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［北海道地区］ 

赤坂 伸之  井上 聡巳  大川 洋平  大場 淳一  加賀基知三  紙谷 寛之  川原田修義  

北田 正博  栗本 義彦  七戸 俊明  田中 明彦  道井 洋吏  中村 雅則  深田 譲治  

松浦 弘司（ＮＴＴ東日本札幌病院）  村上 達哉  本橋 雅壽  山内 英智  山崎 健二  

山田  陽  若狭  哲  渡邉  敦 

［東北地区］ 

入江 嘉仁  内田 徹郎  大泉 弘幸  岡田 克典  小田 克彦  角浜 孝行  亀井  尚  

川本 俊輔  金  一  小泉 淳一  齋木 佳克  齊藤  元  貞弘 光章  佐藤 伸之  

塩野 知志  鈴木 弘行（福島県立医科大学附属病院）  田畑 俊治  丹治 雅博  大徳 和之  

永谷 公一  皆川 正仁  南谷 佳弘  本山 悟   

山本 浩史（秋田大学大学院医学系研究科） 横山  斉 

［関東地区］ 

青木  正  青木  満 秋葉 直志  秋山 正年  浅野 宗一 安達 晃一  阿部 知伸  

石田 博徳  伊藤  智  伊藤 宏之  井上 仁人  今中 和人  岩﨑 正之  内田 敬二  

江連 雅彦  遠藤 俊輔  大澤  宏  岡  徳彦 小澤 壯治  尾關 雄一  河田 政明  

川人 宏次  北村  律  工藤 樹彦  倉岡 節夫  河野  匡  小林 哲  後藤 行延 

齋藤  綾  齊藤 力  佐伯 浩司  坂口 浩三  坂本 裕昭 

佐藤 弘（埼玉医大国際医療センター）   佐藤 幸夫  佐藤 之俊  佐野  厚  柴﨑 郁子  

白石 修一 末松 義弘  鈴木 伸一  鈴木 孝明  高梨秀一郎  高野 弘志  田口 眞一  

田中 啓之  田中 弘之（昭和大学藤が丘病院） 田端  実  田畑美弥子  千田 雅之  

長  泰則  土田 正則  坪地 宏嘉  徳永 千穂  中島 博之（山梨大学医学部附属病院）   

中嶋 博之（埼玉医科大学国際医療センター）中原 理恵  中村 喜次  中山 治彦  中山 光男  

名村  理  縄田  寛  贄   正基  萩野 生男  橋本 博史  平松 祐司  福田 宏嗣  

藤井 正大 古川 欣也  別所 竜蔵  堀之内宏久  前田寿美子  松原 久裕  松宮 護郎  

松村 輔二  三角 隆彦  宮入  剛  宮地  鑑  茂木 健司  本村  昇  矢島 俊樹  

柳  浩正  山口 敦司  吉武 明弘  吉田 成利  吉野 一郎  渡辺 健寛 

［東京地区］ 

饗庭  了  浅井   徹  淺村 尚生  東  陽子  荒井 裕国  安樂 真樹  池田 徳彦 

石井 庸介  伊藤  努  伊豫田 明  上野 正紀  臼田 実男  上部 一彦  大井 啓司 

大久保憲一    大迫茂登彦  大塚  崇  大野 貴之  荻野  均  小野  稔  金子 幸裕 

河田 光弘  河内 利賢  川村 雅文  神崎 正人  菊地千鶴男  北川 雄光  國原  孝  

窪田  博  近藤 晴彦（杏林大学医学部付属病院）   齋藤  聡  坂尾 幸則  櫻井 裕幸 



澤  重治  志水 秀行  下川 智樹  申  範圭  新川 武史  武井 秀史  田中 慶太  

田中 正史  中島  淳  新浪 博士  坂東   興  板東   徹  平田 康隆  廣谷  隆  

堀尾 裕俊  前  昌宏  村田聖一郎  師田 哲郎    八島 正文  山内 治雄  山口 裕己  

渡邉 俊一  渡邊 雅之  渡邉 善則 

［中部地区］ 

秋田 利明  安部 哲也  飯野 賢治  池田知歌子  石田 理子  市原 利彦  伊藤 敏明  

伊藤 久人  岩田  尚  岩田 祐輔  碓氷 章彦  浦本 秀隆  大出 泰久  大橋 壯樹 

