
一般社団法人日本内分泌外科学会評議員一覧（2022年6月現在）

No. 氏名 カナ 所属 部署

1 青山　万理子 アオヤマ　マリコ 徳島大学病院 胸部内分泌腫瘍外科

2 赤石　純子 アカイシ　ジュンコ 伊藤病院 外科

3 赤須　東樹 アカス　ハルキ 日本医科大学武蔵小杉病院 内分泌外科

4 秋山　一郎 アキヤマ　イチロウ 岡山医療センター 外科

5 朝蔭　孝宏 アサカゲ　タカヒロ 東京医科歯科大学 頭頸部外科

6 阿部　元 アベ　ハジメ ベルランド総合病院 乳腺センター

7 阿美　弘文 アミ　ヒロフミ 大原綜合病院 外科

8 安藤　孝人 アンドウ　タカヒト 愛知医科大学病院 乳腺・内分泌外科

9 飯原　雅季 イイハラ　マサトシ 南池袋パークサイドクリニック

10 五十嵐　健人 イガラシ　タケヒト 五十嵐内分泌クリニック

11 井川　掌 イガワ　ツカサ 久留米大学医学部 泌尿器科

12 井口　研子 イグチ　アキコ 筑波大学 医学医療系 乳腺内分泌外科

13 池田　英二 イケダ　エイジ 岡山赤十字病院 外科

14 池田　達彦 イケダ　タツヒコ 帝京大学医学部附属病院 外科

15 池田　雅彦 イケダ　マサヒコ 福山市民病院 乳腺甲状腺外科

16 池田　佳史 イケダ　ヨシフミ 国際医療福祉大学　熱海病院 外科

17 石垣　克 イシガキ　カツ 石垣クリニック

18 石黒　清介 イシグロ　キヨスケ 一宮西病院 乳腺・甲状腺外科

19 市川　智彦 イチカワ　トモヒコ 千葉大学医学部附属病院医学研究院 泌尿器科学

20 一森　敏弘 イチモリ　トシヒロ 名古屋第二赤十字病院 内分泌外科

21 伊藤　吾子 イトウ　アコ 日立製作所日立総合病院 乳腺甲状腺外科

22 伊藤　和行 イトウ　カズユキ 松江赤十字病院 耳鼻咽喉科

23 伊藤　研一 イトウ　ケンイチ 信州大学医学部附属病院 外科学第2

24 伊藤　公一 イトウ　コウイチ 伊藤病院

25 伊藤　勅子 イトウ　トキコ 信州大学医学部 乳腺・内分泌外科

26 伊藤　直樹 イトウ　ナオキ ＮＴＴ東日本札幌病院 泌尿器科

27 伊藤　康弘 イトウ　ヤスヒロ 隈病院 外科

28 井上　慎吾 イノウエ　シンゴ 山梨大学医学部 第一外科

29 猪原　秀典 イノハラ　ヒデノリ 大阪大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

30 岩江　信法 イワエ　シゲミチ 兵庫県立がんセンター 頭頸部外科

31 岩崎　博幸 イワサキ　ヒロユキ 神奈川県立がんセンター 乳腺・内分泌外科

32 岩舘　学 イワダテ　マナブ 南相馬市立総合病院 外科

33 岩村　正嗣 イワムラ　マサツグ 北里大学病院 泌尿器科

34 氏家　剛 ウジケ　タケシ 大阪労災病院 泌尿器科

35 内田　大樹 ウチダ　ヒロキ 豊橋医療センター 外科

36 内野　眞也 ウチノ　シンヤ 野口病院 外科

37 宇留野　隆 ウルノ　タカシ 社会福祉法人 三井記念病院 乳腺内分泌外科

38 榎本　克久 エノモト　カツヒサ 日本大学医学部外科学講座 乳腺内分泌外科部門

39 榎本　圭佑 エノモト　ケイスケ 和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

40 榎本　敬恵 エノモト　ユキエ 大阪ブレストクリニック 乳腺外科

41 蛯名　彩 エビナ　アヤ 日本医科大学　内分泌外科 大学院

42 大石　一行 オオイシ　カズユキ 高知医療センター 乳腺甲状腺外科

43 大桑　恵子 オオクワ　ケイコ 伊藤病院 外科

44 太田　裕介 オオタ　ユスウケ 川崎医科大学総合医療センター 外科

45 大月　直樹 オオツキ　ナオキ 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 耳鼻咽喉科頭頸部外科

