
医用質量分析認定士 
第 1 回認定者一覧 

 
 
 

鈴木 修 00001 
 

佐藤 守 00030 
 

井上 剛 00059 

丹羽 利充 00002 
 

本間 桂子 00031 
 

土田 祥央 00060 

中西 豊文 00003 
 

上田 安希子 00032 
 

馬庭 恭平 00061 

五十嵐 一雄 00004 
 

上田 修 00033 
 

米谷 正太 00062 

妹尾 洋 00005 
 

浦 邦子 00034 
 

江原 佳史 00063 

伊藤 哲哉 00006 
 

磯貝 直子 00035 
 

中川 央充 00064 

張 春花 00007 
 

中野 優 00036 
 

瀬川 俊介 00065 

宮川 秀則 00008 
 

町田 哲男 00037 
 

野津 吉友 00066 

石井 晃 00009 
 

白石 洋輔 00038 
 

佐藤 照徳 00067 

田代 恭子 00010 
 

新川 晶子 00039 
 

佐海 知子 00068 

稲場 美佐 00011 
 

草場 耕二 00040 
 

中村 彰宏 00069 

岩井 雅枝 00012 
 

於保 恵 00041 
 

大西 武彦 00070 

稲岡 一考 00013 
 

植村 彰 00042 
 

宮部 安規子 00071 

平林 由紀子 00014 
 

曽木 広信 00043 
 

小林 崇平 00072 

瀬藤 光利 00015 
 

辻田 愛 00044 
 

宮田 浩 00073 

堺 俊博 00016 
 

栗田 泉 00045 
 

若林 真衣 00074 

越智 拓 00017 
 

吉岡 進 00046 
 

岡本 孝史 00075 

野村 文夫 00018 
 

篠田 香織 00047 
 

中村 明子 00076 

小林 哲幸 00019 
 

記野 史子 00048 
 

高橋 利枝 00077 

有田 誠 00020 
 

馮 冬芸 00049 
 

若松 篤 00078 

笹本 英彦 00021 
 

森 照代 00050 
 

戸松 絵梨 00079 

小川 匡之 00022 
 

東山 智宣 00051 
 

安井 孝輔 00080 

中島 葉子 00023 
 

藤吉 章雄 00052 
 

上瀧 智巳 00081 

曽川 一幸 00024 
 

石川 えり 00053 
 

南部 裕里 00082 

田崎 雅義 00025 
 

鈴木 佳代 00054 
 

鈴谷 由吏 00083 

斎藤 達也 00026 
 

福富 由美子 00055 
 

木下 幸恵 00084 

宮本 和奈 00027 
 

石毛 崇之 00056 
 

石井 宏美 00085 

西村 基 00028 
 

浅井 幸江 00057 
 

杉田 香代子 00086 

山下 琢矢 00029 
 

国分 容子 00058 
 

徳安 智子 00087 

 
   認定期間：2014 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日 
   但し、日本医用マススペクトル学会会費を完納すること 



医用質量分析認定士 

第 2回認定者一覧 

 

