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2021年 3月現在（開業医を除く） 
＊印は今号より追加した者（新規取得者を含む） 

日本外科学会 

＜代議員＞ 遠藤 格, 國崎 主税, 

＜指導医＞ 嶋田 紘, 大木 繁雄, 鬼頭 文彦, 阿部 哲夫, 久保 章, 城戸 泰洋, 仲野 明, 
長堀  薫, 池  秀之, 杉田  昭, 古嶋 薫, 山本 俊郎, 高橋 利通, 石山 暁, 
関戸 仁, 高橋 正純, 長堀 優, 土井 卓子, 國崎 主税, 遠藤 格, 簾田康一郎, 
望月 弘彦, 石川 孝, 森脇 義弘, 市川 靖史, 小金井一隆, 山口 茂樹, 荒井 勝彦, 
竹内 信道, 福島 忠男, 舛井 秀宣, 山本 雅由, 秋山 浩利, 亀田久仁郎, 佐藤 靖郎, 
藤井 正一, 田中 邦哉, 大田 貢由, 千島 隆司, 藤井 義郎, 窪田 徹, 木村 英明, 
杉田 光隆, 齊藤 修治, 森岡 大介, 長谷川 聡, 長嶺弘太郎, 上向 伸幸, 松尾 憲一, 
山岸 茂, 牧野 洋知, 長田 俊一, 清水 哲也, 松山 隆生, 谷口 浩一, 渡辺 一輝, 
熊本 宜文, 成井 一隆, 辰巳 健志, 野尻 和典, 森 隆太郎, 石部 敦士, 南 裕太, 
渡邉 純, 山田 顕光, 山本 晋也, 武田 和永＊, 中嶌 雅之＊, 木村 準＊

＜専門医＞ 杉山 貢, 嶋田  紘, 大木 繁男, 阿部 哲夫, 城戸 泰洋, 仲野 明, 長堀 薫, 
池 秀之, 杉田  昭, 古嶋 薫, 山本 俊郎, 大高 京子, 小尾 芳郎, 石山 暁, 
江口 和哉, 関戸  仁, 高橋 正純, 長堀  優, 土井 卓子, 國崎 主税, 遠藤 格, 
郷 克己, 簾田康一郎, 望月 弘彦, 石川 孝, 森脇 義弘, 市川 靖史, 小泉 泰裕, 
小金井一隆, 山口 茂樹, 荒井 勝彦, 金谷 洋, 長谷川信吾, 竹内 信道, 福島 忠男, 
舛井 秀宣, 望月 康久, 山本 雅由, 秋山 浩利, 亀田久仁郎, 佐藤 靖郎, 藤井 正一, 
田中 邦哉, 黒澤 治樹, 千葉 泰彦, 長谷川誠司, 三邉 大介, 岩田誠一郎, 大田 貢由, 
小松 茂治, 千島 隆司, 藤井 義郎, 神谷 紀之, 窪田 徹, 杉田 光隆, 木村 英明, 
齊藤 修治, 松田 悟郎, 森岡 大介, 長谷川 聡, 吉本 昇, 上田 倫夫, 武田 和永, 
長嶺弘太郎, 松尾 憲一, 山岸 茂, 大塚 裕一, 上向 伸幸, 田辺美樹子, 牧野 洋知, 
三浦  勝, 長田 俊一, 森岡 香, 鬼頭 礼子, 星 加奈子, 清水 哲也, 盛田 知幸, 
吉田 謙一, 清水 大輔, 松山 隆生, 小野 秀高, 山本 晴美, 高倉 秀樹, 谷口 浩一, 
渡辺 一輝, 熊本 宜文, 成井 一隆, 小坂 隆司, 菅江 貞亨, 辰巳 健志, 野尻 和典, 
森 隆太郎, 石部 敦士, 小島 康幸, 南 裕太, 山口 直孝, 渡邉 純, 太田 郁子, 
中嶌 雅之, 樅山 将士, 山田美千代, 諏訪 宏和, 嶋田 和博, 廣島 幸彦, 高川 亮, 
木村 準, 泉澤 祐介, 大田 洋平, 小澤真由美, 徳久 元彦, 本間 祐樹, 山田 顕光, 
山本 晋也, 浅野 史雄, 小林 敦夫, 澤田 雄, 中川 和也, 門倉 俊明, 佐藤 圭, 
村上 崇, 藪下 泰宏, 井上 英美, 宮本  洋, 平谷 清吾, 佐藤 渉, 鈴木 紳祐, 
諏訪 雄亮, 開田 脩平, 後藤 晃紀, 島 秀栄, 土屋 伸広, 中山 岳龍, 矢澤 慶一, 
坂本 里紗, 笠原 康平, 喜多久美子, 久保 博一, 田 鍾寛, 堀井 伸利, 峯岸 裕蔵, 
森 康一, 三宅 益代, 足立 祥子, 小笠原康夫, 川口 大輔, 小暮 悠, 清水 康博, 
関澤健太郎, 杉政奈津子, 三宅謙太郎, 鈴木 千穂, 高橋 智昭, 山口 和哉, 渡部 顕, 
菊地祐太郎, 松木 裕輝, 山本 淳, 高橋 弘毅, 阿部 有佳, 柿添 学, 矢後 彰一, 
荒木謙太郎, 佐原 康太, 田中 優作, 有坂 早香, 大西 宙, 福岡 宏倫, 千田 圭吾, 
藤原 大樹, 近藤 裕樹, 高畑 太輔, 田村 裕子, 鳥谷建一郎, 武井 将伍, 平井 公也, 
中崎 佑介, 和田 朋子, 大石 裕佳, 大矢 浩貴, 須藤 友奈, 豊田 純哉, 藤原 淑惠＊, 
原田  郁＊, 木村 安希＊, 池田 孝秀＊, 井上  栞＊, 工藤 孝迪＊, 柴田侑華子＊, 酒井  淳＊, 
佐藤 清哉＊, 布施 匡啓＊, 堀内 真樹＊

