
2022 年度胃がん検診専門技師認定更新対象者〔関東甲信越支部〕 

50 音順 

2022 年度更新対象者（180 名） 
青木 智弥 青木 治子 秋山 恒明 浅野 和幸 阿部 翔吾 阿部  武 
阿部 尚美 阿部 弘之 荒木 勝彦 有岡 政輝 飯島  渉 五十嵐宏之 
井熊 順一 池田 信行 井澤 茂子 石川 佳美 泉田 美和 今井 康則 
岩井  望 岩田 雅子 岩田由香子 岩浪  満 上野 和久 臼井 顕之 
内田 尚人 内田 光洋 内田 良平 漆原 貴之 榎本 守男 海老名博行 
大坂 浩二 大下 香織 大下  卓 大坪 晋輔 大西 博之 大橋 利弘 
大和田英彦 小笠原真由美 小川 尚哉 荻野 隆一 奥田 圭二 奥牧 吉隆 
小澤 稔子 小澤  悠 梶川 玲二 柏本  裕 片山 和弥 加藤 健吾 
加藤 暢紘 金子 正則 神尾 恵子 上村 夏絵 川上  泉 川上 幸芳 
川崎 雅美 川島 修一 河村依久子 菅野 朋恵 菊池  孝 喜多村 卓 
木村  雄 草間 正造 櫛谷  昇 黒澤 和彦 黒田 洋之 小岩 義明 
古賀 知子 越川  誠 腰高 裕子 古清水里江 小寺ゆかり 小林沙奈絵 
小日置佳代 駒坂 道子 駒田 生子 小谷野 香 今野 直美 齋藤 雄太 
酒井 香織 坂本 直哉 櫻井 大樹 櫻井 路大 佐々木みゆき 佐藤 秋徳 
佐藤 洋志 佐藤真由子 佐野 一弘 塩繁 直美 重松  綾 篠崎 利一 
澁澤 靖幸 島添  惠 島田 英剛 下井田恵美子 下向 竜也 神門 基樹 
鈴木 一郎 鈴木 久利 鈴木 有美 曽田 紀嗣 大徳 尚司 髙木 弓子 
高嶋  豊 高田 恵子 高橋直太郎 瀧  美和 瀧井和歌子 瀧野 勝彦 
竹鼻 清人 田代 美奈 田中 一臣 田中 香代 田村 秀禎 辻村 克治 
坪井 一世 寺尾  誠 得田  伸 中島 誠次 中條 健司 中曽根圭佑 
永田 善教 中村 絢加 中村 伸光 中村  誠 夏井 玲子 名雪 涼子 
新津 貴子 西尾 昌親 野口 洋文 能登 宏司 野村 寛子 萩原 弘之 
萩原 正宏 長谷川孝治 長谷川美恵子 八田 義憲 廣井  功 藤代 隆志 
藤田 法久 星野 裕文 細谷小百合 堀江  聡 本郷 嘉史 本田今朝男 
前田 有弘 牧田  恵 巻田千鶴子 増子 政美 松田 繁尚 馬庭  淳 
南  佳織 峯岸 純一 三村 有蔵 宮川 葉子 三宅由美子 宮崎 弘二 
宮地 伸治 向井 拓也 村岡 勝美 村田 沙紀 村田 雅一 村田 正義 
森 由香里 森嶋 伸晴 森村 裕一 八木 真吾 柳生 信幸 柳澤  孝 
山口 史子 山崎 一志 山崎 由紀 山中  博 鎗野 珠理 横山 修治 
吉岡 久子 吉澤 隆雄 吉田 和良 和田 京子 渡邊 将彦 渡邉 亮介 

2021 年度救済措置者（58 名） 
朝崎  学 安藤 悦夫 飯吉 幸男 池之内裕美 石井 宏忠 板橋 芳人 
伊藤 国明 伊藤 浩子 井上恵里香 遠藤 秀喜 大井さつき 太田 侑二 
大波  忠 大野 由依 小野瀬 隼 親松 夏紀 甲斐 庸介 粕谷 英生 
叶  久輝 金子 桃子 川田 順一 河野 真一 神田 良夫 北川まゆみ 
黒岩 美絵 小玉 光也 後藤 知恵 小林 賢一 小見戸友恵 坂倉 智紀 
坂本 弘一 櫻庭 聖司 佐藤 一雄 佐藤 靖雄 三宮瑛二朗 須田 章則 
高橋 篤義 竹内 健二 武田 裕貴 立川 祐治 出島 寛之 寺西 加倫 
中里  進 中西 章仁 南雲 信幸 西澤  敬 西山 知良 萩原 嘉治 
日向 和人 平野 恵美 蛭川 和則 前原 宏二 三上 鉄平 皆川 靖子 
村田 正一 山邊 康洋 米澤  剛 梁  智浩   

保留対象者（18 名） 
菊池  克 栗田 弘則 荒木  綾 佐藤 秀隆 山田 純也 小原  幸 
松岡 正晃 松田 唯史 菅野 方仁 川口 敦子 竹房  優 中川真由子 
中島 千枝 田口 育子 嶋田 優子 木下  翔 林   一 澤田 英二 

 