重松 陽介 00088 
 

須藤 千秋 00121 
 

西島 史恵 00153 

山口 清次 00089 
 

藤井 咲枝 00122 
 

別府 美奈子 00154 

鈴木 真一 00090 
 

箕畑 俊和 00123 
 

城下 友義 00155 

岡 尚男 00091 
 

岡部 忠志 00124 
 

福井 亜矢美 00156 

浅井 清文 00092 
 

江端 晃子 00125 
 

藤永 あずみ 00157 

小幡 徹 00093 
 

塩谷 厚代 00126 
 

大西 雅人 00158 

佐藤 啓造 00094 
 

永田 悠起 00127 
 

小森 由美子 00159 

熊澤 武志 00095 
 

渋谷 俊介 00128 
 

奥薗 剛 00160 

前橋 恭子 00096 
 

中山 憲司 00129 
 

佐野 友一 00161 

土橋 均 00097 
 

白田 忠雄 00130 
 

山根 真一 00162 

藤脇 建久 00098 
 

町田 聡 00131 
 

高間 雅志 00163 

有信 哲哉 00099 
 

小野 貴子 00132 
 

川崎 純一 00164 

丸山 敏彦 00100 
 

小島 麻実 00133 
 

岩沢 勇也 00165 

前田 康博 00101 
 

大隈 雅紀 00134 
 

荒木 妙子 00166 

三田村 邦子 00102 
 

海老澤 有介 00135 
 

成定 昌昭 00167 

長谷川 智華 00103 
 

大石 和伸 00136 
 

鈴木 勤 00168 

鈴木 亨 00104 
 

中島 英規 00137 
 

谷廣 玲子 00169 

岡野 雅人 00105 
 

鳥海 洋 00138 
 

神田 裕介 00170 

惠 淑萍 00106 
 

三浦 慎和 00139 
 

麻生 さくら 00171 

竹中 重雄 00107 
 

佐伯 康匠 00140 
 

村田 正太 00172 

早坂 孝宏 00108 
 

栁田 光利 00141 
 

松下 大介 00173 

堤内 要 00109 
 

高橋 祐司 00142 
 

荒井 勇輝 00174 

愛原 亮彦 00110 
 

石田 和也 00143 
 

松浦 裕 00175 

中山 亜紀 00111 
 

深澤 邦俊 00144 
 

清宮 正徳 00176 

閔 俊哲 00112 
 

杉本 浩子 00145 
 

石田 亜矢子 00177 

安部 寛子 00113 
 

池ヶ谷佳寿子 00146 
 

風見 隆浩 00178 

上田 一仁 00114 
 

土屋 憲 00147 
 

宮林 佑衣 00179 

水野 顕智 00115 
 

酒井 博康 00148 
 

吉田 俊彦 00180 

大野 智子 00116 
 

竹本 賢一 00149 
 

柿沼 翔子 00181 

松下 一之 00117 
 

青山 智志 00150 
 

村山 由美子 00182 

清祐 麻紀子 00118 
 

黒山 祥文 00151 
 

佛円 尚美 00183 

原 祐樹 00119 
 

三上 昌章 00152 
 

齊藤 知子 00184 

草野 麻衣子 00120 
      

 

   認定期間：2015年 4月 1日～2020年 3月 31日 

   但し、日本医用マススペクトル学会会費を完納すること 



医用質量分析認定士 

第 3回認定者一覧 

 

 

 

李 暁鵬 00185 
 

窪田 雅之 00210 

長谷川 有紀 00186 
 

大田 正規 00211 

小林 弘典 00187 
 

熊田 アンリオバディア 00212 

石井 和夫 00188 
 

烏蘭 参丹 00213 

細田 香織 00189 
 

山下 浩輝 00214 

矢尾 育子 00190 
 

明庭 昇平 00215 

長谷川 弘太郎 00191 
 

安片 恭子 00216 

千葉 仁志 00192 
 

加藤 匡平 00217 

藤城 雅也 00193 
 

森 義大 00218 

伊藤 茂泰 00194 
 

新名主 カオリ 00219 

杉山 栄二 00195 
 

中西 勝之 00220 

松下 祥子 00196 
 

吉田 豊 00221 

岡﨑 亮太 00197 
 

滝脇 正貴 00222 

星岡 佑美 00198 
 

川本 善之 00223 

下口 和雄 00199 
 

上村 桂一 00224 

里吉 和也 00200 
 

清水 雅子 00225 

鈴木 隆佳 00201 
 

伊藤 利将 00226 

佐藤 智仁 00202 
 

葛原 由貴 00227 

木村 明佐子 00203 
 

加瀬澤 友梨 00228 

佐藤 駿平 00204 
 

相原 希美 00229 

岩切 優子 00205 
 

小野田 薫 00230 

阮 宗海 00206 
 

鈴木 健之 00231 

桑原 隆一 00207 
 

岡野 真弓 00232 

木下 瑞貴 00208 
 

奥山 貴洋 00233 

塩川 亮太 00209 
 

石原 美弥子 00234 

 

 

 

   認定期間：2016年 4月 1日～2021年 3月 31日 

   但し、日本医用マススペクトル学会会費を完納すること 


	nintei_list_2014_2
	nintei_list_2014
	認定者一覧_2014

	認定者一覧_2015

