
2022 年度胃がん検診専門技師認定更新対象者〔東海北陸支部〕 

50 音順 
2022 年度更新対象者（106 名） 

天野 仁志 安藤  勉 飯田裕二郎 池田華奈子 石川 勝則 石田坂彩那 

石原 美雪 伊藤 学志 伊藤 法人 伊藤 義信 井上 芳範 今井  剛 

今井 仁志 岩崎 哲也 上田 卓也 内田 千絵 大久保友恵 大島 暑四 

大島 沙耶 岡村 隆次 小田 敦子 片岡希世美 加藤 貴彦 加藤 久勝 

門内  恵 金井麻由香 金山 鎮之 神谷  望 亀山 泰信 川合 陽子 

川地 俊明 木野 翔一 木下 智美 久保 竜司 纐纈 和人 小塚 研司 

後藤 孝之 駒場  潤 小森 竜太 紺谷 康一 齋藤 亮史 斎藤 崇徳 

作田 昌隆 佐々木昌俊 佐野  充 澤野  誠 柴田 綾香 清水 健司 

杉本 豪視 高橋さやか 髙橋 利好 高橋 尚宏 高橋 祐史 達 美奈子 

谷川 貴廣 柘植 栄治 辻本 和也 鶴田由美子 殿田 祐輝 長澤  実 

中島 智代 中田 暢尚 永田  剛 中村 逸人 中村 英明 中村 洋介 

中山 雅巳 西浦 巧一 西川 和美 西田 知弘 野原憲一郎 橋爪麻衣子 

長谷川よし江 早川 彩季 日比野量一 福冨 良和 藤  仁美 藤井 政宏 

藤池  悟 藤倉 義文 藤本 一未 古屋  繁 本多 一磨 本多 隆幸 

本田  巧 前田 秀明 蒔田 鎮靖 増田 千晶 間瀬 貴文 松尾佐夜佳 

松澤 洋子 三浦 良憲 水上  悟 村松  健 本山  薫 森  則久 

簗瀬  潤 山川 典子 山川 秀昭 横川 元信 横山 昌隆 吉川 典子 

吉田  聡 吉田 亘孝 吉村 成雅 若井 信悟   

2021 年度救済措置者（34 名） 

安藤 秀人 伊藤 達也 岩瀬 悠希 榎本沙緒里 岡   薫 小澤 正実 

小田 幸政 加藤  賢 加藤  満 亀井  靖 黒木 誠司 小嶋 裕典 

酒井 裕之 坂口 隆彦 芹澤 和彦 袖垣 寿人 辰巳麻梨子 谷川 剛直 

寺山 英臣 戸﨑 修一 鳥居 公二 永井 孝洋 中島  勉 中村 泰士 

平野 昌弘 福田 光記 前田  潤 牧野 美浩 三輪 則夫 村松 世規 

村松 俊幸 森   誠 山路 章祐 渡會  修   

保留対象者（14 名） 

伊佐次範也 稲垣  充 高崎 順子 坂本 直之 山田 能照 昔農  潤 

大川めぐみ 谷村 琢也 丹羽 哲也 中村 有美 仲尾 洋宣 坪内 啓正 

飯田 喜朗 平出 麻紀     

 


