
 
＜肝臓専門医制度＞ 

 

平成 28 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 28 年 11 月 19 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  ３９２名 

受 験 者 数  ３８６名 

合 格 者 数  ３１０名 

合  格  率  ８０．３％ 

 

肝臓専門医資格期間は、2017 年 4 月 1 日から 2022 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 美香     赤星 径一     朝山 俊樹     東 恵史朗 

東 俊二郎     足立 卓哉     阿部 寛幸     新井 由季 

新井 洋祐     荒川 智宏     荒武 良総     荒田 真子 

安斎  翔     飯田 綾子     飯塚 泰弘     五十嵐隆通 

石田 哲也     石破  博     板井 良輔     井田 智則 

伊藤 和幸     伊藤 善翔     稲垣 聡子     稲垣 尚子 

稲田 悠記     井上健太郎     井上 智仁     今井 那美 

今井 祐輔     井元  章     岩久  章     岩下  愛 

岩田 裕樹     上田  薫     上山 三鈴     宇賀治良平 

内田 苗利     内田 宅郎     梅沢翔太郎     梅田瑠美子 

浦  和也     卜部 彩子     永生 高広     大川  修 

大木 隆正     大廻あゆみ     大島  剛     大島  敬 

大隅 寛木     大園 芳範     大谷 賢志     大塚 俊美 

大西 孝典     大野慎一郎     小笠原光成     尾形  哲 

岡  俊州     岡村 利之     岡本 共弘     小川 憲吾 

小川 雄史     荻野 学芳     荻野  悠     沖本  将 

奥  大樹     奥野  充     奥  久徳     小田桐直志 

織笠 俊輔     甲斐 優吾     門   輝     加藤 寛士 

加藤 真吾     加藤 高晴     加藤 隆佑     金沢 憲由 

金澤 芯依     金山 泰成     蒲池紗央里     蒲池 直紀 

神谷潤一郎     川口 真平     川口 俊弘     川西 幸貴 

川端 利博     岸田 憲弘     木田 明彦     京田 有介 

清原 裕貴     釘山 有希     草永 真志     熊谷恵里奈 

熊谷純一郎     熊川まり子     倉橋 知英     高口 裕規 

合谷  孟     小島 直紀     小島 秀信     小西 直樹 

神下 真慶     小林 克誠     小林  剛     小林真理子 

小南 陽子     小山 展子     才川宗一郎     齋藤さとみ 

齊藤 将喜     酒井  望     坂井 慈実     坂根 貞嗣 

佐久間俊行     笹井 保孝     佐々木一樹     佐藤  雅 

佐藤 悦基     座覇  修     澤武 建雄     塩賀 太郎 

塩出 悠登     篠浦  丞     篠﨑 健太     芝  俊成 

清水徹之介     清水 悠郎     白川  裕     白幡 康弘 

新関  亮     菅谷 武史     鈴木千衣子     鈴木 年竜 

鈴木 秀生     鈴木 伸三     鈴木雄一朗     諏訪 兼彦 



曽田 智大     大楽 尚弘     田浦康二朗     高木 裕子 

髙橋 晃彦     髙橋  啓     高山 政樹     瀧浪 将貴 

竹内 啓人     武内悠里子     竹越  快     武田 健一 

武田 悠希     武田 梨里     竹ノ谷 隆     武山 真也 

田代 茂樹     田鶴谷奈友     立松 英純     田中 孝明 

田中 俊光     田中茉里子     谷口 理丈     谷口 未樹 

玉井 利克     田村 利尚     千々松知子     塚越真梨子 

塚本 宏延     津久井雄也     堤   翼     恒川 明久 

鶴谷 康太     寺田 昌弘     寺野敬一郎     遠山まどか 

時光 善温     徳永 尭之     所  征範     冨永顕太郎 

豊増  靖     内藤 滋俊     長井 和之     中岡 和徳 

中島 英信     長嶋 大輔     中島 卓利     中田 樹海 

永田  充     中西 宏佳     中野 克俊     中野 利宏 

中野 憲仁     中村 琢也     中村 正克     中村 昌司 

中村 有希     中村 由子     中本 次郎     成瀬 智康 

西川 浩史     新田 佳史     二宮  豪     根本 猛彦 

野﨑 泰俊     野澤優次郎     野村 元宣     野村 亮介(新潟) 

野村 亮介(東京)    萩原 雅子     羽柴 智美     秦  康倫 

鉢嶺 大作     濱田 敏秀     浜野 郁美     早川  宏 

林  栄一     林  泰寛     原  貴信     春原 優子 

樋口 俊哉     平田 好正     平松 慎介     平山 美樹 

樋渡 清司     深見 裕一     普久原朝史     藤澤真理子 

藤田美貴子     藤森 正樹     星野 博之     堀江 秀樹 

本多  靖     前平 博充     増田 あい     松井 太吾 

松井 貴史     松井 俊樹     松浦 敬憲     松浦 哲也 

松浦 知香     松下美紗子     松島加代子     松田 秀哉 

松田 昌悟     松永 康寛     松村  聡     松本佐知子 

松本 尊彰     松本 久和     松本 喜弘     松山秀二郎 

丸岡 浩人     丸田 明範     圓若 修一     三浦  翔 

三浦 智也     三上 高司     三科 友二     水谷  卓 

水本  塁     宮内 倫沙     宮川恒一郎     宮澤 恒持 

宮澤 正樹     宮田 隆司     宮本 英明     宮本 弘志 

宮本 良一     迎  美幸     村井 一裕     村岡  優 

村上 昌裕     村田  東     村中 徹人     元山 天佑 

森   敦     守田 誠恵     森  宏仁     森本 美希 

諸橋 大樹     八木  専     安田  諭     安丸 正一 



安村 聡樹     安良岡高志     簗瀬 公嗣     矢挽 眞士 

山岡 正治     山口 晃弘     山子 泰加     山田 裕希 

大和 弘明     山中 伸一     山根 敬子     山本 健太 

山本 良太     横田 健晴     吉井 將哲     好川 謙一 

吉田 志栄     吉田由起子     吉野 すみ     吉村 哲広 

李  兆亮     若杉 英樹     和気泰次郎     渡部 直樹 

渡辺 昌樹     渡邊 悠人     渡邊 幸信     綿引 隆久 

和田 宏来     和田 史孝 

 


