
更新対象専門医

地区 都道府県 専門医 施設名 基本専門医

北海道 北海道 黒川　貴則 函館市医師会病院 外科

北海道 北海道 坂東　伸幸 北斗病院 耳鼻咽喉科

東　北 青森県 高橋　淑郎 高橋医院 外科

東　北 宮城県 佐藤　真実 東北大学病院 外科

東　北 宮城県 藤盛　啓成 東北大学病院 外科

東　北 福島県 旭　修司 会津中央病院 外科

東　北 福島県 岩舘　学 南相馬市立総合病院 外科

関　東 茨城県 伊藤　吾子 株式会社日立製作所日立総合病院 外科

関　東 茨城県 牛嶋　良 国家公務員共済組合連合会水府病院 外科

関　東 茨城県 畠　雅弘 国家公務員共済組合連合会水府病院 外科

関　東 茨城県 都島　由希子 筑波大学附属病院 外科

関　東 群馬県 中澤　祐子 群馬大学医学部附属病院 外科

関　東 群馬県 荻野　美里 国立病院機構　高崎総合医療センター 外科

関　東 群馬県 高他　大輔 国立病院機構　高崎総合医療センター 外科

関　東 群馬県 小田原　宏樹 三思会　東邦病院 外科

関　東 埼玉県 矢内原　仁 埼玉医科大学 泌尿器科

関　東 埼玉県 山内　泰介 山内クリニック 外科

関　東 埼玉県 野田　弘志 自治医科大学附属さいたま医療センター 外科

関　東 埼玉県 大西　清 上福岡総合病院 外科

関　東 埼玉県 清松　裕子 清松クリニック 外科

関　東 埼玉県 辻　英一 獨協医科大学越谷病院 外科

関　東 埼玉県 林原　紀明 獨協医科大学越谷病院 外科

関　東 埼玉県 藤田　哲夫 北里大学メディカルセンター 泌尿器科

関　東 千葉県 林　隆一 国立がん研究センター東病院 耳鼻咽喉科

関　東 東京都 蛯名　彩 日本医科大学 外科

関　東 東京都 渋谷　洋 しぶや甲状腺クリニック 外科

関　東 東京都 軸薗　智雄 日本医科大学 外科

関　東 東京都 福森　龍也 医療法人社団　金地病院 外科

関　東 東京都 五月女　恵一 北里大学北里研究所病院 乳腺・甲状腺外科

関　東 東京都 横山　純吉 江戸川病院 耳鼻咽喉科

関　東 東京都 深堀　道子 災害医療センター 外科

関　東 東京都 大峡　慎一 順天堂大学医学部附属順天堂医院 耳鼻咽喉科

関　東 東京都 座光寺　秀典 東海大学医学部付属八王子病院 泌尿器科

関　東 東京都 永井　絵林 東京女子医科大学病院 外科

関　東 東京都 田邉　一成 東京女子医科大学病院 泌尿器科

関　東 東京都 菊池　弥寿子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 外科

関　東 東京都 中屋　宗雄 東京都立多摩総合医療センター 耳鼻咽喉科

関　東 東京都 久保田　伊哉 久保田医院 外科

関　東 東京都 岸本　誠司 医療法人鉄蕉会亀田京橋クリニック 耳鼻咽喉科

関　東 神奈川県 中野　賢英 昭和大学横浜市北部病院 外科

関　東 神奈川県 林　京子 相模野病院 外科

関　東 神奈川県 榎本　拓茂 北里大学病院 外科

関　東 神奈川県 加藤　弘 北里大学病院 外科

関　東 神奈川県 久保田　光博 （医）尽誠会山近記念総合病院 外科
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甲信越 石川県 前田　雄司 公立松任石川中央病院 泌尿器科