＜認定医＞ 大木 繁男, 國松 尚一, 阿部 哲夫, 鈴木馨一郎, 久保 章, 林 秀徳, 城戸 泰洋, 
仲野  明, 杉田  昭, 大出 直弘, 高橋 利通, 石山 暁, 江口 和哉, 関戸 仁, 
高橋 正純, 土井 卓子, 國崎 主税, 佐藤 芳樹, 浜畑 幸弘, 松尾 恵五, 遠藤 格, 
簾田康一郎, 望月 弘彦, 森脇 義弘, 市川 靖史, 小金井一隆, 深野 雅彦, 山口 茂樹, 
荒井 勝彦, 福島 忠男, 舛井 秀宣, 山本 雅由, 秋山 浩利, 亀田久仁郎, 佐藤 靖郎, 
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藤井 正一, 田中 邦哉, 黒澤 治樹, 千葉 泰彦, 長谷川誠司, 三邉 大介, 岩田誠一郎, 
小松 茂治, 千島 隆司, 藤井 義郎, 金谷 剛志, 窪田 徹, 木村 英明, 杉田 光隆, 
齊藤 修治, 長谷川 聡, 吉本  昇, 松尾 憲一, 西塚 至, 増成 秀樹, 山岸 茂, 
大塚 裕一, 上向 伸幸, 田辺美樹子, 牧野 洋知, 三浦 勝, 長田 俊一, 森岡 香, 
清水 哲也, 吉田 謙一, 松山 隆生, 盛田 知幸, 山本 晴美, 高倉 秀樹, 谷口 浩一, 
熊本 宜文, 森 隆太郎, 成井 一隆, 菅江 貞亨, 辰巳 健志, 富田 春郎, 小島 康幸, 
南  裕太, 渡邉  純, 島  秀栄 

