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2022 年度 日本肝臓学会肝臓専門医認定試験の結果について 
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委 員 長 吉治 仁志 
 

2022 年 11 月 13 日（日）東京国際フォーラム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 
 
                    2022 年度申請者  20・21 年度繰越者 

申 請 者 数     423 名       396 名       27 名 
受 験 者 数     399 名       386 名       13 名 
合 格 者 数     371 名       360 名       11 名 
合  格  率     92.9％ 

 

合格者氏名(50 音順)   
相澤 栄俊 

 
相山  健 

 
青木  光  赤松 延久 

 
秋葉昭多郎 

秋山 慎介  朝治 直紀  後野 徹宏  阿部圭一朗  阿部  学 
阿部 珠美  阿部 正洋  安部 雄治  新井相一郎  安藤 雅能 
飯坂 正義  飯島 一飛  飯泉 天志  五十嵐 亮  五十嵐一晴 
池田 貴文  石原 伸朗  市川 広直  市川 将隆  伊藤 千尋 
井上  香  井上 元気  猪口 和美  今津 直紀  伊良部真一郎 
入江 彰一  岩越 友紀  岩崎秀一郎  上杉 和寛  上田 啓介 
植村 隼人  内田久美子  内田 党央  内原 麻友  宇野澤秀美 
占部真貴子  嬉野 浩樹  江口 真平  江口 大樹  榎本 壮秀 
江守 智哉  大井 雅之  大岩 拓矢  大江 悠希  大園 太貴 
太田 匠悟  大谷菜穂子  大西 惠美  大野 弘貴  大庭 行正 
大橋 朋史  大橋 美穂  ＊大宮 悟志  大和田 潤  小笠原暢彦 
小笠原佑記  岡田晋一郎  岡田 拓真  岡田 雄介  岡原 昂輝 
岡村 順平  岡本 卓也  岡本 浩和  小川  綾  小川 晃平 
小川裕太郎  尾崎 邦彰  小田柿智之  小野 晋治  小野寺 翔 

＊恩田  毅  香川 泰之  嘉島  賢  梶原  彰  片岡 史弥 
勝見修一郎  加藤 紘一  加藤 聖也  加藤  亮  金森  瑛 



金子 由佳  金城 美幸  ※兼光  梢  加納 佑一  河合 桐男 
河合  学  川上裕次郎  河口 義邦  川崎  梓  河島 茉澄 
川添 准矢  川村 允力  河村 逸外  菊川 千尋  岸川  浩 
北村  圭  木戸 秀典  木下翔太郎  木下 善博  木村  元 
桐田 響子  久野木康仁  久保地美奈子  栗本  信  黒崎 滋之 
桑野  徹  慶徳 大誠  甲賀 達也  五家 里栄  小坂 正成 
小嶋健太郎  児玉健一郎  児玉 紘祐  小玉  祐  後藤 祐一 
小林 淳志  小林 光助  小林 桜子  小林 浩幸  小林 陽介 
小松 義希  権藤 興一  近藤  高  齊藤 和彦  斉東 京祿 
齋藤 衆子  斎藤 優樹  佐賀 潤也  ＊酒井 規裕  ※阪口 博哉 
坂本 和賢  坂本 雄飛  佐久間崇文  佐久間千陽  佐々木登希夫 
佐々木雅隆  笹村 瑛子  佐竹  真  佐藤 公亮  佐藤  諭 
佐藤 修司  佐藤 晋二  佐藤 琢郎  佐藤 正規  佐藤 元彦 
佐野 自由  佐橋 秀典  柴田 悠樹  島田 崇広  島袋 耕平 
庄野  孝  白井 久也  新海健太郎  須江 真彦  菅田亮太郎 
菅原 脩平  杉本 祐一  杉山 鑑夫  杉山 雄哉  鈴木 貴也 
鈴木  健  鈴木 浩之  鈴木麻衣子  須藤 拓馬  須永 紘史 
關  里和  相馬 直人  平  知尚  髙浦 健太  髙木 孝太 
髙島 耕太  髙住 美香  髙田隆太郎  髙野  暉  髙橋  敦 
髙橋 宏史  高畑 陽介  高林英日己  琢磨  慧  竹下宏太郎 
竹田 善哉  竹原 雄介  田島 和昌  田嶋 修三  多代  充 
龍田 美和  田中 大貴  田中 利幸  田中 秀和  田中 浩敬 
田中 志尚  谷口源太郎  田沼 浩太  田村  祐  茶谷 元晴 
千代田武大  津田雄二郎  堤  綾乃  恒川 卓也  坪井瑠美子 
鶴岡 未央  寺田 修三  土居 雅宗  土居 敬子  冨樫 純一 
德長  鎮  得丸 智子  冨田 裕介  鳥口  寛  内藤 恵理 
内藤 裕史  ＊永岡 智之  永坂 拓也  永島 一憲  中島 啓吾 
名方 勇介  中西 貴士  中西 孝之  中西 梨紗  中野応央樹 
永野 淳二  中畑 由紀  中村 直人  中村 弘樹  中村 優美 
永山林太郎  成田幹誉人  西井  慎  西尾 公佑  西岡裕次郎 
西澤 昭彦  西谷 雅樹  西成田 悠  西野美智子  沼田 泰尚 
野坂 岳志  野竹  剛  延澤  翼  箱田 明俊  間  浩正 
濵崎 元伸  濱谷 紗江  早川  晃  早川 優香  林  明宏 
林  航輝  林 洸太郎  林 由紀恵  原  和也  原 真太郎 
原  英展  ＊榛澤 侑介  樋口 和寿  久田 浩之  久武 祐太 
菱谷英里子  日高 弘晴  平川 祐希  平田 義弘  平野 雄大 



