
胃がん検診専⾨技師認定（都道府県別） 

2022 年７⽉１⽇現在 
東北⽀部 
勤務先県 
⻘森県 有⾺ 儀⾏ 板橋 譲治 稲葉 雅志 岩﨑 達紀 葛⻄ 雄哉 

神崎 孝幸 古⼭ 直輝 櫻⽥ 真也 堰合 牧⼦ ⾼橋 憲⼀ 
鷹架 優希 ⾼松 俊道 ⾼松⽇出男 ⽵内満美⼦ ⽥中 史佳 
⽥名邉 充 種市  瞳 寺澤 博幸 ⿃⾕部康治 ⻑根 真⼀ 
奈良正太郎 仁和 ⼀夫 沼⽥敬之輔 野上 翔平 平井  圭 
藤嶋 茂⽣ 藤⽥  彰 堀内 紀久 松井 理起 三上 武⼠ 
南  ⾥沙 村⽥ 正⼈ 森岡  晃 ⼭⽥  奏 ⼭本 晋也 

岩⼿県 荒屋敷 真 ⽯⽥さやか ⽯⽥ 卓也 ⼀⽅井正宏 井上 貴史 
⽜間⽊政志 遠藤⾹菜⼦ ⼤和⽥陽⼦ ⼩野寺 健 ⾦濱 雄悦 
釜沢 政慶 川⼜ 健⼀ 菊⽥  純 菊地 良太 北⽥  晃 
久保⽥憲宏 佐々⽊ 建 澤⼝ 純也 菅原 将⼈ 菅原連太郎 
鈴⽊ 奈穂 多⽥ 慶⼀ ⽴花 慶太 盾⽯  拓 兎澤 節宏 
橋本 康⼆ 藤原 幸治 松⾕ 基広 ⽔野 和幸 ⼥⿅ 隆徳 

宮城県 東  知佳 渥美 博⼈ 阿部 彩⼦ 阿部 鮎美 荒⽊ 眞代 
安藤美智⼦ 安保 貴⼠ 五⼗嵐江⾥⼦ ⽯倉 和⼈ ⽯倉 弘⼦ 
板垣 朋⼦ 板橋 裕禎 伊藤 祥穂 岩⾕ 佳美 ⼤内 直樹 
太⽥裕美⼦ 太⽥ 洋⼀ ⼤塚 ⽉⼦ ⼤友 義孝 ⼤波あかり 
⼤⼭ 勝彦 ⼩野寺 智 ⽚倉義之助 ⾦⼦ 貴安 鎌倉 克⾏ 
川上 俊光 川崎  将 菅野  通 菅野 宏之 菅野  稔 
北⾒  淳 ⽊村 俊介 ⿊滝  進 今野 祐蔵 齋  英則 
佐々⽊裕胤 佐々⽊怜⼦ 佐藤かおり 佐藤 直征 宍⼾ 玲奈 
渋⾕ 昌⼦ 上路 ⿇美 菅原 千恵 鈴⽊ 聡⻑ ⾼任 雅彦 
髙橋 ⾥絵 ⽥中 桂⼦ ⽥中 英美 ⻑南 雄⼆ 塚原 真⼈ 
永窪  純 中村  好 夏堀 亮⼦ 沼倉 ⼆郎 野⽉平悠希那 
橋本 良平 ⻑⾕川和広 ⽻⽥ 晴美 早坂 優紀 林  裕⼦ 
半⽥ 清貴 布施明⽇⾹ 船⼭ 和美 星  千春 星  英樹 
松⽥ 夏枝 村岡 由美 ⼋島 幸⼦ 吉井  佑 渡辺 秀考 

秋⽥県 ⾚川 光浩 池内  賢 伊藤 直樹 ⼤坂庄⼀郎 ⼩川  誠 
奥村  歩 奥⼭ 千晴 ⼯藤  剛 熊⾕ 良共 ⼩杉 洋⼆ 
⼩林林太郎 齋藤 知⼦ 佐藤  謙 佐藤 悠⼦ 佐藤 義晴 
鈴⽊  明 鈴⽊  準 ⾼⾕ 健太 ⽥川 陽介 ⽥中 正吉 
丹  清彦 千種 修孝 成⽥ 真哉 ⽻澤 憲治 畠⼭ 陽成 
藤井 真紀 松⽥ 直美 松橋 忠昭 ⼋⽊ 勇介 湯瀬 直樹 

⼭形県 浅利 悠太 安⾷ 伸祥 安彦 卓史 五⼗嵐隼⼀ 岩間 由美 



胃がん検診専⾨技師認定（都道府県別） 

 

勤務先県 
⼭形県 上野 晃典 植松  勇 ⼩野 賢⼀ ⼩野美由貴 ⾦原 博紀 

楠瀬 絵梨 ⼯藤 明美 後藤 彩美 後藤 勘治 近藤 智⽂ 
斎藤 雅浩 齋藤みのり 佐藤圭⼆朗 佐藤 貴也 佐藤 直道 
佐藤⽇出夫 佐藤 秀樹 佐藤真紀⼦ 下重 理江 庄司 博志 
菅原  翼 瀬野 正樹 ⾼橋 和枝 ⽵⽥  拓 辻  裕之 
⼟⾨ 祐介 永岡 春⾹ 半⽥ 彩奈 引地 知恵 福⽥ 紋⼦ 
前⽥  敦 三浦 智勝 御橋 慶治   

福島県 阿部 雅浩 有松  忍 伊藤  敬 岩倉 美紀 遠藤  潤 
⾓⽥ 智⾼ 加藤 裕之 ⻲⼭ 欣之 北川 達之 佐々⽊善之 
佐藤 孝広 佐藤  恵 佐藤 喜洋 ⽩岩  武 ⽥代 淳⼦ 
外⼭  慎 ⾺場 洋⾏ 半澤 俊和 松井 志穂 三浦  勉 
緑川 喜雄 ⼋代 功⼠ ⼭⽥ 雄介 渡邊九⼗七  