＜認定登録医＞ 三邉 大介 

日本消化器外科学会 

＜理 事＞ 遠藤 格 

＜評議員＞ 杉田 昭, 國崎 主税, 遠藤 格, 森脇 義弘, 市川 靖史, 山口 茂樹, 秋山 浩利, 
藤井 正一, 田中 邦哉, 大田 貢由 

＜指導医＞ 杉山 貢, 嶋田 紘, 大木 繁男, 阿部 哲夫, 鬼頭 文彦, 久保 章, 仲野  明, 
長堀 薫, 古嶋 薫, 池 秀之, 杉田  昭, 高橋 利通, 関戸 仁, 高橋 正純, 
長堀 優, 國崎 主税, 遠藤  格, 簾田康一郎, 望月 弘彦, 石川 孝, 森脇 義弘, 
市川 靖史, 小金井一隆, 山口 茂樹, 荒井 勝彦, 竹内 信道, 福島 忠男, 舛井 秀宣, 
山本 雅由, 秋山 浩利, 亀田久仁郎, 藤井 正一, 田中 邦哉, 大田 貢由, 千島 隆司, 
藤井 義郎, 窪田 徹, 木村 英明, 杉田 光隆, 齊藤 修治, 森岡 大介, 長谷川 聡, 
上田 倫夫, 長嶺弘太郎, 上向 伸幸, 松尾 憲一, 山岸 茂, 大塚 裕一, 牧野 洋知, 
長田 俊一, 清水 哲也, 盛田 知幸, 松山 隆生, 渡辺 一輝, 成井 一隆, 森 隆太郎, 
菅江 貞亨, 野尻 和典, 石部 敦士, 南 裕太, 渡邉  純, 木村  準, 谷口 浩一, 
熊本 宜文, 渡部  顕, 村上 崇, 辰巳 健志, 諏訪 宏和, 藪下 泰宏, 鈴木 紳祐, 
浅野 史雄＊, 後藤 晃紀＊, 佐藤 渉＊, 武田 和永＊, 中嶌 雅之＊, 和田 朋子＊

＜専門医＞ 杉山 貢, 嶋田 紘, 大木 繁男, 阿部 哲夫, 鬼頭 文彦, 久保 章, 仲野 明, 
長堀 薫, 池 秀之, 杉田  昭, 古嶋 薫, 高橋 利通, 今井 信介, 関戸 仁, 
高橋 正純, 長堀  優, 國崎 主税, 遠藤 格, 簾田康一郎, 望月 弘彦, 石川 孝, 
森脇 義弘, 市川 靖史, 小金井一隆, 山口 茂樹, 荒井 勝彦, 竹内 信道, 福島 忠男, 
舛井 秀宣, 山本 雅由, 秋山 浩利, 亀田久仁郎, 藤井 正一, 田中 邦哉, 大田 貢由, 
千島 隆司, 藤井 義郎, 神谷 紀之, 窪田  徹, 木村 英明, 齊藤 修治, 杉田 光隆, 
森岡 大介, 長谷川 聡, 上田 倫夫, 武田 和永, 長嶺弘太郎, 松尾 憲一, 山岸  茂, 
上向 伸幸, 牧野 洋知, 長田 俊一, 清水 哲也, 盛田 知幸, 清水 大輔, 松山 隆生, 
谷口 浩一, 渡辺 一輝, 熊本 宜文, 成井 一隆, 菅江 貞亨, 辰巳 健志, 野尻 和典, 
森 隆太郎, 石部 敦士, 南 裕太, 渡邉 純, 中嶌 雅之, 樅山 将士, 山田美千代, 
諏訪 宏和, 高川 亮, 木村 準, 大田 洋平, 小澤真由美, 本間 祐樹, 山本 晋也, 
渡部 顕, 浅野 史雄, 澤田 雄, 中川 和也, 村上 崇, 藪下 泰宏, 佐藤 渉, 
鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 三宅謙太郎, 後藤 晃紀, 土屋 伸広, 宮本 洋, 和田 朋子, 
坂本 里紗, 三宅 益代, 川口 大輔, 清水 康博, 関澤健太郎, 田 鍾寛, 柿添 学, 
長谷川誠司, 佐藤  圭, 矢澤 慶一, 久保 博一, 菊地祐太郎, 山本 淳, 小野 秀高, 
平谷 清吾, 大西 宙, 堀井 伸利, 峯岸 裕蔵, 松木 裕輝, 矢後 彰一, 阿部 有佳＊, 
笠原 康平＊, 小坂 隆司＊, 佐原 康太＊, 高橋 智昭＊, 田中 優作＊, 千田 圭悟＊, 豊田 純哉＊, 
鳥谷建一郎＊, 福岡 宏倫＊, 森 康一＊