廣江 光亮  廣川 文鋭  深谷 幸祐  福士  耕  福田 洋美 
藤坂 泰之  藤田 尚人  藤本  洋  藤本龍太郎  星   瞳 
星野 宏光  星野 由樹  細田 峻一  細田 佳佐  細見英里子 
堀 佑太郎  堀江 博司  本田 寛和  本間 俊裕  前田 真吾 
前田 大樹  牧島 弘和  政野 裕紀  増田 大介  増田 稔郎 
松井 將太  松岡 大介  松下  寛  松田 可奈  松田 佳世 
松永 崇宏  松本 康佑  松本 嵩史  松本 俊彦  松本 浩明 
松本 浩尚  三浦 浩美  三浦 義史  三浦 崚一  三重野将敏 
三上 貴生  水越 健太  水谷  悟  水谷 直揮  溝口 明範 
道上 祐己  翠  洋平  宮口 和也  ＊三宅 宗彰  宮﨑  健 
宮本 心一  宮山 隆志  三好 人正  三輪 貴生  村上 立真 
村田 陽介  目時加奈恵  ※毛利 康一  望月裕一朗  持永 崇惠 
森 麻奈加  森田 康大  森田 幸弘  森近 大介  八木 宏平 
安井 利光  安田由里子  栁田 拓実  矢野 成樹  ＊山内由里佳 
山鹿  渚  山形 光慶  山川 康平  山口 雄司  山腰 晃治 
山路 葉子  山下 宏成  山田健太朗  山田 康尊  大和  洸 
山中 広大  山中有美子  山羽 晋平  山本 和輝  山本 国子 
山本 洋平  湯川 恭平  影向 一美  横川 裕子  吉川 愛理 
吉田 健作  吉田 良仁  吉村 茂修  與那原 究  米澤 剛広 
米本 有輝  力武祐一郎  脇坂 和貴  脇坂 悠介  ＊和田 友祐 
渡壁 慶也  渡辺 浩二  渡邉 俊介  渡部 貴文  渡邉 浩之 
綿引  優         

 
無印：2022 年度申請者 

肝臓専門医認定期間は 2023 年 4 月 1 日～2028 年 3 月 31 日の 5 年間。 
＊印：2021 年度申請者 

肝臓専門医認定期間は 2022 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日の 5 年間。 
※印：2020 年度繰越者 

肝臓専門医認定期間は 2021 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日の 5 年間。 


