
＜肝臓専門医制度＞ 

平成 26 年度 日本肝臓学会肝臓専門医認定試験の結果について 

 昨年 11 月 15 日（土）東京・シェーンバッハ・サボー（砂防会館）において肝臓専門医制度に基づく 

肝臓専門医認定試験を実施しました。受験者数、合格者数は以下のとおりです。 

                  記 

申 請 者 数  ４５８名 

受 験 者 数  ４４８名 

合 格 者 数  ３５０名 

合  格  率  ７８．１% 

 

肝臓専門医資格期間は、2015 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日までの 5 年間です。なお、認定証は、 

認定料をお支払いいただいてからご送付します。 

学会に登録されている住所等が現状と異なる場合は、合否通知、認定証等が発送されてもお手元に届 

かないことになります。学会登録情報に変更がある場合は、速やかに登録変更届を提出して下さい。 

 

 

合格者氏名 

青木 孝太      青木 修一      青木  崇      赤城 一郎  

安里 昌哉      味木 徹夫      足立 和規      足立 智彦 

阿南 会美      阿部 聡司      安倍 満彦      新井 正弘 

荒川 直之      有泉 俊一      有川 俊二      安藤 勝祥 

安藤 真弓      飯澤 祐介      飯田 宗穂      飯塚 和絵 

生田 真一      池田 亜希      池田 篤紀      池田 一毅 

池野 嘉信      池淵雄一郎      伊古田正憲      石井 昭生 

石川 寛高      石﨑 守彦      石崎 陽一      石田 隆志 

石見 亜矢      礒  幸博      磯田 広史      市川 雄平 

伊東 英里      伊藤 静乃      伊藤 洋信      伊藤 浩光 

伊藤 有香      伊藤 ゆみ      猪  聡志      伊能  壮 

居平 典久      岩崎 寿光      岩田 徳和      岩橋 衆一 

上田 純志      上野 敬史      上野 卓教      内田 大輔  

梅村真知子      永  滋教      惠谷 ゆり      遠藤 智広 

遠藤 文司      及川 愛里      大石 俊之      大江 晋司 

大川 雅照      大﨑 理英      大島 靖広      大須賀達也 

大杉 香織      大谷 英之      大野 智彦      大濱日出子 

大原 芳章      大平 真裕      岡沢  啓      岡嶋  亮 

岡田 敏正      岡和田 敦      奥井 紀光      奥村 晋也 



小椋 啓司      小山 隆男      恩田 真二      柿坂 達彦 

垣田 成庸      角山 沙織      梶 喜一郎      片桐 雅樹 

葛西 恭一      勝島 慎二      勝見 智大      加藤  新 

加藤 洋介      格谷 洋和      金村 普史      神山 俊哉 

川野 佑輝      河村 貴広      菅  敏樹      神田 知洋 

神野  彰      菊地 大輝      北井  聡      北川  翔 

北村 好史      衣笠 秀明      木村佳代子      工藤 峰生 

國吉  徹      久保 憲生      熊谷 一郎      熊谷 将史 

熊本 宜文      栗山 勝利      栗山  仁      久留宮康浩 

桑代 紳哉      桑本 信綱      小池 直人      高  賢樹 

髙亀 道生      粉川 敦史      小塚 立蔵      後藤 文男 

小林 泰輔      小林 良充      小林 祥也      菰池 信彦 

権  英寿      近藤真由子      齋藤  格      坂井 圭介 

酒井  健      酒井 宏司      境  浩康      栄  政之 

坂下 俊樹      佐川 絵理      崎谷 康佑      佐々木 翔 

佐竹 真明      佐谷  学      佐藤 寛之      佐藤 史幸 

佐藤 光明      佐藤 宗広      佐野  仁      佐野 義洋 

澤田 保彦      澤原 大明      三田真理子      志柿 泰弘 

澁川 成弘      渋谷 和人      嶋村  剛      清水 周哉 

清水 晶平      清水 誠一      清水 哲也      清水 祐宏 

末村 茂樹      末吉 由佳      杉原 一明      杉山 祥晃 

助川 隆士      鈴木 友己      鈴木 広和      砂原 正男 

妹尾 健正      相馬  悌      髙木  崇      高田 英志 

高取 健人      髙野 智子      髙野 眞寿      髙原 政宏 

髙山 宗三      田北 雅弘      武尾 真宏      武田  真 

武智 俊治      竹村 健一      舘 桂一郎      田中 聡司 

田中 敏宏      田中  寛      田中  龍      棚橋  仁 

谷 奈緒子      谷口 礼央      谷村 知紀      椨  一晃 

田村 次朗      太和田暁之      千田 剛士      中馬 正志 

褚  柏松      塚田幾太郎      辻江 正徳      土本 雄亮 

角田 知之      堂原 彰敏      徳永 志保      戸子台和哲 

土細工利夫      土肥 千紘      富丸 慶人      留野  渉 

友松 宗史      永井 知行      仲川  環      中河 秀俊 

中込  良      中鋪  卓      中下 俊哉      長島 多聞 

長田修一郎      中田 秀史      中田 泰幸      中谷 晃典 

中西  史      永野 智久      中野 亮介      永原 照也 



中原 守康      中堀  輔      中村  純      中村 祐介 

永山  学      中山 祥未      半井明日香      南條 宗八 

西尾公美子      西川 貴雄      西躰 隆太      西山  亮 

奴田 絢也      野口麻希子      信岡 大輔      野村 祐介 

野本 朋宏      橋本 健二      橋本 昌和      畑中  健 

服部 優宏      花田 直之      濱  直樹      濱口  純 

原   祐      原  康之      原田 貴之      原田  昇 

東谷 光庸      樋口  肇      肱岡 悠子      菱田 光洋 

平井紗弥可      平石 哲也      平出 貴乗      平田 賢郎 

平野 仁崇      平山 泰丈      深津 和弘      福生 有華 

福永 秀平      藤井 洋輔      藤江 里美      藤尾  淳 

藤川 智章      藤木 純子      藤瀬  幸      藤田 浩二 

藤田由里子      藤谷 啓一      藤山俊一郎      藤原 直人 

藤原 典子      船水 尚武      古谷 晴子      星  隆洋 

星岡 賢英      細野 邦広      程塚 正則      堀   寧 

堀元 隆二      米田  海      前川 直志      前田 哲男 

牧野 加織      枡  卓史      町田 展章      松井  徹 

松沢  優      松田 崇史      松村真生子      松本 健吾 

丸橋  繁      丸山 正樹      丸山祐一郎      三浦  公 

水島 隆史      水谷 知裕      水野 雄介      光藤 大地 

光安 智子      簑田 竜平      宮澤 祥一      宮田  隆 

宮部 欽生      宮本 勇治      宮本由貴子      三好 謙一 

三輪 佳雅      向津 隆規      村上 隆啓      村上  昌 

村木 俊夫      室町 香織      森  昭三      森岡 研介 

森﨑 智仁      森下 宗自      森藤 吉哉      森本  崇 

門田 一晃      八木 洋輔      矢野 琢也      矢野 正明 

山  剛基      山居 聖典      山井 琢陽      山口 大輔 

山口 智宏      山口 康徳      山島 美緒      山田 和俊 

山田 武史      山中 健也      山邊  聡      屋良昭一郎 

横田 雄大      横山 智仁      横山 恵信      吉岡 拓人 

吉岡 鉄平      吉田香奈子      吉田  司      四本かおる 

若山 顕治      早稲田洋平      和田  望      渡辺 一弘 

渡邊 秀平      渡辺 崇夫 

 