奥田 勝裕  川口  鎮  川口 晃司  木村 圭一  小出 昌秋  腰地 孝昭  坂本喜三郎  

櫻井 一  澤﨑  優  椎谷 紀彦  島袋 勝也  島本  亮  清水 淳三  庄村  遊 

杉山 佳代  鈴木恵理子  須田 久雄  瀬戸達一郎  髙尾 仁二  高木  靖  高味 良行 

竹内 裕也  竹村 博文  田嶋 一喜  棚橋 雅幸  恒元 秀夫  寺澤 幸枝  富田 伸司 

土井  潔  中西 良一  成田久仁夫  二宮  至  深井 一郎  藤永 卓司  船井 和仁  

星川  康  松本  勲  松山 克彦  水元  亨  村山 弘臣  森  正一  森  義雄  

安田あゆ子  矢野 智紀  山﨑 文郎  山田  健  横山 幸房  吉岡  洋  芳川 豊史  

吉田 和夫  吉田 周平  芳村 直樹  鷲山 直己  和田 有子 

［近畿地区］

池田 義  市川  肇  井上 修平  井上 匡美  岩倉  篤  岩田  隆  大塩 恭彦 

大保 英文  大政  貢  岡田 健次（神戸大学大学院）岡部 和倫  岡見 次郎  岡本 一真 

奥村明之進  尾上 雅彦  加地 政秀 勝間田敬弘  川田 博昭  神吉佐智子  神田 圭一  

河野 朋哉  小山 忠明 榊  雅之  坂口 元一  坂口 太一 澤  芳樹  澤端 章好  

塩野 裕之  柴田 利彦  白川 幸俊  白神幸太郎  新谷  康  鈴木 友彰  園部  誠  

髙橋 章之  高橋 俊樹  竹内 幸康  田中 雄悟  谷口 繁樹  谷村 信宏  田村 暢成  

伊達 洋至  月岡 卓馬  築部 卓郎  常塚 宣男  津村 早苗  寺田 泰二  戸田 宏一 

故戸部 智  土岐祐一郎  仲村 輝也  中山 正吾  西尾  渉  西野 貴子  西村 好晴  

西山 典利  根本慎太郎  長谷川誠紀  花岡  淳  花岡 伸治  羽生 道弥  濱路 政嗣  

林田 恭子  平居 秀和  平井 慶充  藤田 知之（国立循環器病センター）    舟木壮一郎  

舩津 俊宏  正井 崇史  松田  均  眞庭 謙昌    圓尾 文子  光冨 徹哉  南方 謙二  

湊  直樹  湊谷 謙司  宮川  繁  宮崎 隆子  村川 知弘    夜久  均  安田 卓司  

山岸 正明 横山 晋也 



［中国・四国地区］ 

青江  基  泉谷 裕則  今井 克彦  入江 博之  打田 俊司  畝   大  岡田 守人  

奥村 典仁  織田 禎二  渡橋 和政  笠原 真悟  小宮 達彦  近藤 和也  郷良 秀典  

佐野 由文  髙橋 信也  田中 俊樹  種本 和雄  丹黒  章  豊岡 伸一  中田 昌男  

中村 廣繁  西村  隆   西村 元延  秦  広樹  濱野 公一    久持 邦和  堀井 泰浩  

三村 剛史  山下 素弘  横見瀬裕保  吉鷹 秀範 

［九州地区］ 

明石 英俊  井本  浩  上杉 英之  内田 孝之  江石 清行  大野 暢久  岡本  健  

岡本 龍郎  落合 由恵  木村 和恵 金城 玉洋  迫  秀則  佐藤 寿彦  佐藤 雅美  

塩瀬  明  白石 武史  杉尾 賢二  鈴木  実  園田 拓道  高森 信三  田川  努  

武野 慎祐  田中 文啓  田山 栄基  田山慶一郎  藤 也寸志  徳永 滋彦  富田 雅樹  

中野 俊秀  中村 都英  永安  武  西田 誉浩（西田病院）   西村 陽介  平塚 昌文  

福井 寿啓  古川 貢之  益田 宗孝  松本桂太郎  光岡 正浩  宮本 伸二  森田  勝  

安永  弘  矢野篤次郎  矢野 光洋  山下 眞一  山城  聡  山本 裕之  吉田 直矢  

早稲田龍一  和田 朋之 和田 秀一 




