
【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、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　竜弥 石橋　道男 上田　裕之 大野　洋一 柏木　保代 木下　浩二 小林　聡 椎名　達也 瀬戸　博美 谷　崇 長岡　由修 二宮　誠 平田　教至 増永　義則 村田　智博 山室　めぐみ 石川　康暢

青木　尚子 石原　哲 植田　美紀 大橋　徳巳 梶原　健吾 木下　浩 小林　直之 塩見　智子 曽我部　篤史 谷　悠紀子 中川　兼康 布川　貴博 平野　恭子 松井　功 村田　実奈子 山本　貴敏 井手　紀子

青木　裕次郎 石原　力 上野　智敏 大橋　弘文 梶原　麻実子 木原　隆司 小林　則善 宍戸　崇 苑田　祐二 谷　良宏 中川　修一 布谷　隆治 平野　浩子 松岡　稔明 村田　弥栄子 山本　威久 伊藤　建二

青山　雅則 石光　俊彦 上原　彰允 大原　敦子 片岡　浩史 紀平　裕美 小林　英雄 篠　朱美 傍島　裕司 田原　大悟 中里見　征央 根本　文彦 平野　寛子 松清　立 村谷　博美 山本　雅紀 伊藤　雄伍

赤井　靖宏 石村　春令 上原　温子 大森　章男 片野　健一 木村　秀樹 小林　麻裕美 篠崎　倫哉 蘇原　映誠 玉井　仁 長嶋　昭憲 野入　千絵 平野　資晴 松沢　誠 村津　淳 湯浅　保子 今泉　貴広

安藝　昇太 石森　真吾 上村　麻衣 大森　弘基 片渕　律子 木本　成昭 小林　達昌 篠原　明成 田井　怜敏 玉置　昭 中島　絵美 野口　光也 平松　美佐子 松下　啓 村山　知生 湯澤　由紀夫 岩倉　考政

安岐　康晴 泉　裕一郎 魚住　二郎 大矢　昌樹 門　浩志 木山　茂美 小針　英理 柴田　茂 髙江　啓太 玉垣　圭一 中嶌　知子 野坂　英樹 比留川　喬 松下　芳雄 持田　泰寛 横井　徹 大西　央

秋山　由里香 磯崎　泰介 宇高　千恵 大山　敦嗣 加藤　順一郎 京極　士郎 小松田　敦 柴田　徹 高折　光司 玉村　宗一 中嶋　淑心 野坂　仁也 廣瀬　悟 松島　秀樹 望月　俊雄 横井　陽子 岸　誠司

浅尾　りん 磯崎　夕佳 内田　啓子 大和田　葉子 加藤　珠代 京田　有輔 小栁　光 渋谷　祐子 高崎　順代 田村　茂生 長田　太助 野﨑　祐史 廣瀬　真 松田　洋人 茂木　伸介 横田　眞二 久間　昭寛

朝田　啓明 磯部　伸介 内田　信一 岡田　和也 加藤　朋美 清原　実千代 小山　貴之 島田　美貴 高澤　和也 多和田　光洋 中田　悠皓 野田　裕美 深澤　洋敬 松永　千恵 元吉　八重子 横田　直人 篠﨑　康之

浅野　喜代治 市川　明子 内山　和彦 岡田　晋一 加藤　宏 桐林　慶 小山　正樹 嶋津　啓二 髙島　毅 塚田　義人 永田　道子 野村　和史 福井　崇之 松原　龍也 桃木　久美子 横山　裕 辻　憲二

浅野　健一郎 井辻　智美 浦　佳莉子 岡庭　あすか 加藤　曜子 日下　敬太 是枝　大輔 嶋本　義雄 髙杉　浩司 津金澤　浩彦 中田　夕香子 萩野下　丞 福岡　利仁 松久　優雅 桃木　律也 横山　由就 浜谷　博子

浅野　学 井出　陽子 浦江　淳 岡本　智子 門口　啓 草野　裕樹 根東　義明 清水　マリ子 高添　一典 塚原　常道 中谷　嘉寿 橋爪　裕明 福岡　富和 松前　知治 森　茂雄 吉岡　徹朗 原　順子

旭　浩一 伊藤　彰典 浦風　雅春 岡本　雅之 金井　厳太 楠　博 今野　雄介 清水　美幸 高橋　和志 塚原　宏一 中司　峰生 橋村　裕也 福島　直太郎 松村　千恵子 森　真義 吉賀　正博 藤倉　知行

浅利　佳奈 伊藤　綾乃 浦上　昌也 岡本　峰夫 金井　秀夫 工藤　立史 崔　啓子 清水　優佳 髙橋　和浩 塚本　仁 長門谷　克之 橋本　梓 福田　誠一 松村　典彦 森　佳子 吉川　和寛 向井　秀幸

麻生　和義 伊藤　謙 浦辻　洋平 小川　貴彦 金丸　裕 国井　伸泰 三枝　昭裕 下村　有希子 高橋　駿介 塚本　達雄 中西　康博 橋本　整司 福家　吉伸 松本　明彦 森石　みさき 吉川　憲子 山原　真子

