
合格者：306名 2014.11.1現在

※合格手続きに沿ってお手続き頂いた後に、認定医として認定されます。

　　なお、名簿掲載をご希望されていない方は掲載しておりません。

足立 靖 伊藤 博 篠木 啓

碇 修二 入口 陽介 島田 英雄

神谷 和則 宇野 昭毅 霜島 正城

近藤 吉宏 浦牛原 幸治 進士 誠一

佐藤 智信 浦岡 俊夫 鈴木 紳一郎

篠村 恭久 瓜田 純久 鈴木 秀和

園田 範和 大久保 理恵 瀬座 文香

宮本 伸樹 大島 敏裕 高島 良樹

武藤 修一 大野 隆 高橋 進

大類 方巳 高橋 寛

遠藤 剛 岡野 憲義 高柳 聡

大川 恵三 小澤 壯治 田淵 正文

岡田 良 小村 伸朗 地口 学

吉川 雅輝 加藤 公敏 千野 晶子

小松 工芽 川口 将也 長 剛正

佐々木 明徳 北川 雄光 鎮西 亮

須賀 俊博 楠本 秀樹 土屋 輝一郎

鈴木 敬 熊谷 秀規 坪井 一人

髙橋 裕也 倉岡 賢輔 中村 真一

内藤 広郎 栗林 志行 名越 啓史

原田 英嗣 兒玉 達樹 鍋谷 圭宏

堀江 泰夫 琴寄 誠 二階 亮

三井 一浩 小沼 一郎 西 正孝

森下 城 小山 茂 西山 竜

齊藤 正昭 林 武雅

青木 綾子 佐川 俊彦 牧野 浩司

荒井 肇 佐久間 郁行 増田 英樹

五十嵐 宗喜 桜井 敏雄 三橋 敏武

池澤 和人 笹島 圭太 八木 健二

池澤 智明 佐藤 隆宣 山口 茂樹

和泉 紀彦 澤田 傑 山口 康晴

関東

北海道 関東 関東

東北

日本消化管学会「胃腸科認定医」 更新
平成26年度合格者一覧

（地区別、五十音順、敬称略）

1/4



山本 尚 飯島 正平 吉峰 順子

山本 貴嗣 飯沼 昌二 若林 直樹

横山 潔 植田 智恵 渡辺 憲治

依田 紀仁 奥見 裕邦

米山 さとみ 掛地 吉弘 大谷 公彦

和田 祥城 鹿嶽 佳紀 大藤 嘉洋

渡辺 俊一 鎌田 和浩 岡本 賢

渡邊 嘉行 久保田 真司 沖田 浩一

倉本 貴典 後藤 研介

金子 靖典 古賀 香代子 重戸 伸幸

西澤 好雄 塩見 英之 高野 聡

武川 建二 塩見 優紀 武田 仁志

清水 和男 田村 淳

青沼 宏 関川 昭 津田 純郎

磯部 智明 髙木 智久 中島 真太郎

伊藤 元博 田中 匡介 野上 和加博

魚谷 貴洋 田中 賢一 福原 寛之

内海 恵子 谷川 徹也 福本 晃

金子 宏 寺部 文隆 松本 啓志

神谷 武 冨田 尚裕 水入 寛純

白木 茂博 中川 修史 宮崎 慎一

西田 雅彦 中田 博也 宮中 芳浩

日比 健志 仲野 俊成 森川 民也

平野 敦之 中畑 孔克 山口 敏紀

舟木 康 西崎 浩 山下 晋也

宮本 忠壽 橋本 可成 山中 義之

八木 信明 早川 剛 山本 直樹

芳澤 社 藤澤 貴史

吉田 和弘 藤田 昌明 有友 雄一

吉田 賢一 舟橋 整 井上 修志

稲木 紀幸 水島 恒和 小野 昌弘

加賀谷 尚史 望月 貴博 加賀城 安

菊地 勤 森 茂生 加藤 清仁

西村 元一 森山 裕熙 国吉 宣俊

藤浪 斗 山口 晃良 白川 光雄

藤村 隆 山元 哲雄 田中 育太

近畿

中国

四国

関東

甲信越

東海

近畿
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並川 努

赤星 和也

浅桐 公男

磯本 一

円城寺 昭人

遠藤 広貴

大山 隆

緒方 健一

小野 潔

梶原 啓司

加藤 雅俊

郷 佳克

柴田 照久

白石 良介

竹原 佳彦

土井 浩生

西俣 伸亮

野崎 良一

畠山 定宗

馬場 秀夫

東 俊太朗

平田 宗

平野 雅弘

藤本 正樹

松井 謙明

松井 豊

森田 勝

四国

九州

3/4



保留申請が認められた方は以下の通りです。（認定者：91名）

なお、名簿掲載をご希望されていない方は掲載しておりません。

丁子 卓 高濱 和也 白石 円樹

山本 康弘 中里 貴浩

井上 博 夏越 祥次

飯田 洋 岩田 恵典 西山 仁

石橋 啓如 上田 和樹 矢野 豊

岡本 祐一 川端 一史

黒木 優一郎 近藤 隆

近藤 俊彦 谷村 博久

佐久間 俊行 仲島 信也

佐藤 徹 野﨑 晃

澤田 秀雄 福田 隆

竹内 暢 堀松 高博

長谷川 小百合 前川 勝英

比嘉 晃二 前田 哲男

横山 知子 渡邉 元樹

渡辺 卓

後藤 精俊

小林 康雄 八島 一夫

佐藤 知巳 柳谷 淳志

鈴木 克昌

竹内 学 木村 史郎

原 悦雄 柴田 智隆

九州

北海道 九州

関東

甲信越

東海

近畿

中国
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