
2021 年度胃がん検診専門技師認定更新対象者 

50 音順 

北海道支部  

阿部 春郎 有野 好之 石橋 琴美 石橋伸二朗 伊藤 宣明 岩渕 修司 上田 譲司 

内山 貴雄 江口  勲 大谷 和泉 大野 幸子 岡崎 健也 岡崎 真悟 沖野 泰之 

小野寺 渉 加藤 哲史 加藤 公規 加藤 裕二 金澤 令人 北本 哲也 木村 真也 

葛巻  裕 工藤 純一 久保田和郎 黒蕨 邦夫 小島 秀樹 小牟田 学 近藤 規央 

齊藤  笹  良行 笹井 拓人 佐々木真琴 笹谷 正二 里谷 一道 里谷 陽子 

渋川 昭宏 杉沢  猛 杉本 芳則 鈴木  隆 鈴木 康雄 田内 慎一 田形 千恵 

高橋 一憲 高橋 伸之 竹内 佳輝 田中 景子 田中 伸一 千葉 敏也 對馬 直人 

戸澤 麻美 永井  信 中島 光明 永沼 晃和 中原 雅志 中村 俊一 橋本悟朋志 

秦野 敦史 春木 秀敏 吹田 沙織 福井 知成 福田 由美 福原 健司 二俣 芳浩 

鮒田亜由美 古川 薫里 細川  肇 松井 麻未 三谷 一正 南出 昌彦 宮下 朋弘 

目黒 靖浩 山口  翔 山崎 知克 山本 仁史 弓野 彰子 横堀 峰義 

 

東北支部  

赤川 光浩 阿部 幸喜 阿部 雅浩 有松  忍 五十嵐江里子 池内  賢 石倉 和人 

石倉 弘子 石田さや  石田 卓也 板垣 朋子 板橋 譲治 伊藤 祥穂 伊藤 直樹 

稲葉 雅志 岩谷 佳美 大友 義孝 小野 賢一 小野美由貴 金子 貴安 亀山 欣之 

川又 健一 菅野 宏之 北田  晃 北見  淳 工藤  剛 古川  敦 小杉 洋二 

後藤 勘治 今野 祐蔵 齋  英則 佐々木 建 佐藤  謙 佐藤 貴也 渋谷 昌子 

庄司 博志 鈴木  明 鈴木 賢司 鈴木 聡長 高橋 和枝 高橋 憲一 高松日出男 

立花 慶太 田中 英美 田中 史佳 千種 修孝 辻  裕之 永窪  純 沼倉 二郎 

野上 翔平 羽澤 憲治 橋本 元秀 長谷川圭三 畠山 陽成 林  裕子 半澤 俊和 

藤井 真紀 藤原 幸治 船山 和美 堀内 紀久 三上 智也 八代 功士 山本  均 

 

