
【専門医・更新】※昨年12月初旬にこちらから送った申請書を返送され、問題なく更新された方
新認定日：2019年4月1日～2024年3月31日（マイページの反映は5月中旬頃を予定しています）
5月末発行予定学会誌に氏名掲載
新認定証は6月総会後、7月末までに発送予定

(留学延長）

青柳　誠 市田　公美 遠藤　陽子 勝又　秀樹 北野　充 小林　未央子 七里　眞義 関塚　桂子 田畑　勉 中川　喜美子 橋永　みよし 藤井　琢磨 松本　孝之 森下　尚子 油布　慶子 池田　信一郎

青山　雅博 市田　静憲 及川　治 勝連　英雄 北村　里子 小林　元夫 篠原　正彦 関山　聡史 田村　功一 中小路　やよい 橋本　和明 藤澤　奈央 松本　秀明 森島　淳之 横田　健一 井上　剛

秋山　愛由 市原　淳弘 大石　和久 加藤　彰浩 喜多村　真治 小林　靖明 柴田　孝則 瀬崎　良三 溜井　紀子 永迫　博信 橋本　達夫 藤島　智 松本　洋 森田　龍頼 横地　章生 江里口　雅裕

秋山　健一 一色　啓二 大石　秀人 加藤　清也 北村　哲也 小牧　和美 柴田　真希 銭谷　慕子 爲國　時世 中澤　純 橋本　直輝 藤田　豊 松本　充峰 森田　博文 横山　建二 江里口　理恵子

浅香　充宏 一色　玲 大城戸　一郎 加藤　謙一 北村　雄大 小松　博史 柴田　了 芹澤　由樹子 陀安　智也 中沢　将之 橋本　裕之 藤永　周一郎 眞部　真弓 森田　博之 横山　倫子 越智　章展

浅野　麻里奈 伊藤　亜紀 大崎　史淳 加藤　信夫 木下　千春 古家　大祐 柴野　貴之 千田　将光 丹野　有道 長澤　康行 長谷川　博也 藤野　貴行 丸山　資郎 森戸　直記 横山　温子 各務　志野

芦澤　麻美子 伊藤　功 太田　哲人 加藤　信孝 木場　藤太 今田　恒夫 嶋崎　久美子 曽根　正好 知念　さおり 中沢　有香 畑添　久美子 藤本　久美子 萬代　新太郎 守時　政宏 吉　晋一郎 片桐　大輔

足立　浩樹 伊藤　賀恵 大田　聡 加藤　秀樹 木原　正夫 権藤　麻子 島田　美智子 大上　泰典 張　同輝 中下　さつき 畑間　繁樹 藤原　崇史 三浦　修平 森本　順子 吉浦　辰徳 鬼無　洋

阿部　俊和 伊藤　健太 大谷　隆俊 加藤　麻衣 耒海　美穂 近藤　尚哉 嶋田　靖司 高木　幹郎 塚口　裕康 長嶋　孝夫 八田　告 布施　善和 三浦　靖彦 守屋　達美 吉川　香廉 杉崎　健太郎

阿部　倫明 伊藤　純 大谷　美穂 門松　賢 木村　和生 斎須　和浩 島松　和正 高木　美幸 塚原　優子 中島　惠仁 花岡　一成 二村　健太 三上　聡司 守屋　利佳 吉川　央子 諏訪部　達也

阿部　祥英 伊藤　真一 大塚　康洋 金岡　知彦 木村　守次 齋藤　淳史 島村　芳子 高桑　浩 塚本　雅俊 中田　紘介 花田　繁 古家　恵子 水崎　浩輔 森山　能仁 吉川　美喜子 土井　俊樹

雨宮　賢一 伊藤　哲二 大坪　茂 金﨑　雅美 木村　里緒 斎藤　大輔 島本　雅史 高崎　泉 月田　真祐子 中谷　公彦 花田　卓也 古川　智洋 水冨　一秋 森脇　健史 吉崎　幸 冨永　直人

荒木　雄也 伊藤　秀之 大坪　由里子 金原　幸司 久傳　康史 斎藤　貴子 志水　愛衣 高田　健治 津田　昌宏 中司　敦子 馬場　明子 古田　英美子 水政　透 門田　智香子 吉田　衝未 豊原　敬文

荒木　義則 稲田　良郁 大野　晃 金子　惠一 茎田　奈央子 齋藤　陽子 清水　阿里 髙田　知朗 土田　聡子 中西　員茂 早川　和良 古田　慎司 三瀬　直文 水掫　久仁子 吉田　啓 中沢　大悟

有賀　誠司 井上　達之 大野　敦 金子　尚嗣 莖田　昌敬 齋藤　慶史 清水　順子 高田　泰治 土谷　健 中西　浩一 早川　宏 古寺　理恵 三井　憲 門馬　一成 吉原　堅 中野　敏昭