甲信越 長野県 小松　哲 国立病院機構信州上田医療センター 外科

甲信越 長野県 金井　敏晴 信州大学医学部附属病院 外科

甲信越 長野県 石塚　修 信州大学医学部附属病院 泌尿器科

甲信越 長野県 小山　洋 諏訪赤十字病院 外科

甲信越 長野県 増田　裕行 増田医院 外科

中　部 岐阜県 林　昌俊 岐阜赤十字病院 外科

中　部 岐阜県 小久保　健太郎 中部国際医療センター 外科

中　部 静岡県 石垣　克 石垣クリニック 外科

中　部 静岡県 古瀬　洋 聖隷三方原病院 泌尿器科

中　部 愛知県 内田　大樹 豊橋医療センター 外科

中　部 愛知県 岡田　学 名古屋第二赤十字病院 外科

中　部 愛知県 平光　高久 名古屋第二赤十字病院 外科

関　西 滋賀県 森谷　季吉 草津総合病院 耳鼻咽喉科

関　西 滋賀県 永原　國彦 草津総合病院 耳鼻咽喉科

関　西 京都府 平野　滋 京都府立医科大学 耳鼻咽喉科

関　西 京都府 田中　信三 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 耳鼻咽喉科

関　西 大阪府 宮川　康 住友病院 泌尿器科

関　西 大阪府 渡邉　佳紀 大阪赤十字病院 耳鼻咽喉科

関　西 大阪府 高尾　徹也 大阪府立急性期・総合医療センター 泌尿器科

関　西 大阪府 奥見　雅由 大阪警察病院 泌尿器科

関　西 兵庫県 井上　博之 いのうえ耳鼻咽喉科クリニック 外科

関　西 兵庫県 小田　瞳 神甲会　隈病院 外科

関　西 兵庫県 舛岡　裕雄 神甲会　隈病院 外科

関　西 兵庫県 市丸　直嗣 近畿中央病院 泌尿器科

関　西 和歌山県 榎本　圭佑 和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科

中　国 鳥取県 福原　隆宏 鳥取大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

中　国 鳥取県 三宅　成智 山陰労災病院 耳鼻咽喉科

中　国 鳥取県 武中　篤 鳥取大学医学部附属病院 泌尿器科

中　国 島根県 野津　長 松江市立病院 外科

中　国 岡山県 枝園　忠彦 岡山大学病院 外科

中　国 岡山県 秋山　一郎 国立病院機構岡山医療センター 外科

中　国 岡山県 太田　裕介 川崎医科大学附属病院 外科

中　国 岡山県 齋藤　亙 川崎医科大学附属病院 外科

中　国 岡山県 岩谷　胤生 岡山大学病院 外科

中　国 広島県 三田　耕司 広島市立安佐市民病院 泌尿器科

中　国 広島県 春田　るみ 広島中央健診所 外科

中　国 広島県 川﨑　由香里 あかね会　土谷総合病院 外科

中　国 山口県 白石　晃司 山口大学医学部附属病院 泌尿器科

四　国 徳島県 青山　万理子 徳島大学病院 外科

四　国 徳島県 滝沢　宏光 徳島大学病院 外科

四　国 徳島県 坪井　光弘 徳島県立中央病院 外科

四　国 高知県 大石　一行 高知医療センター 外科

九　州 福岡県 勝木　健文 北九州総合病院 外科

九　州 福岡県 佐藤　伸也 福甲会　やました甲状腺病院 外科

九　州 福岡県 進藤　久和 福甲会　やました甲状腺病院 外科

九　州 長崎県 南　恵樹 長崎みなとメディカルセンター市民病院 外科



九　州 長崎県 竹原　浩介 長崎みなとメディカルセンター市民病院 泌尿器科

九　州 長崎県 大野　毅 おおの乳腺・甲状腺クリニック 外科

九　州 熊本県 折田　頼尚 熊本大学大学院生命科学研究部 耳鼻咽喉科

九　州 沖縄県 小野　亮子 那覇市立病院 外科

九　州 沖縄県 宮国　孝男 那覇市立病院 外科

更新対象登録認定医

地区 都道府県 専門医 施設名 基本専門医

関　東 埼玉県 長岡　弘 小川赤十字病院 外科

関　東 東京都 石川　紀彦 ニューハート・ワタナベ国際病院 外科

関　東 東京都 塚原　清彰 東京医科大学八王子医療センター 耳鼻咽喉科

関　西 大阪府 桃原　実大 ももはらクリニック 泌尿器科

関　西 大阪府 塚本　文音 大阪厚生年金病院 外科

関　西 大阪府 藤本　宜正 大阪病院 泌尿器科

関　西 兵庫県 萱野　公一 赤穂中央病院 外科

中　国 鳥取県 須田　多香子 国立病院機構　米子医療センター 外科

中　国 広島県 保田　健太郎 やすだクリニック 外科

九　州 福岡県 小川　尚洋 原三信病院 外科

九　州 長崎県 大久保　仁 医療法人社団東望会おおくぼ乳腺クリニック 外科

更新対象暫定専門医

地区 都道府県 専門医 施設名 基本専門医

東　北 秋田県 沼倉　一幸 秋田大学医学部附属病院 泌尿器科

関　東 栃木県 横島　一彦 栃木県立がんセンター 耳鼻咽喉科

甲信越 富山県 松井　恒志 富山大学 外科

中　国 山口県 竹本　剛 山口県立総合医療センター 耳鼻咽喉科

四　国 愛媛県 松岡　欣也 愛媛県立中央病院 外科


