
永田　真 埼玉医科大学病院
池田　佳生 群馬大学 橋本　正良 埼玉医科大学病院
石井　秀樹 群馬大学 長谷川　元 埼玉医科大学総合医療センター
浦岡　俊夫 群馬大学 穂苅　量太 防衛医科大学校病院
廣村　桂樹 群馬大学医学部付属病院 持田　智 埼玉医科大学病院
和賀　一雄 和賀クリニック 若杉　佳代子 永島医院
渡辺　俊樹 前橋赤十字病院

淺沼　克彦 千葉大学
麻生　好正 獨協医科大学病院 生坂　政臣 千葉大学医学部附属病院
五十棲　一男 足利赤十字病院 小原　まみ子 亀田総合病院
入澤　篤志 獨協医科大学 加藤　直也 千葉大学
岡崎　仁昭 自治医科大学 桑原　聡 千葉大学医学部附属病院
鈴木　圭輔 獨協医科大学病院 小林　欣夫 千葉大学医学部附属病院
田原　利行 栃木県済生会宇都宮病院 堺田　惠美子 千葉大学
冨塚　浩 冨塚メディカルクリニック 塩尻　俊明 総合病院国保旭中央病院
長嶋　孝夫 自治医科大学附属病院 鈴木　昌 東京歯科大学市川総合病院
長田　太助 自治医科大学附属病院 中村　文隆 帝京大学ちば総合医療センター
仁保　誠治 獨協医科大学 中村　信 中村内科クリニック
松村　正巳 自治医科大学附属病院 松岡　かおり いけだ病院
三谷　絹子 獨協医科大学病院 松岡　克善 東邦大学医療センター佐倉病院
山本　博徳 自治医科大学附属病院 横手　幸太郎 千葉大学

家田　真樹 筑波大学附属病院 秋下　雅弘 東京大学医学部附属病院
鴨志田　敏郎 日立総合病院 阿部　信二 東京医科大学
草野　史彦 土浦協同病院 阿部　雅紀 日本大学
斎藤　知栄 筑波大学附属病院 有岡　宏子 聖路加国際病院
佐藤　浩昭 筑波大学水戸地域医療教育センター 井口　保之 東京慈恵会医科大学附属病院
島野　仁 筑波大学附属病院 池田　隆徳 東邦大学医療センター大森病院
瀬尾　恵美子 筑波大学 池ノ内　浩 日本赤十字社医療センター
千葉　滋 筑波大学 石井　晴之 杏林大学医学部付属病院
土屋　輝一郎 筑波大学 石川　敏夫 帝京大学医学部附属病院
檜澤　伸之 筑波大学附属病院 石原　寿光 日本大学
山縣　邦弘 筑波大学附属病院 市川　弥生子 杏林大学医学部付属病院
山田　幸太 土浦ベリルクリニック 市原　淳弘 東京女子医科大学病院