＜認定医＞ 大木 繁男, 國松 尚一, 阿部 哲夫, 久保 章, 林 秀徳, 城戸 泰洋, 仲野 明, 
長堀 薫, 杉田 昭, 山本 俊郎, 小尾 芳郎, 石山  暁, 江口 和哉, 関戸 仁, 
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高橋 正純, 土井 卓子, 國崎 主税, 松尾 恵五, 遠藤  格, 深野 雅彦, 郷  克己, 
簾田康一郎, 望月 弘彦, 森脇 義弘, 市川 靖史, 小金井一隆, 山口 茂樹, 舛井 秀宣, 
小泉 泰裕, 窪田  徹, 木村 英明, 杉田 光隆, 荒井 勝彦, 福島 忠男, 望月 康久, 
山本 雅由, 秋山 浩利, 亀田久仁郎, 藤井 正一, 田中 邦哉, 長谷川誠司, 三邉 大介, 
岩田誠一郎, 千島 隆司, 藤井 義郎, 齊藤 修治, 松尾 憲一, 長田 俊一, 清水 哲也, 
菅江 貞亨, 辰巳 健志, 福岡 宏倫＊, 堀井 伸利＊

＜消化器がん外科治療認定医＞
池  秀之, 高橋 正純, 長堀  優, 遠藤 格, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 千島 隆司, 
長嶺弘太郎, 牧野 洋知, 清水 哲也, 森 隆太郎, 樅山 将士, 木村 準, 村上  崇, 
鈴木 紳祐, 野尻 和典, 松木 裕輝, 諏訪 宏和＊

＜認定登録医＞ 千島 隆司, 大塚 裕一＊

日本癌治療学会 

＜代議員＞ 遠藤 格, 國崎 主税

日本癌学会 

＜評議員＞ 市川 靖史 

日本乳癌学会 

＜理 事＞ 石川 孝＊

＜評議員＞ 土井 卓子,  石川 孝, 千島 隆司 

＜乳腺指導医＞ 石山 暁, 土井 卓子, 千島 隆司, 清水 大輔, 成井 一隆, 山田 顕光＊

＜専門医＞ 石山  暁, 土井 卓子, 石川  孝, 千島 隆司, 長谷川 聡, 盛田 知幸, 清水 大輔, 
成井 一隆, 菅江 貞亨, 小島 康幸, 太田 郁子, 嶋田 和博, 山田 顕光, 山本 晋也, 
島 秀栄, 喜多久美子, 足立 祥子 木村万里子 

＜認定医＞ 石山 暁, 土井 卓子, 簾田康一郎, 森脇 義弘, 千島 隆司, 長谷川 聡, 大塚 裕一, 
田辺美樹子, 鬼頭 礼子, 清水 哲也, 盛田 知幸, 清水 大輔, 成井 一隆, 菅江 貞亨, 
小島 康幸, 太田 郁子, 嶋田 和博, 山田 顕光, 山本 晋也, 島  秀栄, 喜多久美子, 
三宅謙太郎, 和田 朋子, 鈴木 千穂, 門倉 俊明＊, 木村 安希＊, 原田 郁＊  

日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 

＜理 事＞ 石川  孝＊ 

＜評議員＞ 土井 卓子, 石川 孝, 千島 隆司, 成井 一隆
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日本臨床腫瘍学会 

＜がん薬物療法専門医＞
市川 靖史, 竹内 信道 

＜暫定指導医＞ 遠藤 格, 竹内 信道, 舛井 秀宣, 田中 邦哉, 千島 隆司, 齊藤 修治, 渡邉 純, 
野尻 和典 

日本臨床外科学会 

＜評議員＞ 大木 繁男, 久保 章, 仲野  明, 池  秀之, 高橋 利通, 石山  暁, 國崎 主税, 
遠藤 格, 福田 直人, 森脇 義弘, 山口 茂樹, 竹内 信道, 福島 忠男, 山本 雅由, 
亀田久仁郎, 藤井 正一, 田中 邦哉, 齊藤 修治, 長田 俊一, 松山 隆生, 成井 一隆, 
森 隆太郎, 長堀 優, 木村  準 