安東　豊 井上　禎子 大野　良晃 金子　友香 草野　英二 坂　洋祐 清水　千枝 高橋　哲史 筒井　貴朗 中野　広文 早崎　貴洋 降籏　俊一 光中　弘毅 矢尾　尚之 吉村　潤子 西園　隆三

安藤　亮太郎 井上　賀元 大橋　正和 金子　和光 草部　牧子 酒井　和子 清水　淑子 高橋　大栄 都筑　優子 中村　敏子 林　江実子 保坂　聖子 三橋　美和子 栁沼　樹宏 吉村　伸明 萩原　晋二

飯尾　健一郎 井下　博之 大橋　靖 金田　尚 櫛山　武俊 坂井　清英 志水　信彦 高橋　利和 角田　聖 仲村　聡子 林　晃正 星野　身穂 三戸部　倫大 安田　日出夫 吉本　宗平 原　洋一郎

飯尾　麗 猪俣　繁 大林　孝彰 椛島　成利 楠本　拓生 坂井　智行 清水　正樹 高橋　創 津畑　豊 中村　哲也 早田　学 細江　佳子 三留　淳 八十川　武明 四枝　英樹 平松　里佳子

飯ヶ谷　嘉門 今井　五郎 大宮　照明 鎌田　真理子 国枝　武彦 酒井　信子 清水　義久 高橋　弘樹 坪庭　直樹 中村　智子 原　和弘 細川　緑 水口　潤 矢田貝　千尋 蓬田　茂 松本　啓

飯田　里菜子 今澤　俊之 岡田　あかね 上浦　望 国見　基瑩 坂井　宣彦 下畑　誉 高橋　正毅 鶴田　吉和 中村　信 原　誠一郎 堀江　勝智 南　聡 谷津　圭介 依藤　壮史 和田　幸寛

家原　典之 伊與田　雅之 岡田　規 上條　由佳 窪山　美穂 酒井　政司 霜村　昌彦 高橋　充生 出口　雅子 中村　裕也 原澤　信介 堀元　直哉 南　英利 矢内　充 依光　大祐 渡邉　公雄

井垣　直哉 岩佐　悠子 緒方　亮二 神谷　康司 熊谷　和浩 阪本　勝彦 下山　弘展 高畠　義嗣 寺西　順哉 中山　昌明 原田　幸児 本田　智靖 三船　瑞夫 矢内　佑子 若杉　三奈子

井口　大旗 岩澤　秀明 岡本　貴行 亀田　愛樹 熊谷　天哲 坂本　龍彦 白上　巧作 高林　大輔 土井　俊夫 中山　裕史 原田　涼子 本田　由美 三村　正裕 柳川　眞 和田　隆志

池上　直慶 岩田　晶子 岡本　真智子 蒲生　直幸 熊﨑　俊樹 佐久間　裕 白川　利彦 田上　哲夫 土井　洋平 永山　嘉恭 潘　勤雅 前澤　晃 宮城　盛淳 柳田　太平 和田　芳文 伊東　道江

池谷　紀子 岩渕　仁 小川　智也 狩谷　哲芳 熊田　千晶 桜井　俊宏 白崎　有正 髙宮　良美 東郷　久子 奈倉　千苗美 東　桂史 前田　章雄 宮崎　健一 矢野　弘史 渡瀨　謙仁 内山　葉子

池岸　幸伸 岩渕　裕子 小川　真喜子 河合　浩寿 熊田　憲彦 櫻井　裕子 白澤　祐一 田川　美穂 東條　克能 成清　武文 久永　修一 牧野　耕和 宮﨑　渚 山縣　邦弘 綿谷　博雪

池田　直史 植木　嘉衛 小川　みゆき 川上　勝之 久米田　靖郎 櫻井　祐成 白矢　勝子 武田　朝美 富樫　信彦 南学　正臣 久野　正貴 牧野　靖 宮崎　正信 山川　聡 渡辺　達人

池田　裕史 植田　敦志 奥津　理恵 河﨑　智樹 倉田　圭 笹川　五十次 新貝　早百合 竹田　徹朗 戸川　証 難波　早耶香 日比野　敏子 槙林　弘之郎 宮﨑　三枝子 山川　正人 渡辺　毅

石川　英二 上田　久巳 小倉　明子 河島　聖仁 倉田　智志 佐々木　公一 新里　健暁 武田　敏也 土岐　徳義 南里　正之 冷牟田　浩人 正木　崇生 宮里　昌 山口　友美 渡邉　智成

石川　聡 上田　仁美 小倉　俊郎 川嶋　聡子 倉田　久嗣 佐々木　徹 新沢　真紀 竹中　優 徳留　悟朗 新畑　覚也 兵頭　尚実 間瀬　かおり 宮里　賢和 山口　春奈 渡邊　吉康

