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 2020 年 10 月 11 日（日）東京・ベルサール渋谷ファースト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  ４１０名 

受 験 者 数  ３６７名 

合 格 者 数  ３１８名 

合  格  率  ８６．６％ 

 

肝臓専門医資格期間は、2021 年 4 月 1 日から 2026 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) 

青笹 季文     赤澤  悠     浅川 真巳     浅川 幸子 

淺野 公將     旭  火華     阿部 勇人     阿部 由督 

天沼  誠          荒井  道          飯島堅太郎         池澤 伸明 

池田 重人          池ノ内真衣子        石井  武          石川 将史 

石山 涼子          井関 隼也          市川  亮          伊藤  孝 

伊藤 正浩          犬飼 庸介          猪上 尚徳          井上 祐真 

猪股 研太          今井 俊裕          岩井 聡始          岩城 慶大 

岩瀬 麻衣          岩根 康祐          魚谷 貴洋          内橋 孝史 

遠藤 正嗣          遠藤  泰          王  歓林          大浦 弘嵩 

大久保悟志          大久保知美          大倉 幸和          大澤 一郎 

大下  航          大高 日本          大坪 加奈          大西 俊彦 

大場  大          岡田 寛史          岡野 裕子     岡原  徹 

岡本 紀夫          置塩 伸也          奥田 敏充          奥村 大志 

小椋加奈子     越智 正憲          小堤 隆広          甲斐田剛圭 

鍛治 孝祐     加藤 幹那          金山 健剛     金子 三紀 

上向 伸幸          川井貴美子          川崎 正憲     河野 直哉 



川端 一美          神﨑 洋彰          神田 武生     菅野 裕樹 

岸野 恭平          鬼頭 佑輔          木下 慶亮     木下 展克 

木下 雅登     木下 勇次          木村 光一     木村 昌倫 

木村 有志     清宮  怜          桐生 幸苗     日下部 瑛 

櫛田早絵子     久保 貴裕          栗原 重明     栗原  健 

栗原 正道     合田 杏佑     孝田 博輝     興梠 慧輔 

郡山 隆志          古賀 正一     小斉侑希子     小島 和人 

小塚 雅也          小西 孝宜     小林康次郎     小林 宗也 

小林 大悟          小林  貴     小林 祐太     駒澤 大輔 

紺田 健一          齋藤 彰敏     齊藤 悠一     齊藤  亮 

坂井  文          酒井 滋企     坂谷 彰彦     坂巻 慶一 

坂本  譲          佐々木 晋     佐々木尚英     佐々木貴弘 

佐々木 嶺          佐藤 公紀     佐藤 直人     佐藤 菜実 

佐藤 裕基          佐藤  豊     實藤 健作     佐野 晃俊 

佐野 裕亮          宍戸 華子     柴崎 充彦     柴田 敬典 

芝本 彰彦          島垣 智成     島村 勇人     嶋吉 章紀 

清水 慎一        清水 孝夫     清水 大樹     志村 裕人 

下川 雅弘          霜野 良弘     焦  光裕     白数 洋充 

新谷 修平          杉浦 育也     杉谷 義彦     鈴木 彰子 

鈴木 隆信          鈴木 孝典     鈴木 大聡     須藤 大輔 

鷲見  肇          清宮 崇博     関谷万理子     染村  祥 

髙井利恵子          高士ひとみ     高田 善久     高野 宏平 

高橋  彩          髙橋 純一     高橋大五郎     高和  正 

武下 達矢          竹田  尭     竹田 惣一     多田 和裕 

多田 昌弘          辰川裕美子     田中健太郎     田中  仁 

田邊 智英          田邉 浩紹     田邊 万葉     谷  泰弘 

谷口 孝伸     谷本芽弘理     玉置 道生          田村 皓子 

田村めぐみ          津川 直也     土屋  淳          坪内 達郎 

寺井 悠二          東畑美幸子     徳川 友彦          徳田 貴昭 

冨岡 幸大          冨口  純     冨澤 聡史          友岡 文優 

友兼正太郎          友田 博行     友成 悠邦          中尾 陽佑 

長尾 吉泰          中岡 良介     中川 勇希          中里 圭宏 

中島 陽子          中谷 征吾     長津 明久          中野 有泰 

中原 麻衣          中村 武晴     中村  元          中村 大樹 

西川 知宏          仁科 武人     野口 地塩          野坂 崇仁 

野田まりん          野本 大介     野元 勇佑          萩原 正弘 



橋本  学          長谷川智己     八田 勇輔          服部 純治 

花尻 和幸          羽根田賢一     濱口 孝太          濵田 隆志 

濵中  潤          林  公博     林  大樹          林  宏樹 

林 めぐみ          早田 有希     原  彩子          馬場 弘道 

東  尚伸          廣瀬  優     深見久美子          福島 豊実 

福田 知広          福本  剛     福本 康史          藤本 優樹 

藤吉 俊尚          古川 賢英     古川 聡一          邉見雄二郎 

北東 大督          星野 有哉     細川  勇          細川 悠栄 

細田 修司          細田 洋平     堀内 敦史          前島 秀哉 

前屋舖千明          増﨑 亮太     増本  愛          松岡 愛菜 

松木由佳子          松下 知路     松田 卓也          松永 多恵 

松本 一寛          松本 太一     松本  拓          松山 恭士 

的屋  奨          丸口  塁     三浦  雅          三浦 雄輝 

三木 生也          三島 江平     水野  恵          三長 孝輔 

皆川 卓也          皆川 雅明     湊  尚貴          峯  宏昌 

蓑輪 彬久          三村 卓也     宮川  佑          宮崎茉莉子 

宮地 隆史     宮田 明典     宮田  剛     村上  崇 

村松 俊輔     室 信一郎     目黒 公輝     森  智崇 

森  英輝     森岡 千惠     森川 昇玲     森末  遼 

森田 敏広     盛田 真弘     森野加帆里     森山  慎 

八木みなみ     安福 智子     谷田貝 昂     柳川 雅人 

山浦 正道     山上 まり     山口  隼     山下 和志 

山田 修平     山田眞一郎     山田 友春     山田 夏美 

山田 恭孝     山田  錬     山道 信毅     山本  浩 

与儀 憲和     横山  寛     横山 政明     吉住 有人 

吉田 拓馬     吉田 祐士     吉田竜太郎     良永 康雄 

吉丸 洋子     吉峰 尚幸     与那嶺美樹     依岡 伸幸 

若林 大雅     渡邊 龍之 

 

 