日本癌治療認定医機構 

＜暫定教育医＞ 杉山  貢, 阿部 哲夫, 久保  章, 池  秀之, 古嶋  薫, 高橋 正純, 土井 卓子, 
國崎 主税, 簾田康一郎, 市川 靖史, 小泉 泰裕, 山口 茂樹, 竹内 信道, 福島 忠男, 
舛井 秀宣, 秋山 浩利, 亀田久仁郎, 藤井 正一, 田中 邦哉, 大田 貢由, 千島 隆司, 
窪田  徹, 齊藤 修治, 長谷川 聡, 上田 倫夫, 武田 和永, 長嶺弘太郎, 松尾 憲一, 
山岸  茂, 大塚 裕一, 牧野 洋知, 田辺美樹子, 長田 俊一 

＜がん治療認定医＞ 
嶋田  紘, 阿部 哲夫, 久保  章, 池  秀之, 小尾 芳郎, 高橋 正純, 國崎 主税, 
簾田康一郎, 市川 靖史, 竹内 信道, 福島 忠男, 舛井 秀宣, 亀田久仁郎, 藤井 正一, 
三邉 大介, 千島 隆司, 窪田 徹, 杉田 光隆, 齊藤 修治, 松田 悟郎, 森岡 大介, 
長谷川 聡, 上田 倫夫, 長嶺弘太郎, 山岸 茂, 大塚 裕一, 牧野 洋知, 長田 俊一, 
小野 秀高, 成井 一隆, 盛田 知幸, 森 隆太郎, 菅江 貞亨, 野尻 和典, 石部 敦士, 
小島 康幸, 樅山 将士, 山田美千代, 渡邉 純, 諏訪 宏和, 嶋田 和博, 高川 亮, 
木村 準, 山田 顕光, 山本 晋也, 喜多久美子, 村上 崇, 藪下 泰宏, 鈴木 紳祐, 
諏訪 雄亮, 清水 康博, 三宅謙太郎, 後藤 晃紀, 土屋 伸広, 三宅 益代, 柿添 学, 
佐藤 圭, 松木 裕輝, 矢後 彰一, 有坂 早香＊, 小澤真由美＊, 中嶌 雅之＊, 鳥谷建一郎＊ 

日本消化器病学会 

＜評議員＞ 福島 恒男, 杉田 昭, 國崎 主税, 小金井一隆 

＜財団評議員＞ 國崎 主税 

＜関東支部例会評議員＞ 
長堀 薫, 山本 俊郎, 高橋 正純, 國崎 主税, 遠藤 格, 辰巳 健志 

＜指導医＞ 阿部 哲夫, 久保 章, 仲野  明, 長堀  薫, 杉田 昭, 高橋 利通, 小尾 芳郎, 
関戸 仁, 高橋 正純, 土井 卓子, 國崎 主税, 遠藤 格, 森脇 義弘, 山口 茂樹, 
福島 忠男, 山本 雅由, 秋山 浩利, 亀田久仁郎, 簾田康一郎, 小金井一隆, 木村 英明, 
齊藤 修治, 長嶺弘太郎, 松山 隆生, 森 隆太郎, 渡邉 純 藤井 義郎, 谷口 浩一, 
野尻 和典, 熊本 宜文, 辰巳 健志, 石部 敦, 鈴木 紳祐, 上向 伸幸＊
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＜専門医＞ 竹村  浩, 笠岡 千孝, 杉山 貢, 嶋田 紘, 大木 繁男, 阿部 哲夫, 古嶋 薫, 
山本 俊郎, 小尾 芳郎, 関戸  仁, 高橋 正純, 久保  章, 林  秀徳, 仲野 明, 
長堀  薫, 杉田  昭, 長堀 優, 土井 卓子, 國崎 主税, 遠藤 格, 簾田康一郎, 
望月 弘彦, 森脇 義弘, 小金井一隆, 山口 茂樹, 福島 忠男, 山本 雅由, 秋山 浩利, 
亀田久仁郎, 田中 邦哉, 三邉 大介, 藤井 義郎, 神谷 紀之, 大田 貢由, 木村 英明, 
齊藤 修治, 松田 悟郎, 長谷川 聡, 武田 和永, 長嶺弘太郎, 山岸  茂, 大塚 裕一, 
上向 伸幸, 田辺美樹子, 盛田 知幸, 清水 哲也, 松山 隆生, 谷口 浩一, 渡辺 一輝, 
熊本 宜文, 成井 一隆, 辰巳 健志, 野尻 和典, 森 隆太郎, 山田美千代, 石部 敦士, 
渡邉  純, 木村 準, 山本 晋也, 藪下 泰宏, 佐藤 渉, 鈴木 紳祐, 三宅謙太郎, 
後藤 晃紀, 大田 洋平, 宮本 洋, 村上 崇, 和田 朋子, 矢後 彰一, 中嶌 雅之＊ 

