
A（産科）領域　136名

安達　知子 愛育病院 田中　守 聖マリアンナ医科大学
池田　智明 三重大学 谷垣　伸治 国立成育医療研究センター
石井　桂介 大阪府立母子保健総合医療センター 種元　智洋 東京慈恵会医科大学
石川　浩史 神奈川県立こども医療センター 月森　清巳 福岡市立こども病院
石松　順嗣 熊本市立熊本市民病院 堤　誠司 山形大学
石本 人士 東海大学 徳久　琢也 福田病院
板倉　敦夫 順天堂大学医学部附属順天堂医院　 冨松　拓治 川崎医科大学
市塚　清健 昭和大学 中井　章人 日本医科大学多摩永山病院
伊東　宏晃 浜松医科大学病院 中井　祐一郎 川崎医科大学
茨　　　聡 鹿児島市立病院 永石　匡司 駿河台日本大学病院
今中　基晴 大阪市立大学 成瀬　勝彦 奈良県立医科大学付属病院
岩下　光利 杏林大学 西口　富三 静岡県立こども病院
海野　信也 北里大学 西村 修 東海大学
大浦　訓章 東京慈恵会医科大学 野村　泰久 福島県立医科大学
大口　昭英 自治医科大学 橋口　幹夫 沖縄県立中部病院
大槻　克文 昭和大学 長谷川　雅明 倉敷中央病院
小川　正樹 東京女子医科大学 秦　　幸　吉 島根県立大学
荻田　和秀 りんくう総合医療センター 秦　利之 香川大学
奥田　美加 横浜医療センター 服部　純尚 埼玉病院　
尾崎　浩士 弘前病院 濱田　洋実 筑波大学
長田　 久夫 千葉大学医学部付属病院 樋口　隆幸 川崎市立川崎病院
水主川　純 聖マリアンナ医科大学 兵藤　博信 東京都立墨東病院
加藤　英二 社会保険船橋中央病院 平原　史樹 横浜市立大学
金井　誠 信州大学 廣瀬　雅哉 兵庫県立塚口病院
金山　尚裕 浜松医科大学 福島　明宗 岩手医科大学
金西　賢治 香川大学 福嶋　恒太郎 九州大学病院
上塘　正人 鹿児島市立病院 藤井　知行 東京大学医学部附属病院
亀井　良政 埼玉医科大学病院 藤田 恭之 九州大学
亀谷　英輝 大阪医科大学 藤森　敬也 福島県立医科大学
川鰭　市郎 長良医療センター 船越　徹 兵庫県立こども病院
菊池　昭彦 岩手医科大学 堀　大蔵 久留米大学
喜多　伸幸 滋賀医科大学 前田　和寿 四国こどもとおとなの医療センター
木村　正 大阪大学 前出　喜信 鹿児島市立病院
久保　隆彦 国立成育医療研究センター 前村　俊満 東邦大学
倉澤　健太郎 横浜市立大学 牧野　郁子 東京女子医科大学東医療センター
桑田　知之 自治医科大学 牧野　真太郎 順天堂大学
小谷　友美 名古屋大学 牧野　康男 東京女子医科大学
小西　郁生 京都大学 正岡　直樹 東京女子医科大学八千代医療センター
小林　康祐 総合病院国保旭中央病院 増崎　英明 長崎大学
古山　将康 大阪市立大学 増山　寿 岡山大学
齋藤　滋 富山大学 松岡　隆 昭和大学
斉藤　知見 順天堂大学付属順天堂医院 松澤　克治 安城更生病院
坂井 昌人 東京女子医科大学八千代医療センター 松田　義雄 国際医療福祉大学病院
左合　治彦 国立成育医療研究センター 松原　茂樹 自治医科大学
佐世　正勝 山口県立総合医療センター 丸山　有子 今給黎総合病院
佐藤　秀平 青森県立中央病院 三浦　清徳 長崎大学
真田　広行 秋田赤十字病院 光田　信明 大阪府立母子保健総合医療センター
鮫島　浩 宮崎大学 南　佐和子 和歌山県立医科大学
澤井　英明 兵庫医科大学 宮越　敬 慶應義塾大学
柴田　英治 産業医科大学 村越　毅 聖隷浜松病院
下屋　浩一郎 川崎医科大学 室月 淳 宮城県立こども病院
菅原　準一 東北大学病院 矢久保　和美 さいたま市立病院
杉村　基 浜松医科大学 安日　一郎 長崎医療センター
鈴木　佳克 名古屋市立西部医療センター 山下　隆博 東京大学医学部附属病院
鈴森　伸宏 名古屋市立大学 山田　崇弘 北海道大学
関　博之 埼玉医科大学総合医療センター 山田　秀人 神戸大学医学部附属病院
関口　敦子 日本医科大学附属多摩永山病院 山本　樹生 日本大学
関沢　明彦 昭和大学 山本　祐華 順天堂大学
高木　耕一郎 東京女子医科大学東医療センター 吉里　俊幸 福岡大学病院
高田　雅代 香川県立中央病院 吉田　敦 長崎大学
高橋　健太郎 滋賀医科大学 吉田　幸洋 順天堂大学医学部付属順天堂浦安病院
竹下　俊行 日本医科大学 吉松　淳 国立循環器病センター
竹田　省 順天堂大学 吉村　和晃 産業医科大学
田嶋　敦 順天堂大学医学部付属順天堂浦安病院 米田　哲 富山大学
多田　克彦 岡山医療センター 早田　憲司 愛染橋病院
田所　望 獨協医科大学 和田　誠司 国立成育医療研究センター
田中　利隆 順天堂大学 渡辺　尚 芳賀赤十字病院
田中　宏和 香川大学 渡辺　博 獨協医科大学
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B（小児科）領域　99名

