュラークリニック 

 幹事  堀内 正志  東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 

 幹事  田邊 晃子  慶應義塾大学病院 中央臨床検査科 

 幹事  小野瀬 志美  東京慈恵医科大学附属第三病院 中央検査部 

 幹事  司茂 幸英  杏林大学保健学部 臨床検査技術科 

 幹事  三枝 義信  東京逓信病院 臨床検査科 

 幹事  立田 顕久  東京女子医科大学 中央検査部 

 幹事  杉山 邦男  東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 
 

 
 
 