＜認定医＞ 阿部 哲夫, 久保  章, 仲野 明, 杉田 昭, 山本 俊郎, 高橋 利通, 高橋 正純, 
土井 卓子, 國崎 主税, 遠藤 格, 望月 弘彦, 森脇 義弘, 小金井一隆, 山口 茂樹, 
福島 忠男, 山本 雅由, 秋山 浩利, 亀田久仁郎, 三邉 大介, 山岸 茂, 福岡 宏倫＊ 

日本移植学会 

＜移植認定医＞ 武田 和永 

日本内視鏡外科学会 

＜評議員＞ 関戸 仁, 國崎 主税, 山口 茂樹, 福島 忠男, 藤井 正一, 大田 貢由, 斎藤 修治, 
山岸 茂, 長田 俊一, 渡邉 純 石部 敦士, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮＊

＜技術認定医＞ 長堀 薫, 関戸 仁, 國崎 主税, 山口 茂樹, 福島 忠男, 藤井 正一, 大田 貢由, 
長田 俊一, 齊藤 修治, 上田 倫夫, 山岸 茂, 渡辺 一輝, 石部 敦士, 渡邉  純, 
中嶌 雅之, 高川 亮, 諏訪 宏和, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部  顕, 小坂 隆司, 
樅山 将士, 本間 祐樹, 中川 和也, 小澤真由美, 柿添 学, 後藤 晃紀, 福岡 宏倫, 
佐藤  圭＊, 清水 哲也＊

日本消化器内視鏡学会 

＜本部評議員＞ 國崎 主税 

＜関東支部例会評議員＞ 
國崎 主税, 山口 茂樹 

＜指導医＞ 高橋 利通, 高橋 正純, 國崎 主税, 簾田康一郎, 森脇 義弘, 市川 靖史, 山口 茂樹, 
荒井 勝彦, 舛井 秀宣, 山本 雅由, 長谷川信吾, 福島 忠男, 秋山 浩利, 大田 貢由, 
齊藤 修治, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 山田美千代, 辰巳 健志, 石部 敦士, 渡邉 純 

＜専門医＞ 大木 繁男, 池  秀之, 古嶋 薫, 大高 京子, 今井 信介, 高橋 正純, 國崎 主税, 
浜畑 幸弘, 山本 雅由, 簾田康一郎, 望月 弘彦, 森脇 義弘, 市川 靖史, 山口 茂樹, 
荒井 勝彦, 長谷川信吾, 福島 忠男, 舛井 秀宣, 秋山 浩利, 大田 貢由, 木村 英明, 
杉田 光隆, 齊藤 修治, 長嶺弘太郎, 大塚 裕一, 森岡  香, 星 加奈子, 清水 哲也, 
松山 隆生, 谷口 浩一, 辰巳 健志, 森 隆太郎, 石部 敦士, 渡邉  純, 藪下 泰宏, 
鈴木 紳祐, 宮本  洋 
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＜認定医＞ 古嶋 薫, 高橋 利通, 高橋 正純, 望月 弘彦, 森脇 義弘, 山口 茂樹, 福島 忠男, 
舛井 秀宣, 山本 雅由, 秋山 浩利, 福岡 宏倫＊

日本甲状腺外科学会 

＜評議員＞ 阿部 哲夫 

日本胸部外科学会 

＜認定医＞ 城戸 泰洋 

日本食道学会 

＜評議員＞ 國崎 主税 

＜食道外科専門医＞ 
國崎 主税 

＜食道科認定医＞ 
國崎 主税, 秋山 浩利, 大塚 裕一, 牧野 洋知, 小野 秀高, 高川 亮, 木村 準, 
泉澤 祐介, 矢後 彰一, 佐藤  渉＊

日本胃癌学会 

＜評議員＞ 高橋 正純, 國崎 主税, 秋山 浩利, 牧野 洋知 

日本肝胆膵外科学会 

＜理事長＞ 遠藤 格 

＜評議員＞ 嶋田 紘, 阿部 哲夫, 仲野 明, 長堀 薫, 関戸  仁, 遠藤  格, 簾田康一郎, 
舛井 秀宣, 田中 邦哉, 藤井 義郎, 窪田 徹, 杉田 光隆, 森岡 大介, 上田 倫夫, 
武田 和永, 松尾 憲一, 清水 哲也, 松山 隆生, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 
南  裕太, 村上  崇, 藪下 泰宏 

