
指定機関別指定医一覧
（２０２３年４月１日現在）

003 正木　芳孝 医療法人社団芳春会　大通公園循環器クリニック

015 赤津　智也 社会医療法人北斗　北斗病院

016 鴫原　良仁 社会医療法人北斗　北斗病院

020 井上　信幸 社会医療法人北斗　北斗病院

021 大友　勇樹 社会医療法人北斗　北斗病院

017 奈良　理 手稲渓仁会病院

018 岡本　博之 手稲渓仁会病院

019 青山　剛 手稲渓仁会病院

022 川西　譲児 医療法人社団銀杏会　さっぽろ銀杏会記念病院

023 澤本　尚哉 医療法人社団銀杏会　さっぽろ銀杏会記念病院

109 田口　壮一 医療法人颯桜会　たぐち脳神経外科クリニック

100 渡邊　睦生 医療法人　渡辺内科胃腸科医院

105 浅沼　達二 医療法人　 太長会  浅沼整形外科

106 野田　邦雄 野田眼科クリニック

108 白石　振一郎 会津中央病院

110 大村　真理子 会津中央病院

111 芳賀　靖 竹田綜合病院

200 湯澤　賢治 志村病院

368 中田　俊之 友愛記念病院

238 塙　　光一 塙医院

203 松田　延身 医療法人社団法樹会　松田眼科クリニック

240 内田　信之 医療法人愛信会　内田クリニック

246 宮入　　誠 宮入内科

248 今井　道代 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

303 川島　悦子 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

304 武居　尚代 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

324 田辺　紀子 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

328 小笠原　知子 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

330 永島　和幸 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

333 根岸　貴志 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

334 篠原　大佑 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

335 三澤　建 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

336 太田　優 一般財団法人健康医学協会附属　霞が関ビル診療所

287 立山　雅己 医療法人社団東翔会　永田町つばさクリニック

343 木島　穣二 医療法人社団東翔会　永田町つばさクリニック

385 野原　春菜 医療法人社団東翔会　永田町つばさクリニック

指定医番号 氏　　　　　名 所属する航空身体検査指定機関の名称
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257 中溝　裕雅 中溝クリニック

259 三井　石根 医療法人社団和邇会　三井メディカルクリニック

229 菰池　信彦 医療法人社団勝優会　たまちホームクリニック

230 別所　英治 医療法人社団勝優会　たまちホームクリニック

265 津久井　一平 一般財団法人　航空医学研究センター診療所

344 五味　秀穂 一般財団法人　航空医学研究センター診療所

345 髙添　一典 一般財団法人　航空医学研究センター診療所

351 勝俣　陽貴 一般財団法人　航空医学研究センター診療所

225 菊地　淳雄 医療法人社団翔医会　東京国際空港診療所

329 本田　貴宏 医療法人社団翔医会　東京国際空港診療所

325 嶋田　和人 医療法人社団翔医会　東京国際空港診療所

226 小林　俊夫 小林クリニック

370 山田　千積 東海大学医学部付属東京病院

379 岸本　憲明 東海大学医学部付属東京病院

228 川口　正人 医療法人財団圭友会　小原病院

231 賀来　雅弘 医療法人財団圭友会　小原病院

232 大石　毅 医療法人財団圭友会　小原病院

227 北川　亮 富士見クリニック

268 安藤　秀樹 吉本医院

378 福田　吉治 帝京大学医学部附属病院

210 阿部 　 聡 医療法人社団慈航会　阿部メディカルクリニック

291 森島　宏子 医療法人社団慈航会　阿部メディカルクリニック

292 松本　暁子 医療法人社団慈航会　阿部メディカルクリニック

293 齋藤　浩幸 医療法人社団慈航会　阿部メディカルクリニック

294 林　弘子 医療法人社団慈航会　阿部メディカルクリニック

296   三浦　靖彦　 医療法人社団慈航会　阿部メディカルクリニック

299 山川　博毅 医療法人社団慈航会　阿部メディカルクリニック

218 中村　幸伸 葛飾つばさ医院

219 山根　貴夫 葛飾つばさ医院

220 金森　圭司 葛飾つばさ医院

224 五十嵐　秀之 葛飾つばさ医院

311 木村　至 東海大学医学部付属八王子病院

316 山本　光 東海大学医学部付属八王子病院

365 護山　健悟 東海大学医学部付属八王子病院

237 濵野　巨秀 東海大学医学部付属八王子病院

380 赤間　史明 東海大学医学部付属八王子病院

269 塩安　佳樹 医療法人社団　はごろも内科・小児科
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327 土田　　隆 よこはま土田メディカルクリニック