46 大野　元嗣 オオノ　モトツグ 岐阜県立多治見病院 乳腺内分泌外科

47 大橋　洋一 オオハシ　ヨウイチ 医療法人　宏人会　木町病院

48 大森　孝一 オオモリ　コウイチ 京都大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

49 小笠原　聡 オガサワラ　サトシ 岩手県立釜石病院 外科

50 岡村　律子 オカムラ　リツコ 日本医科大学武蔵小杉病院 総合診療科

51 岡本　高宏 オカモト　タカヒロ 東京女子医科大学病院 内分泌外科

52 小野田　尚佳 オノダ　ナオヨシ 医療法人神甲会　隈病院

53 尾身　葉子 オミ　ヨウコ 東京女子医科大学 内分泌外科

54 片方　直人 カタガタ　ナオト 星総合病院 外科

55 片寄　喜久 カタヨセ　ヨシヒサ 市立秋田総合病院 乳腺・内分泌外科

56 加藤　弘 カトウ　ヒロシ 北里大学医学部 外科

57 金井　敏晴 カナイ　トシハル 信州大学医学部附属病院 乳腺内分泌外科

58 金内　一 カナウチ　ハジメ 公立昭和病院医学部 乳腺・内分泌外科

59 金子　賢一 カネコ　ケンイチ 済生会長崎病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

60 亀山　香織 カメヤマ　カオリ 昭和大学横浜市北部病院 臨床病理診断科

61 川崎　伸弘 カワサキ　ノブヒロ 倉敷市立市民病院 外科

62 河野　一朗 カワノ　イチロウ 朝日野総合病院 外科

63 河野　文彰 カワノ　フミアキ 宮崎大学医学部附属病院 第二外科

64 川真田　明子 カワマタ　アキコ 南池袋ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ

65 菅間　博 カンマ　ヒロシ 杏林大学医学部 病理学教室

1/4



一般社団法人日本内分泌外科学会評議員一覧（2022年6月現在）

No. 氏名 カナ 所属 部署

66 神森　眞 カンモリ　マコト 新座志木中央総合病院 乳腺内分泌外科

67 菊地　勝一 キクチ　シヨウイチ 野口病院 外科

68 菊地　廣行 キクチ　ヒロユキ 栗原市立若柳病院 外科

69 菊森　豊根 キクモリ　トヨネ 名古屋大学医学部附属病院 乳腺・内分泌外科

70 北川　亘 キタガワ　ワタル 伊藤病院 外科

71 北村　守正 キタムラ　モリマサ 金沢医科大学 頭頸部外科学

72 北村　裕 キタムラ　ユタカ 小田原甲状腺クリニック

73 木原　実 キハラ　ミノル 隈病院

74 木村　正美 キムラ　マサミ 人吉医療センター

75 清野　徳彦 キヨノ　トクヒコ 浜松赤十字病院 外科

76 清松　裕子 キヨマツ　ヒロコ 医療法人社団清松クリニック

77 金　隆史 キン　リユウジ 広島マーククリニック

78 草間　律 クサマ　リツ 瀬原田クリニック

79 楠　威志 クスノキ　タケシ 順天堂大学医学部 耳鼻科

80 久保田　光博 クボタ　ミツヒロ＊２ 東京医科大学病院 呼吸器甲状腺外科

81 小池　良和 コイケ　ヨシカズ 川崎医科大学附属病院 乳腺甲状腺外科

82 鯉淵　幸生 コイブチ　ユキオ 国立病院機構　高崎総合医療センター 乳腺外科

83 小久保　健太郎 コクボ　ケンタロウ 中部国際医療センター 外科

84 輿石　晴也 コシイシ　ハルヤ 都立大塚病院 外科

85 児玉　ひとみ コダマ　ヒトミ 埼玉石心会病院 乳腺・内分泌外科

86 後藤　康友 ゴトウ　ヤストモ 名古屋第一赤十字病院 外科

87 小松　誠 コマツ　マコト 穂高病院 外科

88 小山　諭 コヤマ　ユウ 新潟大学医歯学総合病院 消化器・一般外科