＜高度技能指導医＞ 
嶋田  紘, 長堀 薫, 関戸  仁, 遠藤 格, 簾田康一郎, 舛井 秀宣, 田中 邦哉, 
藤井 義郎, 窪田 徹, 杉田 光隆, 上田 倫夫, 武田 和永, 松尾 憲一, 南 裕太 

＜高度技能専門医＞ 
松山 隆生, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 本間 祐樹＊, 藪下 泰宏＊

日本肝臓学会 

＜指導医＞ 長堀 薫 
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＜専門医＞ 嶋田  紘, 長堀 薫, 関戸 仁, 簾田康一郎, 森岡 大介, 武田 和永, 熊本 宜文, 
森 隆太郎, 野尻 和典 

日本胆道学会 

＜理 事＞ 遠藤 格 

＜評議員＞ 遠藤 格 

＜指導医＞ 遠藤 格, 簾田康一郎, 松尾 憲一, 松山 隆生, 藤井 義郎 

日本大腸肛門病学会 

＜監 事＞ 杉田 昭 

＜評議員＞ 福島 恒男, 大木 繁男, 杉田 昭, 池 秀之, 高橋 利通, 小金井一隆, 山口 茂樹, 
荒井 勝彦, 福島 忠男, 長谷川信吾, 藤井 正一, 大田 貢由, 木村 英明, 齊藤 修治, 
山岸 茂, 長田 俊一, 辰巳 健志, 石部 敦士, 渡邉 純, 鈴木 紳祐 

＜指導医＞ 福島 恒男, 杉山  貢, 嶋田  紘, 大木 繁男, 久保  章, 仲野  明, 池  秀之, 
杉田  昭, 古嶋 薫, 高橋 利通, 簾田康一郎, 小金井一隆, 深野 雅彦, 山口 茂樹, 
荒井 勝彦, 竹内 信道, 長谷川信吾, 山本 雅由, 藤井 正一, 大田 貢由, 木村 英明, 
斎藤 修治, 山岸 茂, 長田 俊一, 渡辺 一輝, 成井 一隆, 渡邉 純, 鈴木 紳祐＊ 

＜専門医＞ 嶋田  紘, 大木 繁男, 久保  章, 仲野  明, 池  秀之, 杉田 昭, 古嶋  薫, 
大高 京子, 浜畑 幸弘, 松尾 恵五, 簾田康一郎, 小金井一隆, 山口 茂樹, 荒井 勝彦, 
竹内 信道, 長谷川信吾, 山本 雅由, 藤井 正一, 大田 貢由, 木村 英明, 齊藤 修治, 
山岸 茂, 上向 伸幸, 長田 俊一, 森岡 香, 渡辺 一輝, 成井 一隆, 辰巳 健志, 
石部 敦士, 渡邉 純, 樅山 将士, 井上 英美, 渡部 顕, 鈴木 紳祐 諏訪 雄亮 

＜認定医＞ 久保 章, 杉田 昭, 高橋 利通, 小金井一隆, 福岡 宏倫＊

日本臨床検査医学会 

＜専門医＞ 千葉 泰彦 

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 

＜理 事＞ 大木 繁男 

＜特別会員＞ 池  秀之＊

＜評議員＞ 大木 繁男, 山口 茂樹, 石部 敦士, 山岸 茂＊ 
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日本救急医学会 