367 石川　義弘 総合新川橋病院

300 小田桐　恭子 東海大学　医学部　付属病院

315 本多 ゆみえ 東海大学　医学部　付属病院

352 豊田　雅夫 東海大学　医学部　付属病院

362 河野　太郎 東海大学　医学部　付属病院

364 山本　賢司 東海大学　医学部　付属病院

375 大上　研二 東海大学　医学部　付属病院

376 中川　喜博 東海大学　医学部　付属病院

381 中川　洋佑 東海大学　医学部　付属病院

372 安部　貴人 東海大学　医学部　付属病院

383 西川　圭太 東海大学　医学部　付属病院

384 飯島　宏章 東海大学　医学部　付属病院

509 北川　清樹 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター

312 河村　　勲 医療法人社団　河村医院

313 松原　六郎 公益財団法人　松原病院

314 丹尾　　裕 医療法人桂会　丹尾医院

274 関　　　健 社会医療法人　城西医療財団城西病院

275 渡邉　秀彦 諏訪赤十字病院

277 笠原　　寛 諏訪赤十字病院

386 佐野　英孝 白根緑ヶ丘病院

514 梅田　正五 梅田クリニック

500 大城 　  一 遠江病院

501 大城　友有子 遠江病院

508 小鳥　達也 社会医療法人財団新和会　八千代病院

510 二宮　　敬 社会医療法人財団新和会　八千代病院

512 富田　　亮 常滑市民病院

515 柴田　豊治 常滑市民病院

516 竹中　徳哉 柊ヒルズ内科クリニック

503 後藤  直史 後藤クリニック

506 多田　将士 医療法人済衆館　済衆館病院

523 武藤　亜紀子 独立行政法人　国立病院機構　東名古屋病院

524 伊藤　陽子 独立行政法人　国立病院機構　東名古屋病院

517 山口　透 飛鳥メディカルクリニック

521 佐武　晃幸 市立長浜病院

700 畠中　陸郎 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

701 安田　冬彦 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院
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710 垣内　仁 日本橋耳鼻咽喉科医院

704 藤原  史郎 医療法人互恵会　池田回生病院

709 増田　大作 りんくう総合医療センター

728 田畑　智丈 医療法人東和会　第一東和会病院

712 栗山  敦子 医療法人寛仁会吉田アーデント病院

719 吉田　　寛 医療法人寛仁会吉田アーデント病院

713 清水  秀祐 清水医院

714 鳥田  健治 鳥田診療所

706 小川　説郎 医療法人社団　小川医院

707 丸茂　幹雄 医療法人社団　小川医院

715 西大條  公一 医療法人久仁会　明石同仁病院

716 立山  雅己 医療法人社団東翔会　立山内科医院

724 瀬谷　　隆 せや眼科

809 石田　亮介 島根県立中央病院

810 佐藤　弘樹 島根県立中央病院

811 金井　克樹 島根県立中央病院

727 森　仁 川崎医科大学総合医療センター

803 大越　祐一 香川県厚生農業協同組合連合会　滝宮総合病院

807 内海　昌浩 医療法人社団昌樹会　ウツミ整形外科医院

952 兵頭　   真 小倉記念病院

957 奥野　香苗 小倉記念病院

900 大渕　美帆子 小倉記念病院

901 中山　慶明 中山医院

912 西田　　博 西田病院

913 西田　良介 西田病院

926 江口　有一郎 江口病院

927 岩切　龍一 江口病院

928 宮原　千賀 江口病院

917 東　　謙二 医療法人東陽会　東病院

918 眞方　紳一郎 医療法人東陽会　東病院

919 宮田　敬士 医療法人東陽会　東病院

931 佐藤　信之 さとう胃腸内科クリニック

908 渡邉　  慶 医療法人社団原武会　北部眼科・小児眼科

920 岡　　暢之 別府中央病院

942 麻生　  宰 別府中央病院

932 鈴木　良彦 すずき内科クリニック

937 厚地　伸彦 天陽会中央クリニック
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945 小松原　幸子 医療法人玉昌会　加治木温泉病院

946 有馬　卓志 医療法人玉昌会　加治木温泉病院

947 田島　紘己 医療法人玉昌会　加治木温泉病院

956 長島　直樹 医療法人寿仁会　沖縄セントラル病院

925 大仲　良一 医療法人寿仁会　沖縄セントラル病院

（航空法施行規則第６１条の５に基づく公示）
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