関東甲信越支部  

秋元 郁夫 阿久澤雅敏 朝崎  学 浅野 ず江 朝日 和也 阿部 智加 新井 敏子 

安藤 悦夫 飯吉 幸男 池之内裕美 石井 崇雄 石井 宏忠 石毛  暁 石鍋 麻実 

板橋 芳人 市橋  純 伊藤 国明 伊藤 友和 伊藤 浩子 井上恵里香 岩﨑 恭平 

岩間嘉代子 植村 博次 薄井 隆英 遠藤絵理子 遠藤 秀喜 大井さつき 大窪 英明 

大澤 進冴 大下 謙次 太田 侑二 大塚 徹志 大塚 幸雄 大波  忠 大西 洋平 

大野 由依 岡田 裕子 岡田 義和 小川 敏彦 小澤 徹也 小野瀬 隼 親松 夏紀 

甲斐 庸介 海津比呂史 柿崎 彩奈 鹿島谷 修 粕谷 英生 加藤 英一 叶  久輝 

金岩 清雄 金子 聡子 金古  努 金子 桃子 鹿又 伸男 上村 愛美 川田 順一 

河野 真一 神田 良夫 神林  徹 神戸 浩章 北川 ゆ  北原 将伸 木原 美之 

木村 顕璽 草苅 正典 黒岩 美絵 黒木 幹夫 桑原  康 輿石 茂宙 小玉 光也 

後藤 知恵 小林 賢一 小林 智美 小林 雅治 小見戸友恵 斎藤喜美恵 斎藤 直樹 

齋藤 正利 最部  香 坂倉 智紀 坂本 弘一 作田 秀樹 櫻井 隆之 櫻庭 聖司 

笹原 重治 佐藤 一雄 佐藤 和美 佐藤 清二 佐藤  猛 佐藤 靖雄 佐藤 雄一 

佐内  武 三宮瑛二朗 色摩 希美 品川  勇 篠田  浩 篠原  勇 清水 智代 

下平 和紀 進藤 良昭 菅井 美貴 杉山 精一 鈴木 直之 須田 章則 須藤  剛 

砂山  浩 関  真一 関根  章 関根 真澄 瀬山 治彦 善谷 昌弘 園木  昇 

染野 智弘 高下 弘明 高橋 篤義 高橋 和範 高橋 智子 高柳 篤文 竹内 健二 

武田 晃枝 武田 裕貴 竹之内真紀 竹村 哲夫 田嶋 翔司 立川 祐治 田中 芳文 

多部田千穂 玉川 綾香 千葉 大輔 津田 雪裕 堤  武志 出島 寛之 寺西 加倫 



富樫 聖子 冨澤 弘至 冨田美千子 長井 美佳 中里  進 中西 章仁 永野 優子 

中村 慶子 中村  真 中村 好宏 南雲 信幸 鍋嶋 将一 西澤  敬 西山 知良 

新田左知子 根岸 直子 萩原 嘉治 長谷川昭博 引田 輝久 樋口 義文 日向 和人 

平子 雅人 平澤  舞 平野 恵美 蛭川 和則 蛭川 雅秀 福澤 智浩 福山彩耶奈 

藤田 武志 藤田  勉 藤田日出男 藤本 健司 藤原 正則 舟木  勤 船登 正明 

古金紗耶香 古谷 光宏 帆苅  隆 星野  絢 細川 敏孝 堀田伸一郎 前原 宏二 

増田 英夫 松田 敏治 松本 裕治 松谷  花 丸山 正彦 三上 鉄平 水戸 一成 

皆川 清仁 皆川 靖子 箕川 正明 三村 君江 見本喜久子 見本 真一 宮田 和則 

三好 恭子 武藤 秀徳 村上 和也 村田 正一 矢倉亜由美 山岸 史明 山口  透 

山口 真樹 山崎 友美 山崎 英孝 山崎 義隆 山邊 康洋 吉村 明彦 米澤  剛 

梁  智浩 渡辺小百合 

 

東海北陸支部  

秋山  洋 阿部  進 粟原 春雄 安藤 直紀 安藤 秀人 池田 一浩 磯部 好孝 

伊藤 達也 伊東  徹 伊藤  誠 稲垣 秀司 稲葉 英彦 岩瀬 悠希 岩見有由美 

上西  暁 榎本沙緒里 大石 陽生 大島  猛 太田 直宏 大西  修 岡   薫 

小川  創 小澤 正実 織田 裕一 小田 幸政 梶浦 昌人 加藤  賢 加藤  満 

加納 健次 亀井  靖 川田 勝義 窪野 久行 黒木 誠司 小嶋 裕典 後藤 吉孝 

小林 秀行 小山  卓 酒井 裕之 坂口 隆彦 佐々木 誠 佐藤 慎祐 佐藤 裕之 

佐藤 正博 澤田  洋 澤山 幸信 四竃明日香 杉本  鈴 芹澤 和彦 袖垣 寿人 

竹田 恵美 辰巳麻梨子 田中  洋 谷川 剛直 手賀 大助 寺山 英臣 戸﨑 修一 

富田千賀子 鳥居 公二 永井 孝洋 仲尾 洋宣 中島  勉 中村 泰士 新美 貴士 

西川  孝 野口 晃睦 則竹 隆広 原田 淳也 平野 昌弘 平野 裕子 深津友郁子 

福田 光記 前田  潤 牧野 美浩 松田 嘉文 宮川 裕康 三輪 則夫 村木美代子 

村松 世規 村松 俊幸 望月 英紀 森   誠 矢野 洋次 山路 章祐 山田 隆憲 

山本 雄太 渡會  修 

 

