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 2019 年 11 月 17 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  ３７５名 

受 験 者 数  ３６８名 

合 格 者 数  ３２２名 

合  格  率  ８７．５％ 

 

肝臓専門医資格期間は、2020 年 4 月 1 日から 2025 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。 

 

合格者氏名(あいうえお順) 

相引 利彦     相部 祐希     青井 広典     青沼 映美 

浅岡  等     浅川 剛人     浅野  剛     阿部 恭平 

阿部 正和          阿部 祐治          荒井 俊夫          荒田  英 

有阪 高洋          井口恵里子          井口 友宏          伊倉 顕彦 

池尾 光一          池崎  修          石神 秀昭          石田 航太 

石塚  敬          石本 詩子          市島 諒二          伊東 詩織 

伊藤 泰斗          伊藤 孝司          稲田 浩気          井口 詔一 

猪瀬 悟史          井原 欣幸          伊原  諒          伊吹  省 

今川 和生          入江 員行          入谷 壮一          岩崎 暁人 

岩破 敏郎          岩田 朋晃          岩津 伸一          岩本 剛幸 

植原 大介          上原なつみ          植村修一郎          上村  直 

宇田 周司          内野 馨博          宇根 範和     梅津守一郎                                 

梅津 輝行          梅村壮一郎          江藤 宏幸          遠藤 悠紀 

大井 尚子          大石 賢玄          大久保捷奇          大倉 康志 

大島 正寛          大須賀崇裕          大田 真実          大場 彬博 



大森 彩子          大屋 一輝          岡田 憲樹         岡本 武士 

小川 紗織          小川 雅裕          小串 勝昭          小野寺早葉子 

織田 典明          柿木 信重          笠井 美孝     片岡  文 

加地 謙太          金山  彩          金山 雄樹     金子 朋弘 

金子 真大          金田 義弘          金藤 光博     鎌田 和明 

上岡 直史          上村 慎也          川口 佑輔     川﨑慎太郎 

川路 祐輝          川田 雄三         河地 茂行     川村  聡 

河村 達哉          神田  仁          木内 亮太     菊池 保治 

北川 隆太          北畑 翔吾          宜保 憲明     木村 晋也 

木村 有佑          日下部 誠          楠本 侑弘     久保 維彦 

熊元啓一郎          倉下 貴光          栗本 亜美     黒木 直美 

小泉 一也          合原  彩          小島 雄一     小髙 康裕 

後藤 駿吾          後藤  諒          小橋健一郎     小林亜也子 

小林 隆昌          小林 正明          小松 久晃     小宮山哲史 

小宮山泰之          小森 宏之          小屋 敏也     小屋 有代 

小山 克樹          三枝慶一郎          齋藤 直人     齋藤 純健 

坂江  遥          佐川 孝臣          佐久間信行     櫻井 伸也 

櫻田  晃        佐々木健吾          佐々木翔一     佐々木直也 

佐藤  健          佐藤 聡史          澤井 良之     澤崎 拓郎 

三箇 克幸          塩見 優紀          塩山えりか     重沢  拓 

重田 孝信          雫  真人          澁木 太郎     島田  恵 

嶋田 圭太          島田 高幸          島松  裕     清水 聡孝 

清水  遼          下河邊嗣人          下山  真     白井久美子 

白橋 亮作          末谷 敬吾          末永 大介     杉岡  篤 

杉山 祐之          杉山 由晃          勝呂 麻弥     鈴木 和治 

鈴木 怜佳          砂金光太郎          関口 智裕     相馬  学 

染矢  剛          高尾 嘉宗          髙木 萌未     髙島 照弘 

高清水清治     高野 可赴          高橋 俊作          髙畑  豪 

高松志帆子          武石 一樹          竹内  学          竹内 泰江 

武田  和          田尻下聡子          田中 将平          田中 大輔 

田中  卓          田中 雄志          田中 知子          谷  圭吾 

谷山 央樹          田原 純子          田村  睦          田村  潮 

田村  崇          檀  直樹          恒松  雅          鶴﨑 正勝 

鶴田 耕三          徳富 治彦          栃尾 智正          豊岡 志帆 

豊留 亜衣          内藤 慶英          永井 瑞紀          永尾 清香 

中垣 貴志          中島 一壽          中嶋 摩依          中田 亮輔 



中野 重治          中野 弘康          中野  容          仲松元二郎 

中村 晃久          中村 隆人          名倉 義人          楢原 哲史 

西垣 信宏          西川 智貴          西郡 修平          西澤 竜矢 

西牧 宏泰          西村 順子          西村 達朗          丹羽由紀子 

野上 麻子          野口 大介          野阪 拓人          野田 万理 

野村 憲一          橋詰 清孝          橋本 拓哉          橋本 宏明 

長谷川 翔          畑  太悟          畑澤 友里          服部 大輔 

濱中 紳策          林  健児          原  雅樹          原田  林 

半田  寛          樋口 麻友          日向有紀子          廣瀬 奏恵 

廣瀬 雄紀          福岡 健吾          福本 賢二          藤井  渉 

藤村  彰          星野 弘典          堀江 知史          堀米 亮子 

本多 寛之          本田  穣          本明 慈彦          前阪 和城 

前田 篤史          前田  栄          前田 隆宏          前田 知世 

前田 雅喜          真木 治文          増井 俊彦          増田 作栄 

松井 健一          松清  大          松澤 尚徳          松下 勝則 

松下 克則          松平 慎一          松本光太郎          的野 る美 

間野 洋平          間渕 一壽          馬淵 正敏          丸本 美穂 

三浦幸太郎     三上 洋平     水内 梨絵     南  喜之 

箕輪慎太郎     美馬 浩介     宮坂 信雄     宮原 千賀 

宮原 直樹     宮本 勇人     三好 正人     武藤  純 

武藤 芳美     宗景 玄祐     村上 規子     村田  進      

元好 貴之     森 総一郎     森  治樹     森川  亮      

森下 慶一     森田  望     森田  亮     森本 光作      

八木 直樹     安田 宗司     柳田 直毅     柳瀬 祐孝      

山内  涼     山下健一郎     山田  翔     山高 果林      

大和 雅敏     山宮 大典     山村 謙介     山本 崇文      

山本 恭史     山谷 英之     横村 明高     横山 純二 

横山 洋三     吉川 雅章     吉田  翼     吉原  努 

吉益  悠     米島  淳     和久津亜紀子    渡邉 史郎 

渡邉 剛志     渡辺 雄輝      

 


