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領域 氏　名 勤務先名

食道 宇山　一朗 藤田医科大学

食道 能城　浩和 佐賀大学医学部附属病院

食道 本山　悟 秋田大学医学部附属病院

食道 亀井　尚 東北大学病院

食道 岡部　寛 新東京病院

食道 角田　茂 京都大学医学部附属病院

食道 金谷　誠一郎 大阪赤十字病院

食道 北上　英彦 恵佑会札幌病院

食道 小林　裕之 神戸市立医療センター中央市民病院

食道 須田　康一 藤田医科大学

胃 宇山　一朗 藤田医科大学

胃 寺島　雅典 静岡県立静岡がんセンター

胃 能城　浩和 佐賀大学医学部附属病院

胃 徳永　正則 東京医科歯科大学

胃 岡部　寛 新東京病院

胃 瀧口　修司 名古屋市立大学病院

胃 江原　一尚 埼玉県立がんセンター

胃 小濱　和貴 京都大学医学部附属病院

胃 木下　敬弘 国立がん研究センター東病院

胃 永井　元樹 旭中央病院

胃 桑原　史郎 新潟市民病院

胃 細田　桂 北里大学病院

胃 平松　良浩 浜松医科大学医学部附属病院

胃 大森　健 大阪国際がんセンター

胃 清水　芳政 水戸赤十字病院

胃 渡部　祐司 愛媛大学医学部附属病院

胃 稲木　紀幸 順天堂大学医学部附属浦安病院

胃 山下　好人 日本赤十字社和歌山医療センター

胃 江川　智久 済生会横浜市東部病院

胃 門川　佳央 天理よろづ相談所病院

胃 須田　康一 藤田医科大学

胃 北上　英彦 恵佑会札幌病院外科

胃 李　相雄 大阪医科大学

胃 佐藤　真輔 静岡県立総合病院

胃 三澤　一成 愛知県がんセンター中央病院

胃 尾島　敏康 	和歌山県立医科大学

胃 篠原　尚 兵庫医科大学　上部消化管外科
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胃 石田　善敬 兵庫医科大学　上部消化管外科

胃 金谷　誠一郎 大阪赤十字病院

胃 幕内　梨恵 がん研究会有明病院

胃 菊地　健司 藤田医科大学医学部　先端外科治療開発共同研究講座

胃 柴崎　晋 藤田医科大学医学部　総合消化器外科学講座

胃 中村　謙一 藤田医科大学医学部　総合消化器外科学講座

胃 海老原　裕磨 北海道大学大学院　医学研究科消化器外科学分野II

胃 利野　靖 横浜市立大学

胃 山井　礼道 高知赤十字病院

直腸 絹笠　祐介 東京医科歯科大学

直腸 塩見　明生 静岡県立静岡がんセンター

直腸 山口　智弘 がん研究会有明病院

直腸 竹政　伊知朗 札幌医科大学

直腸 花井　恒一 藤田医科大学

直腸 賀川　弘康 静岡県立静岡がんセンター

直腸 塚本　俊輔 国立がん研究センター

直腸 松田　宙 大阪大学医学部附属病院

直腸 相場　利貞 名古屋大学医学部附属病院

直腸 勝野　秀稔 藤田医科大学

直腸 小林　建司 刈谷豊田総合病院

直腸 野村　明成 大阪赤十字病院

直腸 坂井　義治 京都大学医学部附属病院

直腸 大塩　博 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

直腸 間　浩之 独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院

直腸 石部　敦士 横浜市立大学

直腸 諸橋　一 弘前大學

直腸 山梨　高広 北里大学

直腸 山川　雄士 トヨタ記念病院

直腸 長谷川　傑 福岡大学消化器外科

直腸 川村　純一郎 近畿大学外科下部消化管

婦人科 井坂　恵一 東京医科大学病院

婦人科 伊東　宏絵 東京医科大学病院

婦人科 廣田　穰 藤田医科大学

婦人科 西澤　春紀 藤田医科大学

婦人科腫瘍 安藤　正明 倉敷成人病センター

婦人科腫瘍 井坂　恵一 東京医科大学病院

婦人科腫瘍 横山　良仁 弘前大学医学部附属病院

婦人科腫瘍 新倉　仁 東北大学病院

婦人科腫瘍 京　哲 島根大学医学部附属病院
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婦人科腫瘍 万代　昌紀 京都大学医学部附属病院

婦人科腫瘍 梅村　康太 豊橋市民病院

婦人科腫瘍 馬場　長 岩手医科大学附属病院

婦人科腫瘍 小林　裕明 鹿児島大学病院

呼吸器外科 岡田　守人 広島大学病院呼吸器外科

呼吸器外科 神崎　正人 東京女子医科大学病院呼吸器外科

呼吸器外科 川口　晃司 名古屋大学医学部附属病院呼吸器外科

呼吸器外科 佐藤　寿彦 京都大学医学部附属病院呼吸器外科

呼吸器外科 鈴木　健司 順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器外科

呼吸器外科 須田　隆 藤田医科大学病院呼吸器外科

呼吸器外科 伊達　洋至 京都大学医学部附属病院呼吸器外科

呼吸器外科 中村　廣繁 鳥取大学医学部附属病院胸部外科

呼吸器外科 船井　和仁 浜松医科大学医学部附属病院呼吸器外科

呼吸器外科 吉田　和夫 諏訪赤十字病院呼吸器外科

呼吸器外科 新谷　康 大阪大学医学部附属病院呼吸器外科

呼吸器外科 山﨑　宏司 九州医療センター呼吸器外科

呼吸器外科 渡辺　敦 札幌医科大学

呼吸器外科 平山　俊希 順天堂医院

呼吸器外科 池田　直樹 堺市立総合医療センター

呼吸器外科 平岡　圭 堺市立総合医療センター

呼吸器外科 穴山　貴嗣 高知大学医学部付属病院

呼吸器外科 吉野　一郎 千葉大学医学部付属病院

呼吸器外科 大出　泰久 静岡県立静岡がんセンター

呼吸器外科 岩田　隆 関西労災病院呼吸器外科

呼吸器外科 道免 寛充 NTT東日本札幌病院呼吸器外科

呼吸器外科 沼波　宏樹 愛知医科大学呼吸器外科

呼吸器外科 松本　順 NTT東日本札幌病院呼吸器外科

呼吸器外科 宮原　亮 京都市立病院呼吸器外科

呼吸器外科 吉岡　正一 済生会熊本病院呼吸器外科