石川　純子 上地　正人 小倉　学 川田　早百合 黒木　裕介 佐々木　有 末木　志奈 竹中　義正 常世田　智明 新居見　和彦 平岡　順治 又吉　哲太郎 宮澤　昌子 山口　通雅 亘理　裕昭

石川　英昭 上野　光博 小此木　英男 川根　隆志 黒田　豊 佐藤　和人 末吉　慶多 竹本　利行 戸田　孝之 西浦　亮介 平岡　倫江 松井　敏 宮田　仁美 山崎　完

石黒　哲也 上野　里紗 長田　しをり 河野　智康 桒原　孝成 佐藤　雄久 菅沼　信也 田崎　尋美 戸津崎　茂雄 西尾　妙織 平川　陽亮 松井　礼 深山　雄大 山崎　智行

石黒　望 上村　治 小澤　裕理 河野　仁美 小泉　智三 佐藤　浩司 杉本　孝一 田添　昇 飛野　杏子 西尾　利樹 平塩　秀磨 松浦　元一 武藤　正浩 山崎　肇

石津　智子 内田　英司 押谷　創 河野　学 鯉渕　清人 佐藤　功造 杉屋　直子 多田　由布子 富田　亮 西尾　文利 平塚　真紀 松浦　弓恵 宗像　さやか 山崎　秀憲

石田　楓 内田　幸助 小田　弘明 河場　康郎 河野　郁枝 佐藤　聡一郎 杉山　昌史 立花　直樹 富田　正郎 西岡　聡 平野　大志 松尾　研 村岡　良朗 山崎　昌洋

石田　貴之 内田　治仁 小野田　哲也 川端　裕彰 河野　啓一 佐藤　貴彦 鈴木　和子 橘　政昭 冨安　朋宏 西野　義親 廣重　欣也 松尾　大 村松　雅人 山﨑　麻由子

石田　良 内村　英輝 小原　一廣 川端　雅彦 古賀　徳之 佐藤　壽浩 鈴木　重雄 立石　悠 富山　のぞみ 西村　元伸 廣瀬　弥幸 松尾　七重 村山　慎一郎 山下　眞

石津　隆 宇津　貴 尾邉　利英 川村　研 小島　糾 佐藤　英彦 鈴木　創 田中　秋生 戸舎　咲紀 新田　豊 深尾　亘 松尾　良一 本橋　玲奈 山下　哲理

石塚　恒夫 宇都宮　靖 小俣　正子 神田　杏子 児島　康行 佐藤　弘章 鈴木　大輔 田中　敬雄 豊田　和寛 額　浩一 深川　雅史 松岡　一江 本村　亜矢子 山下　凡子

石原　祐美 内海　甲一 面川　歩 菅野　真理 五代　和紀 佐藤　舞 鈴木　孝秀 田中　一樹 内藤　省太郎 沼田　明 福井　義尚 松岡　潔 茂庭　仁人 山田　優紀

石丸　和宏 海上　耕平 海津　嘉毅 神應　太朗 小瀧　周平 里村　厚司 鈴木　寿英 田中　哲洋 中　美紀 根岸　康介 福田　久美子 松坂　貫太郎 森　克仁 倭　正也

石山　明寛 鵜山　秀人 貝森　淳哉 菊田　知宏 児玉　史子 澤　直樹 鈴木　洋行 田中　英晴 中井　明子 野﨑　裕美 福田　朋子 松下　和通 森　潔 山本　清子

石割　康平 浦松　正 香川　亨 菊池　京子 此下　忠志 澤井　一智 鈴木　隆慈 田中　宏明 長井　幸二郎 野城　宏夫 福田　裕光 松田　拓久 盛　英機 山本　卓

泉　朋子 漆谷　義徳 柿田　直人 菊池　秀年 小畑　敬子 澤崎　孝司 須田　伸 田中　百合子 永井　巧雄 野田　俊輔 福田　豊 松延　華子 森　優 山本　毅士

井関　邦敏 江川　雅博 鍵和田　直子 菊本　陽子 小林　愛 沢登　恵美 住永　雅司 田邉　一成 中井　真通 野原　健 福長　直也 松原　啓介 森　雄太郎 山本　尚史

板橋　美津世 江口　亜弥 郭　義胤 貴島　沙織 小林　伸哉 塩田　潤 住元　巧 谷藤　千暁 永井　道子 野村　篤史 福成　健一 松村　正巳 森　夕起子 山本　博之

一居　充 江本　因 掛川　哲司 岸本　典子 小林　政司 四方　泰史 陶山　和秀 谷本　一美 中尾　一志 野村　信介 藤井　健 松本　昭英 森　るり子 油座　利貴

市川　透 遠藤　美樹子 粕本　博臣 北島　進 小林　広学 重本　絵実 関川　孝司 種本　雅之 中垣　祐 土師　陽一郎 藤井　隆之 松本　啓 森口　いぶき 湯藤　潤


