
平成21年度「証明書（獣医師生涯研修 
実績証明書）」取得者一覧 

 

日本獣医師会の平成21年度獣医師生涯研修事業に参加して、１年間に10ポイント取得（実績申告書を提出）され、

「平成21年度生涯研修実績証明書」を取得された方々（231名）の所属（獣医師会等）と氏名は次のとおりです。 

 

 ◎北海道獣医師会 髙木信明 安田幸弘 田島誉士 羽根 求 
 
 ◎岩手県獣医師会 山手寛嗣 金田義宏 
 
 ◎秋田県獣医師会 村岡 登 
 
 ◎山形県獣医師会 前川卓哉 
 
 ◎福島県獣医師会 鈴木宇内 三浦照生 
 
 ◎茨城県獣医師会 鈴木英行 齊藤至是 佐久間由紀 末岡弘行 

  升 秀夫 
 
 ◎栃木県獣医師会 山口政治 寺内幸夫 菊地雲及 井上 亮 

  飯塚雅和 緒方寛史 渡邊ヒロ子 
 
 ◎群馬県獣医師会 田村幸生 毒島美登里 
 
 ◎埼玉県獣医師会 浅見 寿 五十嵐幸男 田坂邦安 小暮一雄 

  荒井 渉 諸角元二 玉村伯時 山田一樹 

  中村 滋 長谷川繁雄 井口俊彦 木村 透 

  山口達也 中村 悟 杉田浩児 山下貴史 

  鶴岡裕二 直井昌之 小川幸彦 小山正人 

  米元 仁 鈴木 新 佐藤博司 小山和美 

  小田匡史 田川雅代 宮島 將 金井慎人 

  菊池邦杳 
 
 ◎千葉県獣医師会 住吉俊夫 渡邉言之 田口 博 永井秀明 

  山口靖人 迎 一彦 澤村昌樹 森下大洋 

  役山多佳志 
 
 ◎神奈川県獣医師会 後藤克正 三浦豪夫 津山慎吾 岡本浩介 

  佐野忠士 金井修一郎 駒﨑瀬利 林 幸太郎 
 
 ◎横浜市獣医師会 岩尾 琢 越久田活子 小山 慎 齋藤俊一 

  山根哲也 曽我玲子 
 
 ◎川崎市獣医師会 矢口幹人 
 
 ◎東京都獣医師会 長田伸一 名川一史 髙橋利廣 倉林恵太郎 

  矢田博昭 小川真二 小谷安弘 牧 小伝太 

  酒井道子 酒井 譲 大橋 透 石井 貴 

  佐伯良重 小宮山典寛  
 
 ◎新潟県獣医師会 山我義則 小嶋佳彦 山田英一 住吉 浩 

  星 克一郎 渡辺貴之 罇 正治 宮川 保 

  片野修一 小池哲也 鈴木正芳 
 



 ◎富山県獣医師会 細岡誠一 
 
 ◎石川県獣医師会 田賀淳夫 武藤周平 橋本良行 福島 渉 

  原 広幸 
 
 ◎福井県獣医師会 北村治亮 
 
 ◎長野県獣医師会 佐藤良彦 尾沢祐次 中島唯史 唐澤千春 

  河野 敬 
 
 ◎岐阜県獣医師会 酒匂誠司 
 
 ◎静岡県獣医師会 彦野雅人 
 
 ◎愛知県獣医師会 小林 巌 鈴木義文 成田正斗 前田直樹 
 
 ◎名古屋市獣医師会 渡辺泰夫 湯木正史 加藤 巧 小島健太郎 
 
 ◎三重県獣医師会 川合 朗 小畑晴美 石川広樹 
 
 ◎滋賀県獣医師会 宇野健治 北田繁樹 
 
 ◎京都府獣医師会 山口 曜 高山健二 
 
 ◎大阪府獣医師会 石井一功 織 順一 黒川慶一 佐伯 潤 

  笹井和美 佐藤正勝 上田裕亮 田中利幸 

  藤原宏樹 佐藤昭司 
 
 ◎兵庫県獣医師会 石原義弘 石原登美子 寺田利史 川合清洋 

  松本達哉 吉海拓史 大塚義和 髙田知弥 

  井上義雅 
 
 ◎奈良県獣医師会 大賀俊明 田邊達夫 中山正成 
 
 ◎和歌山県獣医師会 玉井公宏 藪添賢二 蓬臺仁志 芝 一美 
 
 ◎京都市獣医師会 勝間 弘 
 
 ◎大阪市獣医師会 細井戸大成 上田 達 尾崎美智代 南田のり子 

  横田裕之 石川尚之 山本博起 山下伸幸 

  吉内龍策 矢子欽也 髙山孝博 米富大祐 

  本田善久 徳野 薫 松本 実 宇根 智 

  盛田耕作 
 
 ◎神戸市獣医師会 上田謙吾 佐々井浩志 久米正彦 
 
 ◎鳥取県獣医師会 髙島一昭 山根 剛 
 
 ◎岡山県獣医師会 樽野謙太 
 
 ◎広島県獣医師会 瀨戸田正弘 利田堯史 平岡昌則 榎本己知彦 

  後藤雅哉 古村浩一 増本多喜子 竹中雅彦 

  林内繁幸 齋藤哲郎 松本幸雄 村井厚士 

  森川哲司 野呂浩介 
 
 ◎山口県獣医師会 平田由美 白永伸行 
 
 ◎愛媛県獣医師会 入岡徹生 髙木英文 宇野雄博 
 
 ◎高知県獣医師会 竹崎 誠 松宮淳一 松宮賀子 
 



 ◎福岡県獣医師会 渕上英一郎 山本泰久 綿貫和彦 出光浩一 

  道岡清美 村山章高 佐藤修一 和田敏憲 
 
 ◎佐賀県獣医師会 古川彰宏 古川惠子 
 
 ◎熊本県獣医師会 黒木征二 土井口 修 宮尾與志郎 長尾孝之 

  月岡純一 平 芳男 
 
 ◎大分県獣医師会 麻生 哲 
 
 ◎宮崎県獣医師会 中里盛次 八木美樹 
 
 ◎鹿児島県獣医師会 野添伸樹 山之内 孝 瀬戸川雄二 上野 弘 

  中島直幸 田實博紀 出石京子 
 
 ◎そ の 他 藤田 淳 髙橋沙織 

 