阿部　高明 伊藤　佐久耶 瓜田　温子 小川　千恵 金森　弘志 国井　良彦 齋藤　修 正路　久美 高橋　昌里 月野木　智子 永野　幸治 橋本　多恵子 藤井　徹郎 松本　有里子 森川　貴 吉川　博子 山見　暁

阿部　恭知 伊藤　誓悟 上床　周 小川　成章 金子　松五 久保　峻 齋藤　陽孝 庄司　哲雄 高橋　剛 柘植　俊直 中野　力 長谷川　みどり 藤垣　嘉秀 松山　和弘 森田　智 吉澤　滋

綾　邦彦 伊藤　園子 江上　純一 小川　洋平 金子　知代 窪田　研二 齊藤　久さこ 庄司　紀和 髙橋　直生 辻　明 中野　優 長谷川　律子 藤澤　佳代子 真鍋　康二 森田　良樹 吉田　一徳

新井　鐘大 伊藤　岳司 江口　剛人 小川　喜久 金子　佳賢 窪田　沙也花 斉藤　博紀 正田　純子 高橋　則尋 辻　博子 中野　志仁 羽田野　実 藤澤　一 丸山　健一 森本　哲司 吉田　紗矢香

荒井　典子 稲熊　大城 江崎　隆 荻山　義明 金田　幸司 熊谷　裕生 齊藤　裕之 正田　若菜 高橋　真理子 辻川　浩明 長野　善朗 蜂矢　朝香 藤田　芳郎 丸山　浩史 森本　尚孝 吉田　理

新居　春菜 稲葉　直人 江端　真一 奥新　小百合 金森　隆 熊澤　実 齊藤　安弘 新城　響 高橋　悠乃 辻田　誠 中林　巌 服部　吉成 藤中　秀彦 丸山　之雄 守山　敏樹 吉田　千佳

新井　洋平 稲葉　宗通 海老原　史高 小口　悟寛 上村　太朗 倉重　眞大 阪　聡 末廣　正 高原　史郎 辻本　康 中原　徳弥 馬場　章 藤野　文孝 丸山　良夫 森脇　久美子 吉田　弘明

荒川　哲次 稲山　えみ 大井　克征 小倉　江里子 上村　元洋 倉根　理一 坂　早苗 末光　聡子 高松　和永 津田　勝路 中村　奈央 馬場　良和 藤巻　博 三沢　志保 安田　考志 吉田　弘道

新田　華代 稲荷場　ひろみ 大石　明 小倉　誠 神村　豊 来栖　厚 嵯峨　大介 須賀　昭信 髙谷　陽子 土橋　卓也 中村　恵 濱口　明彦 藤見　忠生 三島　敬一郎 安友　康二 吉野　麻紀

有薗　健二 伊西　洋二 大石　佳央梨 小澤　素子 神山　理明 黒川　佑佳 坂井　薫 菅原　明 滝　知彦 筒井　修一 中村　元信 濱口　富弥 藤本　壮八 水野　真一 柳川　宏之 吉宗　奈緒美

有元　克彦 稲永　隆 大石　大輔 織田　邦義 亀井　宏一 黒川　幸枝 酒井　行直 菅原　典子 瀧口　梨愛 角田　慎一郎 長屋　麻由 濵﨑　敬文 二ツ山　みゆき 水野　仁 矢野　彰三 吉本　敬一

安藤　史顕 井上　紘輔 大石　哲也 小田　さや香 亀井　大悟 黒木　理恵 坂入　徹 杉谷　盛太 瀧沢　利一 坪井　伸夫 中山　恭子 濱野　一將 二村　明広 三ツ木　加代 山川　大志 吉本　航

飯塚　あずさ 井上　佑一 大川　恵里奈 小田　寛 亀田　茂美 黒澤　洋 坂梨　俊彦 杉戸　健二 滝沢　英毅 鶴岡　昭久 中山　恵輔 林　香 古瀬　智 光山　哲生 山木　万里郎 賴　建光

飯塚　正 井上　亮 大久保　建 小高　淳 辛嶋　眞如 桑原　篤憲 酒巻　裕一 杉山　斉 瀧原　博史 鶴岡　秀一 中山　均 林　晃一 逸見　聖一朗 南　香名 山口　諭 李　鍾大

井尾　浩章 渭原　克仁 大久保　麗子 音羽　孝則 川井　伸一郎 小井土　かおる 相良　明宏 杉山　豊 武井　卓 鶴田　悠木 中山　勝 林　浩司 保科　あずさ 南　順一 山口　誓司 力武　修一

五十嵐　仁 井原　朋子 大崎　愛果 鬼塚　史朗 川岡　孝一郎 小路　仁 佐久田　朝功 鈴木　啓介 竹井　尚子 出川　紀行 中山　雅由花 林　勝文 星野　純一 美並　真由美 山口　直人 若杉　大輔

井川　掌 庵谷　千恵子 大﨑　啓介 小野　真也 河口　亜津彩 江田　幸政 櫻井　薫 鈴木　繁 竹内　陽一 土井　研人 中山　美和子 林　義満 発田　陽子 南　良暢 山口　真 若杉　正清