89 近藤　哲夫 コンドウ　テツオ 山梨大学大学院医学工学総合研究部 人体病理学講座

90 齋藤　慶幸 サイトウ　ヨシユキ 伊藤病院 外科

91 齋藤　亙 サイトウ　ワタル 川崎医科大学附属病院 乳腺甲状腺外科

92 坂下　智博 サカシタ　トモヒロ 市立釧路総合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

93 櫻井　健一 サクライ　ケンイチ 日本歯科大学附属病院 乳腺内分泌外科

94 座光寺　秀典 ザコウジ　ヒデノリ 東海大学医学部付属八王子病院 泌尿器科

95 佐藤　伸也 サトウ　シンヤ やました甲状腺病院 外科

96 佐藤　孝至 サトウ　タカシ 佐藤耳鼻咽喉科医院

97 枝園　忠彦 シエン　タダヒコ 岡山大学病院 乳腺内分泌外科

98 軸薗　智雄 ジクゾノ　トモオ 日本医科大学 内分泌外科

99 茂松　直之 シゲマツ　ナオユキ 慶應義塾大学医学部 放射線科

100 篠原　尚吾 シノハラ　ショウゴ 神戸市立中央市民病院 耳鼻咽喉科

101 柴田　雅央 シバタ　マサヒロ 名古屋大学医学部附属病院 乳腺内分泌外科

102 渋谷　寛 シブヤ　ヒロシ しぶや甲状腺クリニック

103 渋谷　洋 シブヤ　ヒロシ しぶや甲状腺クリニック

104 下　登志朗 シモ　トシロウ 大阪警察病院 乳腺内分泌外科

105 新宮　聖士 シングウ　キヨシ 飯田市立病院 外科

106 進藤　久和 シンドウ　ヒサカズ 福甲会　やました甲状腺病院 外科

107 菅井　有 スガイ　タモツ 岩手医科大学 分子診断病理学分野病理学講座

108 菅沼　伸康 スガヌマ　ノブヤス 横浜市立大学 医学部　外科治療学

109 杉谷　巌 スギタニ　イワオ 日本医科大学 内分泌外科

110 杉野　公則 スギノ　キミノリ 伊藤病院

111 杉山　和義 スギヤマ　カズヨシ 杉山クリニック

112 鈴木　やすよ スズキ　ヤスヨ すずかけセントラル病院 乳腺甲状腺科

113 鈴木　留美 スズキ　ルミ 南池袋パークサイドクリニック

114 関　真理 セキ　マリ 関医院 内科・外科

115 惣田　麻衣 ソウダ　マイ まるがめ医療センター 乳腺甲状腺外科

116 妙中　直之 タエナカ　ナオユキ 財団法人　住友病院 外科

117 高尾　徹也 タカオ　テツヤ 大阪府立急性期・総合医療ｾﾝﾀｰ 泌尿器科

118 高他　大輔 タカタ　ダイスケ 国立病院機構　高崎総合医療センター 乳腺甲状腺センター

119 高村　勇貴 タカムラ　ユウキ 高村クリニック

120 滝澤　奈恵 タキザワ　ナエ 関西医科大学 腎泌尿器外科

121 武井　寛幸 タケイ　ヒロユキ 日本医科大学 乳腺外科

122 竹原　浩介 タケハラ　コウスケ 長崎みなとメディカルセンター 泌尿器科

123 田中　克浩 タナカ　カツヒロ 川崎医科大学 乳腺甲状腺外科

124 田中　秀行 タナカ　ヒデユキ 牛尾病院 外科

125 谷　眞至 タニ　マサジ 滋賀医科大学 外科学講座

126 田部井　功 タベイ　イサオ 東京慈恵会医科大学付属第三病院 外科

127 田村　温美 タムラ　アツミ 東京医科大学病院 呼吸器・甲状腺外科

128 辻畑　正雄 ツジハタ　マサオ 大阪労災病院 泌尿器科

129 都島　由希子 ツシマ　ユキコ 筑波大学医学医療系 乳腺内分泌外科

130 筒井　英光 ツツイ　ヒデミツ 東京医科大学病院 呼吸器外科・甲状腺外科
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131 坪井　光弘 ツボイ　ミツヒロ 徳島県立中央病院 外科

