
 
＜肝臓専門医制度＞ 

 

平成 27 年度 日本肝臓学会肝臓専門医認定試験の結果について 

 

一般社団法人日本肝臓学会 
肝臓専門医制度審議会 
委員長 佐々木 裕 
 

 平成 27 年 11 月 22 日（日）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  ４１１名 

受 験 者 数  ４０５名 

合 格 者 数  ３１７名 

合  格  率  ７８．２７％ 

 

肝臓専門医資格期間は、2016 年 4 月 1 日から 2021 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。学会登録情報の変更がある場合は、速やかに登録変更届を提出して下 

さい。 

 

 

合格者氏名 

青木 智子      青山  徹      浅野 智成      朝日向良朗 
阿知波宏一      新井 英二      荒井  潤      安藤 通崇 
安藤 祐資      飯沼 昌二      池端 彰子      池原龍一郎 
石井 清文      石井 政嗣      石黒 裕規      石毛 和紀 
石山 由佳      出田 雅子      和泉 秀樹      市川  雪 
出田 貴康      伊藤  淳      伊藤  潤      糸川 文英 
岩井 孝史      岩尾 正雄      岩上 裕吉      岩城 孝明 
岩根 弘明      植  瑞希      上西  博      梅邑  晃 
浦田 孝広      衛藤  綾      遠藤 文菜      遠藤  啓 
遠藤 伸也      大岡 美彦      大川原 健      大久保秀則 
大黒 聖二      大城 武春      大瀬良省三      大谷 和広 



大野  崇      大野 美紀      大森 里紗      大山 恭平 
小笠原定久      岡田 倫明      岡田 充巧      岡野  荘 
岡藤 啓史      岡本有紀子      小川 祐二      小木曽 聡 
荻山 秀治      荻原 伸悟      奥新 和也      奥田 英之 
奥田雄紀浩      小倉 智志      小倉 俊郎      小野 敏嗣 
小野寺 学      小幡 和彦      小畑 雅寛      角谷  彰 
笠井 洋祐      笠島 冴子      柏舘 俊明      梶原  敦 
桂  宜輝      嘉戸 慎一      加藤幸一郎      門多 由恵 
門野 義弘      金田  遼      金子  俊      鹿股 宏之 
亀井 秀弥      河合 健吾      河合 隆之      川村 智恵 
菅  宏美      菅野 将史      木口 剛造      木島 洋征 
北  和彦      北川 美香      北村  宏      北村 まり 
木津  崇      城所 秀子      木村 治紀      行田  悠 
國本 英雄      久野  徹      久保 孝文      久保田 望 
熊谷  祐      栗田  聡      栗原 唯生      黒田 太良 
桒野 哲史      結束 貴臣      見城  明      小島 優子 
小林  智      小林 哲平      小林 正典      近藤 佳恵 
紺野 直紀      齋藤  宰      齊藤 朋子      齊藤 宏和 
酒井 利隆      坂牧  僚      佐々木一之      佐々木 恭 
佐々木 滋      佐々木隆光      佐々木 洋      佐々木 龍 
颯田 祐介      佐藤 一弘      佐藤 愼哉      澤田  晋 
沢田 直也      忍  哲也      柴田壮一郎      下瀬 茂男 
下村 泰之      定免  渉      城野 智毅      新垣 直樹 
末岡 英明      杉本 龍亮      鈴木 考治      須田 貴広 
瀬尾  智      関 建一郎      関川憲一郎      関根  豊 
瀬古 裕也      高岡 良成      高木 弘誠      髙嶋 志在 
髙田 龍介      髙野 幸司      髙橋 道郎      髙林  馨 
髙山 耕治      瀧川 貴生      竹内 庸浩      武田 和永 
竹村 嘉人      田澤 宏文      多田 藤政      田所 智子 
田中 耕平      田中 久雄      田中 宏昌      谷  理恵 
谷木 信仁      田畑 優貴      田村 公佑      田村 文人 
知念 健司      千葉  充      月元 友厚      廿楽 裕徳 
常松 聖司      角田 真人      寺西 優雅      土居 裕和 
堂垣 美樹      徳久 善弘      徳光 幸生      所  隆昌 
友成  哲      苗代 典昭      長岡 克弥      中川 貴之 
中嶋 駿介      永田 紘子      中田和智子      仲地 耕平 



中塚 拓馬      中西 啓祐      中原 生哉      中村  吏 
中村 洋典      中村 昌人      中村 雄二      中村 友里 
中元 明裕      長屋 寿彦      中山 剛一      中山千恵美 
中山  昇      成田  礼      南野 佳英      新関  修 
西村 隆一      西脇 聖剛      沼尾 規且      野口 陽平 
野田 香菜      野登はるか      野々垣浩二      野本 弘章 
灰本亜矢子      羽尾 義輝      長谷川俊之      長谷部拓夢 
蜂谷 裕之      服部 美紀      鳩岡 正浩      華井 竜徳 
濱岡 志麻      濵岡 道則      林   学      速水 晋也 
原口 雅史      原田 庸寛      原田  学      張本 滉智 
平井 真吾      平峯  智      平山みどり      広崎 拓也 
廣瀬 純穂      深澤 佳満      深田 浩大      福島 啓太 
福島 真典      福原誠一郎      藤井 庸平      藤田 明子 
藤野 初江      船津 英司      古田  聡      戸次 鎮宗 
星  恒輝      堀井 里和      堀野  敬      本庶  元 
本間 賢太      牧野 祐紀      増田  剛      町田 智彦 
松清  靖      松田 靖弘      松田 梨恵      松野 健司 
松村 周治      松本 知訓      間野 真也      丸田 紘史 
三田 正樹      南  創太      南  信弘      三原 崇文 
三村 憲一      三村 志麻      宮城 重人      宮城島大輔 
宮副 由梨      宮田 康史      村山  梢      室井 純子 
室川 剛広      本原 利彦      本藤 有智      森  健次 
森  雅史      森  至弘      盛生  慶      盛生玲央奈 
森川 貴子      森田  拓      森脇英一朗      諸井林太郎 
矢澤 直樹      矢島  浩      安井  伸      安武 優一 
矢田 章人      矢田 崇純      山内 健司      山口菜緒美 
山口 純治      山﨑  明      山崎 紗代      山崎  大 
山崎 雅弘      山田  哲      山田 航希      山本  健 
山本 慶郎      湯原 宏樹      楊  和典      横濱 桂介 
横溝 千尋      横山 晋也      吉田  諭      吉田 周平 
吉田 純子      吉田 尚弘      吉田 雄一      吉原 靖典 
吉光 雅志      吉本  均      米田 将隆      李  宗南 
渡邉 東   
 

 