近畿支部  

赤松  曉 阿南友季子 天野 大輔 池宮城光哉 井阪 裕志 石田 裕明 石橋 愛史 

井上  今井  新 今川 恵司 井町 文数 江本  滋 大杉 豪伸 大西 圭三 

大橋 良子 小川 利政 奥田 晃英 奥村 直也 尾田 裕司 尾花 吉彦 笠作 淑子 

梶谷 早雄 交野彌榮子 加藤  実 金内 紀雄 河野 昭博 川本 秀一 岸田 和也 

北村 博信 楠本美千代 栗田 友美 國眼  勇 後藤真理子 小西  進 小林 栄志 

小林 智之 米谷 孝史 小山 平幸 近藤 浩司 佐々木麻里絵 佐々木光正 佐藤 和俊 

篠田 晃宏 清水 慎二 上甲  実 鈴木 結太 隅田 健二 高井 正史 高木 晃人 

武井 義彦 辰巳  明 田中 幸一 田中 政典 田畑 昌子 田村登規子 田村 佳彦 

檀上  輝 長 益二郎 土井 武郎 土橋 勝教 永尾  剛 中川 和則 中川 泰二 

中川  寛 中林  崇 楢原 義夫 西  信次 西尾由華里 埜藤  誠 濵田 昭広 

林  祐樹 久住 一由 平井 俊三 平岡 一弘 平間稚佳子 平松 省三 廣井 智之 

福本 慶子 藤澤  靖 藤田 陽蔵 藤本 大樹 藤本 佳文 藤山 孝之 船塚 理恵 

古川 剛也 本田 寛勝 眞杉  徹 松葉 敏之 松本 良江 三浦 一利 溝田  徹 

三谷 雅彦 美土路英明 峯山 和之 武舎 晃路 森   恵 盛野 裕文 矢形 真一 

安丸 重雄 柳井 英男 山形 智幸 山口 健人 山田彩弥香 山田 正宣 山本 和永 

山本 兼右 余米 克美 横山 浩二 吉田 敬治 吉本  勝 米岡 敏雄 琉  秀光 

和田健太郎 

 



中国四国支部  

赤岩 寛志 阿部 幸平 安西 秀司 石川 哲也 石川 祐三 石田 康浩 礒部 雅史 

稲山美耶子 岩井 哲也 岩元 繁幸 太田 義正 岡田幸二郎 岡本 哲也 奥田 圭一 

尾崎 弘典 釜須 礼子 河田  裕 黒木 圭介 河内 秀文 小林 聖二 貞利 英之 

高橋 美樹 竹内 敏彦 田後 明子 田邉  勲 田原 豊弘 田村 隆行 辻 めぐ  

津田 昭洋 中垣 健治 中垣 美樹 畑山 秀貴 早瀬真由美 原  和範 兵間 真三 

廣瀬 純一 藤  照正 藤野 純一 部村 江未 古川 春美 松井公美子 松岡 洋矢 

松田 祐司 松野 勝也 宮本  侑 村上 誠一 村田 良典 森  大樹 森江  博 

森田  斉 山神 涼一 山田 圭紀 山野井 健 山本 和幸 渡辺 直孝 

 

九州支部  

東 隆一郎 淡野 寛司 石本 裕二 内田 勇雄 内田 千穂 江口 恵子 太田 修二 

奥畑 泰之 小野  博 笠井 裕史 川崎  斉 川野 秀文 佐藤 明美 塩津 弥佳 

重信 隆彰 柴田 康裕 谷崎 雄樹 寺岡 智子 中岡 静香 中島 佳子 中村 恵子 

西村 英紀 野口 真理 星野 俊一 増田 健一 松尾 知章 三浦 陽子 宮崎 秀庸 

村上 智隆 本村志武輝 和田 裕子     

  



2021 年度胃がん検診専門技師認定保留対象者 

50 音順 

北海道支部  

鈴木 亜弥 洲村真由美 津元 崇弘     

 

東北支部  

阿部佳良子 菅野  通 佐藤日出夫 佐藤 芳春 上路 麻美 菅原 千恵 菅原連太郎 

盾石  拓 沼田敬之輔 藤嶋 茂生 松田 夏枝    

 

関東甲信越支部  

赤岩 邦彦 荒木  綾 遠藤 和枝 荻野 博美 小原  幸 川口 敦子 川口 育彦 

菊池  克 木下  翔 栗田 弘則 早乙女健寿 佐藤 奈那 佐藤 秀隆 澤田 英二 

嶋田 優子 菅野 方仁 園田 直美 田口 育子 竹房  優 中川真由子 中島 千枝 

硲間し ぶ 長谷川郁子 馬場 和義 林   一 前田 義継 松岡 正晃 松田 唯史 

山田 純也 吉田 真一 渡邊 亮二     

 

東海北陸支部  

飯田 喜朗 伊佐次範也 市川 篤史 市川 統盛 稲垣  充 上村  真 大川めぐ  

川口 浩司 坂本 直之 白木 勝彦 昔農  潤 高崎 順子 谷村 琢也 坪内 啓正 

中村 有美 丹羽 哲也 野寄ひろ  平出 麻紀 深見 和彦 村瀬 幸彦 山田 能照 

 

近畿支部  

井上 佳紀 栄山 圭俊 岡田 秀樹 葛原  覚 瀧本 充史 中村 俊彦 西野 文郎 

西村 健司 秦  用賢 繁昌 慶作 山田 幸恵 山本  淳 米村 雅之  

 

中国四国支部  

岡崎 充伸 小川 雄三 新藤  茂 土本 明葉 堀江 満恵 村田 洋美  

 

九州支部  

白田 健二 林 賢信 宮崎 浩二     

 

 


