
【指導医・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、審査の結果更新認定された方
※正式承認は5/24の理事会です
新認定日：2020年4月1日～2025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）
新しい認定証は当初 6月の学術総会後、7月末に発送予定でしたが
総会が延期のため発送時期未定です。決まり次第ご案内いたします。

（留学延長）

青木　明彦 大坪　茂 久保田　英司 鈴木　重雄 中川　修一 藤中　秀彦 吉川　和寛 石川　康暢

青栁　竜治 大坪　俊夫 久保田　孝雄 鈴木　大輔 仲里　仁史 船曳　和彦 吉川　桃乃 伊藤　建二

浅香　充宏 大坪　由里子 熊谷　裕生 鈴木　正司 中里　優一 星野　純一 吉田　克法

朝倉　伸司 大野　卓志 熊澤　実 鈴木　芳樹 中島　泰志 堀田　晶子 吉田　理

淺野　友彦 大橋　温 黒川　清 瀬川　賀世子 長田　道夫 本田　恒雄 吉田　俊子

浅野　学 大原　敦子 黒木　裕介 関　常司 中野　正明 本間　則行 吉田　太

旭　浩一 大森　章男 小出　滋久 瀬田　公一 中林　巌 松尾　良一 吉永　泰彦

荒川　俊雄 岡田　知也 鯉渕　清人 芹澤　由樹子 中村　敏子 松下　和通 吉本　敬一

荒木　英雄 岡田　範之 香坂　隆夫 高市　憲明 中村　裕紀 松下　啓 賴　建光

有田　美智子 岡田　満 小路　仁 高桑　浩 中村　恵 松原　龍也 若杉　正清

有村　美英 岡本　雅之 上月　正博 髙島　毅 中山　勝 松本　明彦 和田　隆志

有元　克彦 小川　大輔 小角　幸人 高橋　計行 永山　嘉恭 松本　美富士 和田　庸子

飯島　一誠 小川　哲也 心石　敬子 高橋　昌里 成瀬　友彦 松山　和弘 渡辺　修一

飯塚　正 小川　良雄 五島　敏 髙橋　直生 成瀬　光栄 松山　健

井尾　浩章 奥新　小百合 後藤　俊介 高山　公洋 西岡　克章 真鍋　康二

池上　直慶 奥田　誠也 小西　啓夫 瀧沢　利一 西田　隼人 丸山　健一

石井　博史 小口　健一 小林　直之 滝本　千恵 西田　秀範 丸山　彰一

石川　英二 奥津　理恵 小林　正喜 武井　卓 西村　誠明 丸山　之雄

石黒　望 奥野　仙二 小山　正樹 武田　朝美 西村　元伸 三浦　浩平

石戸谷　滋人 鬼塚　史朗 根東　義明 武田　真一 西銘　圭蔵 三島　敬一郎

石原　哲 小原　まみ子 斉藤　昭弘 武田　福治 西本　幸弘 宮内　義浩

石光　俊彦 小山　雄太 斎藤　大輔 田崎　和之 西山　純一郎 宮城　信雄

石村　春令 笠井　健司 坂　洋祐 立松　美穂 新田　孝作 宮崎　健一

泉　朋子 梶原　健吾 酒井　政司 田中　敬雄 野田　裕美 宮田　仁美

井関　邦敏 片岡　浩史 酒井　行直 田中　健一 萩原　正大 麦谷　荘一

板橋　美津世 片野　健一 酒巻　裕一 田中　希尚 橋本　梓 宗村　千潮

市川　明子 加藤　佐和子 桜井　俊宏 田邉　一成 橋本　整司 村上　太一

市田　公美 門松　賢 櫻井　祐成 田邉　信明 波多野　道康 村田　一知朗

市田　静憲 金森　弘志 酒見　隆信 玉井　宏史 服部　吉成 村田　敏晃

伊藤　彰典 上村　元洋 佐々木　修 千葉　哲男 林　香 村田　智博

稲永　隆 亀井　宏一 佐々木　環 塚田　義人 林　晃一 元吉　八重子

井上　徹 亀田　茂美 佐田　憲映 塚原　宏一 早野　恵子 森　義雄

今井　直彦 川岡　孝一郎 佐藤　恵子 辻　明 早野　俊一 森石　みさき

今福　俊夫 川勝　秀一 佐藤　順一 土田　晃靖 原田　知 守尾　一昭

今村　厚志 川口　洋 佐内　透 土谷　健 比企　能之 森田　良樹

入交　重雄 川崎　幸彦 佐野　晃司 鶴田　宏 久田　幸正 森本　哲司

岩崎　滋樹 川田　典孝 椎崎　和弘 土井　俊樹 久永　修一 守山　敏樹

植木　嘉衛 川西　秀樹 潮平　芳樹 研井　有紀 平賀　聖悟 安田　香

上木原　宗一 河野　智康 宍戸　寛治 常田　康夫 平方　秀樹 安田　隆

植田　敦志 神田　武志 柴原　伸久 徳留　悟朗 平田　教至 安森　亮吉

碓井　公治 北島　進 島田　憲明 戸田　孝之 平田　昌義 矢内　充

内田　啓子 北村　真 島田　美貴 冨田　弘道 平松　武幸 柳川　眞

内田　信一 衣笠　えり子 清水　芳男 富田　新 深澤　佐和子 山内　淳

宇都宮　保典 木野　稔 庄司　繁市 富田　真弓 福島　正樹 山下　裕

梅村　敏 木下　浩二 城嶋　和孝 冨永　直人 福田　道雄 山田　昌彦

瓜生　康平 木原　隆司 白髪　宏司 友　雅司 福留　裕一郎 山本　威久

大久保　泰宏 紀平　裕美 新貝　早百合 供田　文宏 福成　健一 山本　龍夫

大澤　勲 京　昌弘 末廣　正 内藤　省太郎 藤井　隆之 楊　國昌

大沢　弘 楠本　泰博 杉山　斉 中井　健太郎 藤井　徹郎 湯澤　由紀夫

太田　康介 国見　基瑩 鈴木　理志 中岡　明久 藤島　幹彦 横山　隆