132 戸田　和寿 トダ　カズヒサ がん研有明病院 頭頚科

133 飛永　純一 トビナガ　ジユンイチ 江南厚生病院 乳腺内分泌外科

134 富家　由美 トミイエ　ユミ 藤田医科大学 内分泌外科

135 友田　智哲 トモダ　チサト 伊藤病院 外科

136 鳥　正幸 トリ　マサユキ 大阪警察病院 外科

137 内藤　明広 ナイトウ　アキヒロ 刈谷豊田総合病院 乳腺外科

138 長岡　竜太 ナガオカ　リュウタ 日本医科大学 内分泌外科

139 中川　健 ナカガワ　ケン 東京歯科大学市川総合病院 泌尿器科

140 中島　範昭 ナカシマ　ノリアキ 東北大学病院 乳腺内分泌外科

141 中条　哲浩 ナカジョウ　アキヒロ 鹿児島大学腫瘍学講座 消化器・乳腺甲状腺外科

142 中谷　宏章 ナカタニ　ヒロアキ 国立病院機構福山医療センター 耳鼻咽喉・頭頸部外科

143 中野　恵一 ナカノ　ケイイチ 医療法人敬仁会　なかのクリニック 外科

144 中野　正吾 ナカノ　シヨウゴ 愛知医科大学病院 外科学講座乳腺内分泌外科

145 長濱　充二 ナガハマ　ミツジ 伊藤病院 外科

146 中山　博貴 ナカヤマ　ヒロタカ 平塚共済病院 外科

147 西川　徹 ニシカワ　トオル 聖マリアンナ医科大学病院 乳腺・内分泌外科

148 西村　和郎 ニシムラ　カズオ 大阪国際がんセンター 泌尿器科

149 西本　紘嗣郎 ニシモト　コウシロウ 埼玉医科大学国際医療センター 泌尿器腫瘍科

150 丹生　健一 ニブ　ケンイチ 神戸大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科

151 二村　浩史 ニムラ　ヒロシ にむら甲状腺と消化器クリニック 内科・消化器内科・外科

152 野田　純代 ノダ　スミヨ 小牧市民病院 外科

153 野田　弘志 ノダ　ヒロシ 自治医科大学附属さいたま医療センター 一般消化器外科

154 野々村　祝夫 ノノムラ　ノリオ 大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学泌尿器科

155 野村　長久 ノムラ　ツネヒサ 川崎医科大学 乳腺甲状腺外科

156 計屋　知彰 ハカリヤ　トモアキ 長崎大学医学部 泌尿器科

157 萩原　純 ハギハラ　ジユン 甲州市立勝沼病院 外科

158 畠　雅弘 ハタ　マサヒロ 水府病院 外科

159 畑田　卓也 ハタダ　タクヤ 海の里クリニック

160 羽渕　友則 ハブチ　トモノリ 秋田大学医学部 泌尿器科

161 浜　善久 ハマ　ヨシヒサ 長野赤十字病院

162 林　隆一 ハヤシ　リュウイチ 国立がん研究センター東病院 頭頸部外科

163 早野　史子 ハヤノ　フミコ 新久喜総合病院 外科

164 原　尚人 ハラ　ヒサト 筑波大学附属病院臨床医学系 乳腺甲状腺内分泌外科

165 坂東　伸幸 バンドウ　ノブユキ 北斗病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

166 東山　卓也 ヒガシヤマ　タクヤ 隈病院 外科

167 日比　八束 ヒビ　ヤツカ 藤田医科大学 内分泌外科

168 平川　昭平 ヒラカワ　シヨウヘイ 横浜関内わだクリニク

169 平野　浩一 ヒラノ　コ　ウイチ 杏林大学医学部附属病院 呼吸器・甲状腺外科

170 平野　滋 ヒラノ　シゲル 京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

171 福島　俊彦 フクシマ　トシヒコ 福島県立医科大学 甲状腺内分泌学講座

172 福島　光浩 フクシマ　ミツヒロ 昭和大学横浜市北部病院 甲状腺センター　外科

173 福原　隆宏 フクハラ　タカヒロ 鳥取大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科