糸井　隆夫 東京医科大学病院
足立　健 防衛医科大学校病院 岩切　勝彦 日本医科大学付属病院
安藤　聡一郎 安藤医院 上野　博則 東京医療センター
池脇　克則 防衛医科大学校病院 臼杵　憲祐 ＮＴＴ東日本関東病院
岡　政志 埼玉医科大学総合医療センター 内田　信一 東京医科歯科大学医学部附属病院
川名　明彦 防衛医科大学校病院 瓜田　純久 東邦大学医療センター大森病院
木村　文彦 防衛医科大学校 大久保　由美子帝京大学
甲嶋　洋平 さいたま赤十字病院 大西　真由美 泰静会大西医院
小山　卓史 さいたま市立病院 大橋　一輝 がん・感染症センター都立駒込病院
菅原　斉 自治医科大学附属さいたま医療センター 冲永　寛子 帝京大学医学部附属病院
土屋　昭彦 上尾中央総合病院 奥村　恭男 日本大学医学部附属板橋病院
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片岡　圭亮 慶應義塾大学病院 弘世　貴久 東邦大学医療センター大森病院
金井　隆典 慶應義塾大学病院 福田　いずみ 日本医科大学附属病院
要　伸也 杏林大学医学部付属病院 福永　興壱 慶應義塾大学病院
金子　祐子 慶應義塾大学病院 藤尾　圭志 東京大学医学部附属病院
菅野　義彦 東京医科大学病院 藤ヶ崎　浩人 都立墨東病院
木内　章裕 きうち内科クリニック 藤城　光弘 東京大学
北川　一夫 東京女子医科大学 放生　雅章 国立国際医療研究センター病院
木村　和美 日本医科大学付属病院 星野　晴彦 東京都済生会中央病院
黒川　峰夫 東京大学医学部附属病院 三瀬　直文 三井記念病院
黒坂　大太郎 東京慈恵会医科大学 南野　徹 順天堂大学
桑名　正隆 日本医科大学付属病院 宮崎　泰成 東京医科歯科大学
上妻　謙 帝京大学医学部附属病院 村﨑　かがり 東京女子医科大学病院
後藤　明彦 東京医科大学病院 森田　啓行 東京大学医学部附属病院
権　寧博 日本大学医学部附属板橋病院 安田　和基 杏林大学
酒井　謙 東邦大学医療センター大森病院 保田　晋助 東京医科歯科大学
坂巻　文雄 東海大学医学部付属八王子病院 安武　正弘 日本医科大学付属病院
相良　博典 昭和大学 矢冨　裕 東京大学医学部付属病院
笹野　哲郎 東京医科歯科大学医学部附属病院 山内　敏正 東京大学医学部附属病院
猿田　雅之 東京慈恵会医科大学附属病院 山口　博樹 日本医科大学付属病院
椎尾　康 東京逓信病院 山田　哲也 東京医科歯科大学
島田　浩太 都立多摩総合医療センター 横尾　隆 東京慈恵会医科大学附属病院
新家　俊郎 昭和大学病院 横田　隆徳 東京医科歯科大学
鈴木　祐介 順天堂大学医学部附属順天堂医院 吉田　仁 昭和大学
鈴木　亮 東京医科大学病院 吉村　道博 東京慈恵会医科大学附属病院
須永　眞司 調布東山病院 四柳　宏 東京大学医科学研究所
清家　正博 日本医科大学付属病院 綿田　裕孝 順天堂大学
副島　京子 杏林大学医学部付属病院
高橋　和久 順天堂大学医学部附属順天堂医院 明石　嘉浩 聖マリアンナ医科大学病院
多賀谷　悦子 東京女子医科大学付属病院 阿古　潤哉 北里大学病院
高山　信之 杏林大学医学部付属病院 新井　文子 聖マリアンナ医科大学病院
田中　佐和子 田中クリニック 一城　貴政 済生会横浜市東部病院
田村　直人 順天堂大学医学部附属順天堂医院 岡　正直 岡内科クリニック
塚本　和久 帝京大学医学部附属病院 小川　吉明 東海大学医学部付属病院
徳重　克年 東京女子医科大学病院 加川　建弘 東海大学医学部付属病院
戸田　達史 東京大学医学部附属病院 金子　猛 横浜市立大学附属病院
内藤　俊夫 順天堂大学医学部附属順天堂医院 川畑　仁人 聖マリアンナ医科大学病院
中神　朋子 東京女子医科大学病院 國島　友之 国島医院
中嶋　秀人 日本大学 佐藤　慎二 東海大学医学部付属病院
永原　章仁 順天堂大学医学部附属順天堂医院 柴垣　有吾 聖マリアンナ医科大学病院
中原　仁 慶應義塾大学病院 鈴木　隆浩 北里大学病院
中村　英樹 日本大学医学部附属板橋病院 曽根　正勝 聖マリアンナ医科大学病院
南学　正臣 東京大学医学部附属病院 竹内　康雄 北里大学病院
仁藤　智香子 日本医科大学付属病院 田中　章景 横浜市立大学附属病院
服部　信孝 順天堂大学医学部附属順天堂医院 田村　功一 横浜市立大学附属病院
馬場園　哲也 東京女子医科大学 寺内　康夫 横浜市立大学附属病院
針谷　正祥 東京女子医科大学 猶木　克彦 北里大学病院
久松　理一 杏林大学医学部付属病院 仲里　朝周 横浜市立市民病院
平澤　恵理 順天堂大学医学部附属順天堂医院 中島　秀明 横浜市立大学

神奈川県



永田　栄一郎 東海大学医学部付属病院
西川　正憲 藤沢市民病院
西山　和利 北里大学 群馬県 山田　正信
野﨑　博之 川崎市立川崎病院 栃木県 石橋　俊
原　眞純 帝京大学医学部附属溝口病院 栃木県 倉沢　和宏
平澤　晃 横浜労災病院 栃木県 萩原　弘一
深川　雅史 東海大学医学部付属病院 埼玉県 小林　国彦
前田　愼 横浜市立大学附属病院 埼玉県 名越　澄子
松澤　陽子 松澤内科・糖尿病クリニック 埼玉県 三村　俊英
峯下　昌道 聖マリアンナ医科大学 東京都 伊藤　裕
守矢　英和 湘南鎌倉総合病院 東京都 岩﨑　直子
山岡　邦宏 北里大学病院 東京都 宇都宮　保典
山野　嘉久 聖マリアンナ医科大学病院 東京都 桑野　和善

東京都 小室　一成
今井　恭史 今井循環器呼吸器科 東京都 園生　雅弘
梅谷　健 山梨県立中央病院 東京都 竹内　靖博
榎本　信幸 山梨大学医学部付属病院 東京都 田中　淳司
桐戸　敬太 山梨大学 東京都 近森　大志郎
佐藤　明 山梨大学 東京都 長瀬　隆英

東京都 福田　恵一
東京都 前谷　容
東京都 若井　安理
神奈川県 常田　康夫

※所属施設名等に誤りがございましたら事務局まで

E-mail：shibu-support@naika.orjp

山梨県

令和4年度でご退任予定の評議員 (21名)

　ご連絡をお願い申し上げます。
　(科名は省略しております)

※今回の選挙候補者には入りません。
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