池口　宏 今井　利美 大澤　勲 小野　水面 川口　憲明 河野　里佳 櫻井　則之 鈴木　民子 武島　えり 常田　康夫 名波　正義 早野　俊一 保浦　晃徳 美馬　晶 山口　若葉 若林　啓一

池田　絵理 今井　直彦 大沢　弘 尾上　友朗 川口　未知留 小角　幸人 笹川　祐司 鈴木　俊明 竹田　和義 野老山　武士 成瀬　光栄 早麻　淳 堀　義晴 宮内　義浩 山下　裕 若林　麻衣

池田　謙三 今井　信行 大関　美緒子 小野田　浩 河嶋　英里 心石　敬子 佐々木　修 鈴木　利彦 武田　真一 冨田　弘道 西岡　克章 原　正樹 堀越　哲 宮川　太郎 山下　浩 若林　靖久

池田　修二 今北　菜津子 太田　和秀 小原　まみ子 川田　典孝 越川　真男 佐々木　聡 鈴木　敏弘 竹中　恒夫 富田　新 西川　和裕 原田　健司 本多　貴実子 都川　貴代 山下　めぐみ 若林　良則

池之上　辰義 今福　礼 太田　矩義 小山　純司 川田　博昭 五島　敏 佐々木　彰 鈴木　裕明 竹村　克己 友　雅司 西川　真那 原田　知典 本田　聡子 宮崎　博喜 山下　靖宏 若山　慈恵

池森　敦子 今村　茂樹 太田　史絵 小山　雄太 河村　哲也 小島　茂樹 佐々木　直美 鈴木　裕道 竹本　文美 供田　文宏 西田　隼人 原田　真 本田　大介 宮﨑　美紀子 山城　真理 鷲田　直輝

石井　健夫 入福　泰介 太田　義章 小禄　雅人 神田　武志 小助川　英之 佐々木　浩代 鈴木　正司 多田　将士 友成　治夫 西田　秀範 半田　みち子 本間　康一郎 宮﨑　睦雄 山田　敬子 和田　誠次

石井　博史 入交　重雄 大田　頼子 恩田　紀更 還田　稔 小関　奈美 佐田　憲映 鈴木　由美子 巽　洋 豊田　高彰 西田　美貴 伴野　麻悠子 本間　仁 宮島　栄治 山田　耕永 和田　比呂恵

石岡　邦啓 岩崎　美津子 大谷　敦子 甲斐　平康 木内　亜希 後藤　公彦 佐藤　順一 須田　健 立松　美穂 豊永　次郎 西谷　寛仁 肥後　望 前川　正知 宮中　敬 山田　孝吉 和田　真一

石川　聖子 岩嶋　和子 大塚　伸 柿添　豊 菊池　勇一 後藤　俊介 佐藤　哲彦 須田　昌司 田中　宇一郎 鳥井　章子 西野　俊彦 久田　幸正 真栄城　修二 宮本　憲治 山田　奈々 和田　庸子

石川　靖子 岩舘　恭子 大塚　泰史 角田　祥子 喜久村　祐 後藤　憲彦 佐藤　泰征 須藤　博 田中　健一 内藤　正吉 西邨　俊吾 菱木　俊匡 前田　篤宏 向山　政志 山田　博之 渡辺　修一郎

石澤　健一 岩野　正之 大塚　泰史 掛下　幸太 木暮　輝明 後藤　達宏 佐藤　良延 砂川　博司 田中　茂 内藤　真礼生 西村　勇人 日高　寿美 前田　さやか 牟田　久美子 山田　裕治 渡辺　励

石田　明夫 岩堀　本一 大坪　俊夫 笠井　昭男 岸　知哉 小藤田　篤 佐藤　芳憲 鷲見　知彦 田中　智美 中井　健太郎 西村　英樹 檜山　麻衣子 前田　大登 棟田　慎二郎 山田　有紀子 渡邉　誠之

石田　伊都子 岩本　麻里 大坪　裕美 笠木　祐里 岸田　杏子 小西　啓夫 佐藤　諒 諏訪　絢也 田中　希尚 永井　琢人 西本　幸弘 日比野　聡 真島　佑介 村上　和隆 山地　秀平 渡邊　法明

石田　敏郎 植木　研次 大仲　正太郎 笠原　克明 北川　章充 小橋　嵩平 佐野　晃司 関　卓人 田中　礼佳 永井　雅昭 西山　慶 平井　俊行 真下　節夫 村上　太一 山鳥　真理 渡邊　由香

石田　祐二 上田　典司 大西　剛史 風間　逸郎 城戸　秀典 小林　和裕 座間味　亮 関澤　京 田邊　克幸 永江　徹也 西山　純一郎 平尾　圭市 益田　加奈 村川　真悠子 山野　水紀

石塚　俊二 上田　博章 大野　卓志 風間　順一郎 木戸　亮 小林　沙和子 山藤　陽子 瀬田　公一 田邉　信明 永江　洋 二宮　利治 平澤　卓 増田　貴博 村田　一知朗 山村　なつみ