174 福森　龍也 フクモリ　タツヤ 金地病院 外科

175 藤井　公人 フジイ　キミヒト 愛知医科大学 乳腺・内分泌外科

176 藤田　知之 フジタ　トモユキ 順天堂大学医学部付属浦安病院 乳腺・内分泌外科

177 藤森　実 フジモリ　ミノル 国立病院機構　信州上田医療センター

178 古瀬　洋 フルセ　ヒロシ 聖隷三方原病院 泌尿器科

179 星　雅恵 ホシ　マサエ 金地病院 外科

180 堀　龍介 ホリ　リュウスケ 藤田医科大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

181 堀内　喜代美 ホリウチ　キヨミ 東京女子医科大学 内分泌外科

182 堀口　淳 ホリグチ　ジユン 国際医療福祉大学成田病院 乳腺外科

183 前澤　毅 マエザワ　ツヨシ 前澤病院

184 前田　茂人 マエダ　シゲト 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター 外科

185 前野　一真 マエノ　カズマ 信州大学 外科

186 舛岡　裕雄 マスオカ　ヒロオ 隈病院 外科

187 益戸　功彦 マスド　カツヒコ 横浜市立大学附属市民総合医療センター 乳腺甲状腺外科

188 間瀬　隆弘 マセ　タカヒロ 大垣徳州会病院 乳腺内分泌外科

189 松浦　一登 マツウラ　カズト 国立がん研究センター　東病院 頭頸部外科

190 松津　賢一 マツヅ　ケンイチ 伊藤病院 外科

191 丸山　正幸 マルヤマ　マサユキ 丸山クリニック

192 三浦　大周 ミウラ　ダイシユウ 赤坂三浦クリニック

193 水藤　晶子 ミズトウ　アキコ 多度津三宅病院 乳腺甲状腺外科

194 宮　章博 ミヤ　アキヒロ 隈病院 外科

195 宮川　康 ミヤガワ　ヤスシ 一般財団法人　住友病院 泌尿器科
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196 宮国　孝男 ミヤグニ　タカオ 那覇市立病院 外科

197 宮嶋　哲 ミヤジマ　アキラ 東海大学医学部 外科学系　泌尿器科学

198 望月　靖弘 モチヅキ　ヤスヒロ 伊那中央病院 乳腺・内分泌外科

199 森　祐輔 モリ　ユウスケ やましたクリニック 外科

200 森谷　季吉 モリタニ　スエヨシ 草津総合病院 頭頸部甲状腺外科センター

201 門田　伸也 モンデン　ノブヤ 四国がんセンター 頭頸科

202 安井　孝周 ヤスイ　タカヒロ 名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野

203 家根　旦有 ヤネ　カツナリ 近畿大学医学部奈良病院 耳鼻咽喉科

204 矢野　由希子 ヤノ　ユキコ 東京医科大学 呼吸器・甲状腺外科

205 山口　悟 ヤマグチ　サトル 獨協医科大学　日光医療センター 外科

206 山﨑　春彦 ヤマザキ　ハルヒコ 横浜市立大学附属市民総合医療センター 乳腺甲状腺外科

207 山田　弘之 ヤマダ　ヒロユキ 伊勢赤十字病院 頭頸部・耳鼻咽喉科

208 山本　裕 ヤマモト　ユタカ 川崎医科大学 乳腺甲状腺外科

209 横井　忠郎 ヨコイ　タダオ 聖路加国際病院 消化器・一般外科（内分泌外科）

210 吉田　有策 ヨシダ　ユウサク 東京女子医科大学病院 内分泌外科

211 吉富　誠二 ヨシトミ　セイジ 岡山赤十字病院 乳腺・内分泌外科

212 吉村　一宏 ヨシムラ　カズヒロ 近畿大学医学部 泌尿器科

213 和田　修幸 ワダ　ノブユキ 横浜関内わだクリニック

214 渡邊　紳一郎 ワタナベ　シンイチロウ 済生会熊本病院　 腎・泌尿器センター
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