
（平成 31年02月25日現在）

日日本本消消化化器器内内視視鏡鏡学学会会　　専専門門医医一一覧覧 （五十音順）

■宮宮城城

相澤　宏樹 相田　重光 赤石　治 赤羽　武弘 阿子島　裕倫

浅木　茂 朝倉　徹 浅沼　清孝 浅野　直喜 阿曽沼　祥

熱海　智章 安海　清 虻江　誠 阿部　慎哉 阿部　泰明

阿部　洋子 天野　良彦 阿見　麗子 荒　誠之 有川　正志

五十嵐　公洋 池田　恒彦 石岡　千加史 石川　一郎 石垣　英典

石田　一彦 石塚　圭一 石橋　潤一 伊藤　薫 伊藤　啓

伊東　正一郎 伊藤　博敬 伊藤　喜和 井上　宰 猪股　芳文

今井　豪 今井　信行 今村　茂 岩井　渉 岩渕　利光

岩渕　正広 上西　博 鵜飼　克明 内海　潔 内山　志保

宇野　要 梅村　賢 漆山　昌伸 海野　修平 海野　純

枝　幸基 江藤　雅彦 遠藤　克博 遠藤　克哉 遠藤　博之

及川　智之 及川　正道 大内　英郎 大方　英樹 大里　篤志

大谷　昌道 大槻　昌夫 大友　正隆 大波　勇一 大原　秀一

大平　哲也 大森　信弥 大森　崇博 大矢内　幹 小川　貴央

小野寺　滋 小野寺　基之 尾花　伸哉 小原　範之 加賀谷　浩文

角田　洋一 鹿島　哲 柏葉　水穂 片岡　晃二郎 片倉　俊樹

加藤　勝章 加藤　敏明 金澤　義彦 金子　健蔵 萱場　佳郎

川上　裕次郎 川端 和歌子 川村　昌司 川原田　博章 菅野　敦

菅野　武 菅野　良秀 神部　眞理子 菊田　和宏 菊地　達也

菊地　徹 菊地　亮介 木皿　典宏 岸　幹夫 北川　正基

北川　靖 木内　喜孝 木村　克巳 木村　千秋 木村　智哉

木村　光雄 金　笑奕 金原　孝行 日下　玄 楠瀬　寛顕

熊谷　進司 熊谷　磨理子 熊谷　裕司 粂　潔 黒羽　正剛

桑島　一郎 小池　智幸 小池　良樹 金　俊夫 越田　真介

小西　秀知 小林　剛 小林　敏一 小林　美樹子 小松　工芽

小松　正歩 近藤　穣 金野　真一 今野　豊 斉藤　暁子

齋藤　千恵 酒井　利隆 境　吉孝 櫻井　直 佐々木　明徳

佐々木　厚 佐々木　巌 佐々木　賢二 佐々木　浩 佐藤　晃彦

佐藤　彰 佐藤　賢一 佐藤　匡 佐藤　千晃 佐藤　恒明

佐藤　俊裕 佐藤　英幸 佐藤　弘房 佐藤　雄一郎 佐藤　由紀夫

佐藤　自伸 東海林　建一 庄司　とも子 塩塚　かおり 志賀　永嗣

宍倉　かおり 篠田　知太朗 渋谷　大助 嶋田　奉広 島田　憲宏

下地　直紀 白木　学 白根　昭男 須賀　俊博 菅井　俊一郎

菅井　隆広 菅田　英明 杉村　美華子 杉山　幸一 鈴木　健司

鈴木　憲次郎 鈴木　真一 鈴木　貴夫 鈴木　敬 鈴木　範明
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鈴木　仁 鈴木　雅貴 鈴木　穰 須藤　晃佑 妹尾　重晴

高木　承 高澤　磨 高須　充子 高野　信夫 高橋　功

高橋　里実 高橋　信孝 高橋　広喜 高橋　靖 滝川　哲也

竹中　由希夫 竹林　晃一 只野　敏浩 田所　慶一 田中　恵

田邊　暢一 玉渕　泰史 丹野　尚昭 大楽　尚弘 大楽　紀子

長南　明道 千田　元 千葉　隆士 千葉　雅樹 塚本　和彦

鴇田　克久 殿塚　規雄 富永　現 鳥畑　勇大 中川　昭彦

中川　国利 中里　雄一 中堀　昌人 中村　琢也 長野　正裕

名久井　実 名和田　義高 新妻　宏文 西澤　匡史 西村　敏明

根来　健一 野口　謙治 野口　哲也 野口　光徳 野田　裕

野村　栄樹 野村　良平 乗田　一明 八田　和久 畠中　賢司

花田　佳典 浜田　史朗 濱田　晋 早坂　研 林　義峰

原　右 原田　喜博 半田　朋子 平澤　元 平澤　大

平澤　頼久 平本　圭一郎 廣田　衛久 深町　伸 福澤　正光

藤井　佑樹 藤田　直孝 布施　香 舩山　広幸 星　達也

星　正彦 洞口　淳 前川　浩樹 前田　有紀 正宗　淳

松浦　真樹 松田　惠三郎 松田　知己 松田　泰徳 松永　厚生

松村　吉史 松本　浩之 三浦　正明 三島　利之 三田地　泰司

三宅　直人 宮﨑　敦史 宮﨑　武文 宮下　祐介 宮田　隆光

宮本　和明 村上　秩 村田　慶一 村林　桃士 目黒　真哉

目黒　敬義 本島　正 森　芳正 森元　富造 諸井　林太郎

矢口　圭 矢吹　法孝 山岡　肇 山川　暢 山形　拓

山形　倫 八巻　孝史 山岸　初志 山崎　日出雄 山下　和良

山本　毅 山本　康央 結城　豊彦 吉田　新 吉田　秀彦

與那嶺　圭輔 米地　真 涌井　祐太

    2


