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更新対象者 
50 ⾳順 

［北海道⽀部］ 
  ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分  

⾜⽴ 智昭（胃・⼤腸）  上野 伸展（胃・⼤腸）   ⾼井 重紀（終⾝）     平⽥健⼀郎（終⾝） 
藤本 琴⾳（胃）     松浦 邦彦（胃）      武藤桃太郎（胃）     盛⼀健太郎（胃・⼤腸） 
⼭⼝ 由美⼦（終⾝）   渡   ⼆郎（胃・⼤腸）   

 
［東北⽀部］ 

  ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分  
秋濱   ⽞（胃）     秋⼭ 昌弘（終⾝）     ⽯⽥ ⼀彦（胃）     岡野   健（終⾝） 
渋⾕ ⼤助（終⾝）    鈴⽊   敬（胃・⼤腸）   坪野 吉孝（胃）     ⻑野 正裕（終⾝）  
濱島 由紀（肝胆膵）   平澤 頼久（胃））      三浦 雅⼈（胃）     緑川 重夫（終⾝）    
渡邊   廉（終⾝） 

 
［関東甲信越⽀部］ 

  ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分  
浅野 耕司（終⾝）    ⽯川 昌澄（胃）      伊藤 慎芳（終⾝）    岩畔 慶太（胃） 
⽣⽅ 英幸（胃・⼤腸・肝胆膵）  加藤  明（胃）      加藤 良郎（終⾝）    ⼩笹   潔（終⾝） 
⿑藤 ⼀美（胃）     坂⾕  新（終⾝）     佐々⽊清寿（胃・⼤腸・肝胆膵）  佐藤 秀樹（胃・⼤腸） 
佐藤⺒喜夫（胃）      下⼭   友（胃）      菅野 千秋（終⾝）    杉⼭ 園美（胃） 
鈴⽊ 康元（終⾝）    関根 直樹（胃）      善如寺明⼦（胃）     善如寺恵⼦（胃） 
⽵内 雅⽂（胃）     対⾺ 健祐（胃）      難波美津雄（終⾝）     ⻄浦 輝浩（胃） 
林   順平（胃・肝胆膵）  原澤 尚登（胃・⼤腸）   増⽥ 英明（終⾝）     松⽥ 誠治（⼤腸・肝胆膵） 
三浦 正⺒（終⾝）     溝上 裕⼠（終⾝）     三橋 佳苗（胃）      ⼭⼝ 哲司（終⾝） 
⼭崎 信義（胃・⼤腸）  ⼭道 信毅（胃）      ⼭本 正⼆（胃） 

 
［東海北陸⽀部］ 

  ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分  
伊藤 彰浩（胃）      奥村 義治（胃）     加藤 昌彦（胃）     川嶋 啓揮（胃） 
⽊村 成⾥（胃）      熊⽥   卓（終⾝）    笹⽥ 雄三（胃）     ⽩井   修（胃） 
妹尾 恭司（胃）      ⽵⽥ 欽⼀（胃）     廣岡 芳樹（肝胆膵）   前⽥ 吉昭（終⾝） 
松佐古 敬（終⾝）     村上 啓雄（胃）     ⼭本 克弥（胃） 

 
［近畿⽀部］ 

  ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     
⻘⽊  茂（終⾝）     蘆⽥ 玲⼦（肝胆膵）   飯島 尋⼦（肝胆膵）   今井 照彦（終⾝） 
今井 幸⼦（終⾝）     ⼤塚 弘友（胃）     ⼤前 健⼀（胃）     押⾕ ⾼志（終⾝） 
貴志 ⽂俊（胃）       栗本 博史（終⾝）     近藤 晃司（胃）     重松   忠（終⾝） 
島   伸⼦（胃）       末吉 公三（終⾝）    杉村 千恵（終⾝）     須⼭   諭（胃） 
⾼倉 玲奈（胃）      ⾼橋 雅⼠（胃）     ⾼原 圭⼦（胃）     ⽥中 豊彦（胃） 
⽥中 順⼦（胃）       中村 正基（胃）      藤村 和代（胃）     ⽔⽥ 年美（胃） 
⼭崎 道夫（胃）      渡辺 裕之（胃）     渡邉 実⾹（胃・⼤腸） 



 
［中国四国⽀部］ 

  ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     
有⽥  剛（終⾝）     伊藤 忠彦（胃）      ⼤浦 正博（終⾝）    唐井 ⼀成（胃・⼤腸・肝胆膵） 
岸  尭之（胃）      ⽊原 康裕（胃）      佐藤  徹（胃）     佐野 敏明（胃） 
⽥中 志乃（肝胆膵）    ⾕本 達郎（胃・⼤腸）  津⽥ 孝治（胃）     中久喜啓⼦（胃） 
⻄⼭ 仁樹（終⾝）     堀江 秀茂（胃） 

 
［九州⽀部］ 

  ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     
稲吉 康治（胃）      ⼤⼭  隆（胃）     ⼩野 雅美（胃）     北村   亨（終⾝） 
坂本 勝美（胃）      向坂 健男（終⾝）    中原 慶太（胃）     中原   伸（胃） 
⼀⼆三倫郎（終⾝）     平賀 聖久（胃・⼤腸）  前⽥ 企能（胃・⼤腸） 

 
 

保留申請者 
 

［関東甲信越⽀部］ 
  ⽒  名   区分                                                                                     

蓮⾒ 直彦（胃・⼤腸） 
 

［東海北陸⽀部］ 
  ⽒  名   区分     ⽒  名   区分     ⽒  名   区分                               

⼩坂 俊仁（胃・⼤腸・肝胆膵）    島崎   信（胃）     ⽔嶋 宣章（胃） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