相澤　まどか 千葉県こども病院 城　裕之 横浜労災病院
青木　幹弘 長崎医療センター 新藤　潤 東京都立小児総合医療センター
網塚　貴介 青森県立中央病院 菅沼　広樹 順天堂大学医学部附属静岡病院
新井　浩和 秋田大学 杉浦　崇浩 静岡済生会総合病院
池田　一成 慶應義塾大学 関　和男 横浜市立大学
石原　千詠 鹿児島市立病院 側島　久典 埼玉医科大学総合医療センター
猪谷　泰史 神奈川県立こども医療センター 高橋　尚人 東京大学医学部附属病院
板橋　家頭夫 昭和大学 高橋　幸博 奈良県立医科大学附属病院
市場　博幸 大阪市立総合医療センター 千田　勝一 岩手医科大学
伊藤　裕司 国立成育医療研究センター 長　和俊 北海道大学病院
臼倉　幸宏 日本大学医学部附属板橋病院 塚本　桂子 国立成育医療研究センター
内山　温 東京女子医科大学 土屋　裕行 立川病院
大木　茂 聖隷浜松病院 徳田　幸子 京都府立医科大学
大城　達男 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター中尾　厚 日赤医療センター
大城　誠 名古屋第一赤十字病院 中尾　秀人 兵庫県立こども病院
大曽根　義輝 君津中央病院 中澤　祐介 静岡県立こども病院
太田　栄治 福岡大学 中村　友彦 長野県立こども病院
大森　さゆ さいたま市立病院 長屋　建 旭川医科大学病院
岡崎　薫 四国こどもとおとなの医療センター 西久保　敏也 奈良県立医科大学
小川　哲 大阪府済生会吹田病院 西巻 滋 横浜市立大学
奥谷　貴弘 和歌山県立医科大学 長谷川　恵子 山口県立総合医療センター
奥村　彰久 順天堂大学 長谷川　久弥 東京女子医科大学東医療センター
柿沼　亮太 東京都立小児総合医療センター 早川　昌弘 名古屋大学医学部附属病院
加藤　文英 島根県立中央病院 林田　慎哉 愛育病院
加藤　有一 安城更生病院 久田　研 順天堂大学
河井　昌彦 京都大学 飛彈　麻里子 横浜労災病院
川瀬　泰浩 東邦大学医療センター大森病院 平野　慎也 大阪府立母子保健総合医療センター
寒竹　正人 順天堂大学順天堂浦安病院 細野　茂春 日本大学医学部附属板橋病院
北島　博之 大阪府立母子保健総合医療センター 牧本　優美 富山大学附属病院
木下　史子 長崎市立市民病院 真喜屋　智子 沖縄県立中部病院
日下　隆 香川大学 正木　宏 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
草川　功 聖路加国際病院 松田 直 東北大学
楠田　聡 東京女子医科大学 三浦　真澄 鳥取大学
國方　徹也 埼玉医科大学病院 水野　克己 昭和大学
栗原　伸芳 慶應義塾大学 南　宏尚 高槻病院
源川　隆一 沖縄県立中部病院 宮園　弥生 筑波大学
五石　圭司 国立成育医療研究センター 武藤　大輔 愛知医科大学病院
河野　由美 自治医科大学 村瀬　真紀 国際医療福祉大学病院
河野　芳功 岐阜県総合医療センター 森　和広 川崎市立川崎病院
近藤　昌敏 東京都立小児総合医療センター 山口　清次 島根大学
佐藤　和夫 九州医療センター 山田　恭聖 愛知医科大学
佐藤　洋明 自治医科大学附属さいたま医療センター 山本　裕 岐阜県総合医療センター
佐藤　義朗 名古屋大学医学部附属病院 屋良　朝雄 那覇市立病院
佐藤　吉壮 太田記念病院 吉尾　博之 聖マリアンナ医科大学
佐野　博之 淀川キリスト教病院 吉田　丈俊 富山大学周産母子センター
志賀　清悟 国際医療福祉大学病院 与田　仁志 東邦大学
島　義雄 日本医科大学武蔵小杉病院 和田　和子 大阪大学
清水　俊明 順天堂大学 和田　浩 淀川キリスト教病院
清水　正樹 埼玉県立小児医療センター 渡部　晋一 倉敷中央病院
東海林　宏道 順天堂大学附属順天堂医院

C（小児外科・麻酔科等）領域　21名

臼井　規朗 大阪大学 土岐　彰 昭和大学
岡崎　任晴 順天堂大学医学部附属浦安病院 鳥飼　源史 鹿児島市立病院
金森　豊 国立成育医療研究センター 西島　栄治 高槻病院
北川　博昭 聖マリアンナ医科大学 林田　良啓 鹿児島大学
窪田　昭男 和歌山県立医科大学 前田　貢作 自治医科大学
窪田　正幸 新潟大学大学院 増本　幸二 筑波大学
黒田　達夫 慶應義塾大学 向井　基 鹿児島大学病院
越永　従道 日本大学医学部附属板橋病院 山高　篤行 順天堂大学
下野　隆一 香川大学 米倉　竹夫 近畿大学
田口　智章 九州大学 渡井　有 昭和大学横浜市北部病院
照井　克生 埼玉医科大学総合医療センター

※所属施設が変更になっている場合は、事務局までご連絡ください


