
胃がん検診専⾨技師認定（都道府県別） 

2022 年７⽉１⽇ 
北海道⽀部 
勤務先県 
北海道 ⻘⽥ 果可 ⾚城 尚之 ⾚塚 ⿇⾐ 我妻 武⼠ 安達はるみ 

阿部 春郎 阿部  仁 荒井歩柚美 荒井 雅昭 荒井眞理⼦ 
有賀 弘貴 有野 好之 安藤 悠⽮ 安保 沙耶 飯⽥ 政英 
⽣駒奈緒美 ⽯⿊ 智之 ⽯橋 琴美 ⽯橋伸⼆朗 ⽯本 博基 
伊藤 宣明 稲垣 俊紀 今泉  馨 岩井  恵 岩渕 修司 
岩⾕ 匡世 上⽥恵理⾹ 上⽥ 譲司 上野  誠 ⾅⽥ 悠佑 
内⼭ 貴雄 内⼭ 菜穂 江⼝  勲 江本  貴 遠藤 雅⼤ 
⼤久保明⼦ ⼤島 克基 ⼤塚 ⽅也 ⼤坪 洋輔 ⼤⻄ 祐介 
⼤場 圭佑 ⼤場健⼠朗 岡崎 健也 岡崎 真悟 ⼩川 豊輝 
沖野 泰之 ⼩野寺 渉 加賀 保尋 垣内 政則 加藤 哲史 
⾦澤 令⼈ 菊地 政⾏ 岸 あゆみ 北⼝ ⼀也 北畑 智貴 
清原  均 葛巻  裕 ⼯藤 純⼀ 久保⽥和郎 熊⾕ 沙織 
⼩池 智哉 ⼩出 友明 河野 伸弘 ⼩島 秀樹 後藤 淳也 
⼩牟⽥ 学 近藤 規央 齋藤 公洋 齋藤 静⾹ ⿑藤はるか 
⻫藤 正道 笹  良⾏ 笹井 拓⼈ 佐々⽊⼀磨 佐々⽊俊祐 
佐々⽊真琴 佐々⽊道男 佐々⽊康之 笹⾕ 正⼆ 佐藤  弥 
⾥⾕ ⼀道 ⾥⾕ 陽⼦ 澤⽥ 英典 塩⾕ 裕⼦ 渋川 昭宏 
澁⾕ 和孝 渋⾕ 亮平 清⽔ 蔵⼈ 杉沢  猛 杉⼭  淳 
鈴⽊ 亜弥 鈴⽊ ⼀宏 鈴⽊  隆 鈴⽊ 峯岐 鈴⽊ 康雄 
須⽥ 翔太 洲村真由美 瀬野尾勤⼦ 宗万 英⼈ 征⽮野孝⼦ 
⽥内 慎⼀ ⾼崎 佳⼦ ⾼瀬 泰和 ⽥形 千恵 ⾼橋 敦司 
⾼橋 伸之 髙橋 祐太 ⽵内 佳輝 ⽥中 景⼦ ⽥中 章⼆ 
⽥中 茉⾐ ⾕川 道⼀ ⽟村 秀昭 丹野 律⼦ 千葉 敏也 
對⾺ 直⼈ 對⾺ 公美 仲  恵⼦ 津元 崇弘 寺⽥ 武司 
⼾澤 ⿇美 ⼾島 拓哉 ⼾⽥ 康⽂ 中川 栄志 中島 千暁 
中島 光明 永沼 晃和 仲野 悦徳 中原 雅志 中村 俊⼀ 
中村 道代 中村 ⼼美 中⼭  誠 丹伊⽥ 卓 ⻄⽥  ⼤ 
⻄⼭ 靖⼦ 野瀬 弘之 ⻑⾕川聡洋 畠⼭佳那⼦ 秦野 敦史 
⾺場 雅⼦ 春⽊ 秀敏 晴⼭ 信⼀ 阪野 彰⽂ 樋⼝ 洋平 
久野 愛⼦ 平川  昌 平⽥  望 廣⽥恵理果 吹⽥ 沙織 
吹⽥ 将幸 福井 知成 福⼠ 美春 福⽥ 由美 福原 健司 
藤川 彩良 藤⽥亜希⼦ 藤野 寛央 藤原  学 ⼆俣 芳浩 
鮒⽥亜由美 古川 薫⾥ 細井 智宏 細川  肇 増⽥ 隆幸 
松井 ⿇未 松⽥  茜 松村 俊也 松⾕美智夫 三浦 勝昭 
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勤務先県 
北海道 三⾕ ⼀正 南  将豊 南川 浩⼆ 南出 昌彦 宮嶋 七美 

⽬⿊ 佳織 ⽬⿊ 靖浩 元⽥ 悠紀 森⽥  瞳 ⾨司 ⿇央 
⽮部智絵実 ⼭⼝ 尚史 ⼭崎 知克 ⼭本 智美 ⼭本 仁史 
⼭本 昌弘 ⼭本 禎⼈ ⼸野 彰⼦ 横堀 峰義 吉⽥  修 
吉⽥ 潤⼀ ⽶澤 宏充 ⽶屋 孝介   

 