＜評議員＞ 森脇 義弘 

＜指導医＞ 杉山 貢, 山本 俊郎, 森脇 義弘 

＜専門医＞ 杉山 貢, 山本 俊郎, 窪田 徹, 望月 弘彦, 森脇 義弘, 清水 哲也 

＜認定医＞ 森脇 義弘, 窪田 徹 

日本腹部救急医学会 

＜名誉会員＞ 杉山  貢 

＜評議員＞ 山本 俊郎, 遠藤 格, 森脇 義弘, 田中 邦哉, 松山 隆生, 國崎 主税

＜認定医＞ 鈴木 紳祐, 清水 康博＊

日本臨床救急医学会 

＜理 事＞ 杉山  貢 

＜評議員＞ 山本 俊郎, 森脇 義弘 

日本乳癌検診学会 

＜評議員＞ 土井 卓子, 石川 孝, 千島 隆司 

日本外科代謝栄養学会 

＜評議員＞ 田中 邦哉, 長田 俊一

日本外科系連合学会 

＜理 事＞ 國崎 主税 

＜評議員＞ 國崎 主税, 遠藤 格, 森脇 義弘, 藤井 正一, 田中 邦哉, 森 隆太郎

日本消化管学会 

＜評議員＞ 杉田  昭 

＜指導医＞ 國崎 主税, 木村 英明 

＜専門医＞ 國崎 主税, 簾田康一郎, 木村 英明 
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＜認定医＞ 簾田康一郎, 山口 茂樹 

日本気胸嚢胞性肺疾患学会 

＜評議員＞ 城戸 泰洋 

日本在宅医療学会 

＜評議員＞ 杉田 昭, 望月 弘彦 

日本医療マネージメント学会 

＜評議員＞ 久保  章 

日本プライマリ・ケア連合学会 

＜評議員＞ 森脇 義弘 

日本旅行医学会 

＜認定医＞ 清水 哲也, 大塚 裕一, 山田美千代 

日本航空医療学会 

＜理 事＞ 杉山  貢 

＜評議員＞ 森脇 義弘 

日本東洋医学会 

＜代議員＞ 杉山  貢 

＜指導医＞ 荒井 勝彦 

＜専門医＞ 杉山 貢, 森脇 義弘, 荒井 勝彦 

日本化学療法学会 

＜認定医＞ 簾田康一郎 
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日本がん検診・診断学会 

＜認定医＞ 土井 卓子 

日本集団災害医学会 

＜評議員＞ 杉山 貢 

日本Acute Care Surgery学会 

＜評議員＞ 仲野 明, 森脇 義弘 

日本脳神経外科学会 

＜評議員＞ 千葉 康洋 

＜専門医＞ 千葉 康洋 

日本頭痛学会 

＜専門医＞ 千葉 康洋 

日本外科感染症学会 

＜評議員＞ 田中 邦哉, 森 隆太郎 

日本外科病理学会 

＜評議員＞ 田中 邦哉 

日本ロボット外科学会 

＜国内Ｂ級＞ 石部 敦士, 樅山 将士, 鈴木 紳祐＊, 諏訪 宏和＊ 

日本医師会 

＜認定産業医＞ 鈴木 紳祐, 長堀 優, 千島 隆司＊ 

米国外科学会 American College of Surgeons（ACS） 

＜評議員（Fellow）＞ 
関戸  仁, 山口 茂樹, 村上  崇＊ 
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米国結腸直腸外科学会 American Society of Colon and Rectal Surgeons（ASCRS） 
       
＜評議員（Fellow）＞       

 山口 茂樹, 木村 英明      
        
        

国際外科学会 International College of Surgeons（ICS） 
       
＜評議員（Fellow）＞       

 遠藤  格, 山口 茂樹      
        
        

米国消化器内視鏡外科学会 Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons（SAGES） 
        

＜FUSE（Fundamental Use of Surgical Energy）＞ 
 渡邉  純       
        
        

日本人類遺伝学会 
        

＜臨床遺伝専門医＞       
 喜多久美子       
        
        

日本小児外科学会 
        

＜専門医＞ 浅野 史雄       
        
        

日本膵臓学会 
        

＜指導医＞ 村上  崇       
        
        

日本緩和医療会 
        

＜認定医＞ 村上  崇＊, 大塚 裕一＊      

 

118 医　局／学会評議員・指導医・認定医


	10 医局 1
	10 医局 2
	10 医局 3
	10 医局 4
	10 医局 5
	10 医局 6
	10 医局 7
	10 医局 8
	10 医局 9
	10 医局 10
	10 医局 11
	10 医局 12
	10 医局 13
	10 医局 14

