
2022 年度胃がん検診専門技師認定更新対象者〔近畿支部〕 

50 音順 
2022 年度更新対象者（110 名） 

藍川 真琴 池上 真士 去来川ゆかり 諌本 忠和 一井 利純 井戸 昌之 

稲葉真理子 井上  博 岩井  充 岩崎 悦男 上山 資子 大枝 雅之 

大久保竹純 大久保綾二 大島 健二 大杉 豪伸 大槻 安代 岡田  孝 

尾崎 征司 鎌田 哲也 軽尾 昭人 川口 雅一 岸本 浩一 岸本 誠史 

喜多 孝一 衣笠 治男 木村 吉徳 楠本 利治 楠山 隆也 幸田 和章 

小島由美子 後藤 綾子 小林 祐貴 小村  智 坂 登喜子 境  克久 

境  智之 坂中 貴光 櫻本 吉伸 佐藤 聰浩 嶋田 真衣 嶋田 容子 

清水 克行 下田 瑞恵 宿南 浩二 白川 徹弥 白沢 善敏 末次  剛 

鈴木 貞男 鈴木 俊夫 世良多賀男 曽我 芳光 高野  梓 田川 嘉之 

田口 貴大 竹田 修治 武田  裕 竹谷  敏 竹綱 眞史 建部 有宏 

建部 容子 田中 伸一 田中 勇介 田中 芳生 谷岡 芳彦 谷口美奈子 

樽本 佳樹 筒井 靖博 堤  厚臣 寺田  敬 鳥山 卓二 永井 香織 

中島 康太 中坪沙矢佳 中村 浩英 西河 仙均 萩原 朋之 橋本 貴史 

蜂尾 哲生 濱  良道 濱野 晃司 飯田 隆行 東野 博夫 平井 利之 

廣瀬 直美 弘中 良尚 藤本 信幸 古川 勝治 堀  俊彦 松井 英男 

松原 香名 松本 勝浩 村上  渡 村田 智子 森上 真弓 山内 晋司 

山木  博 山田 哲也 山村 大輔 山本泉太郎 山本 健司 山本 幸男 

山本 涼介 横山 元英 吉岡ゆかり 若松 宏幸 脇村  聡 和久本義昌 

渡邊 香帆 渡邉佐知子     

2021 年度救済措置者（51 名） 

赤松  曉 井阪 裕志 今井  新 江本  滋 大橋 良子 小川 利政 

尾花 吉彦 笠作 淑子 梶谷 早雄 交野彌榮子 加藤  実 河野 昭博 

川本 秀一 岸田 和也 北村 博信 國眼  勇 小林 栄志 佐藤 和俊 

佐藤 裕之 清水 慎二 上甲  実 隅田 健二 高井 正史 武井 義彦 

田中 政典 檀上  輝 長 益二郎 土井 武郎 土橋 勝教 楢原 義夫 

林  祐樹 久住 一由 平松 省三 廣井 智之 福本 慶子 藤本 佳文 

眞杉  徹 松本 良江 溝田  徹 美土路英明 峯山 和之 武舎 晃路 

森   恵 安丸 重雄 柳井 英男 山形 智幸 山本 和永 山本 兼右 

吉本  勝 米岡 敏雄 琉  秀光    

保留対象者（９名） 

井上 佳紀 岡田 秀樹 葛原  覚 山田 幸恵 山本  淳 秦  用賢 

中村 俊彦 繁昌 慶作 米村 雅之    

 


