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日本消化器外科学会理事長　瀬戸　泰之

相川　佳子 愛須　佑樹 青木　一浩 青木　悠人 青木　順

青木　寛明 青柳　武史 青山　佳正 青山　翔太 赤羽　慎太郎

赤星　径一 赤間　悠一 浅原　史卓 旭　火華 安食　隆

蘆田　良 熱田　幸司 阿部　恭平 天岡　望 天海　博之

天木　美里 荒川　信一郎 荒谷　憲一 有末　篤弘 飯野　一郎太

猪飼　篤 池庄司　浩臣 池田　篤志 池田　敦世 砂河　由理子

石井　光寿 石井　智 石川　衛 石川　博補 石川　喜也

石毛　文隆 石田　潤 石田　興一郎 伊地知　徹也 石橋　慶章

石山　廣志朗 市川　英孝 市川　善章 伊藤　橋司 伊藤　誉

伊藤　直 稲垣　冬樹 稲垣　公太 井上　広英 今井　俊一

今井　大祐 今岡　裕基 今岡　祐輝 今村　一歩 今村　清隆

伊禮　靖苗 岩井　拓磨 岩崎　謙一 岩田　至紀 岩部　純

岩村　宣亜 上江洌　一平 上田　浩樹 上村　直 宇治　誠人

牛込　創 牛丸　裕貴 臼井　弘明 内田　茂樹 内野　馨博

内原　智幸 宇根　範和 宇野　秀彦 宇野　泰朗 梅田　晋一

浦川　真哉 浦野　真一 浦野　尚美 江口　英利 江坂　和大

江藤　誠一郎 榎田　泰明 遠藤　翔 大内　繭子 大江　秀典

大木　悠輔 大久保　悟志 大島　健志 太田　学 大塚　裕之

大塚　亮太 大西　敏雄 大原　泰宏 大平　将史 大森　隼人

岡澤　裕 岡田　憲樹 岡部　弘尚 岡山　洋和 小川　俊博

沖元　達也 奥野　貴之 奥村　哲 奥村　賢治 奥村　康弘

小倉　淳司 小倉　佑太 小澤　毅士 小田切　理 小野　仁

小野山　温那 尾曲　健司 柿崎　裕太 影山　優美子 加治　早苗

柏本　錦吾 柏木　裕貴 堅田　武保 加藤　航司 加藤　弘幸

金澤　寛之 金本　斐子 兼平　卓 加茂　仁美 河合　隆治

河合　雅也 川北　雄太 川崎　圭史 川添　准矢 河野　浩幸

川本　裕介 菊地　祐太郎 菊池　友太 吉敷　智和 北浦　良樹

北川　浩樹 北川　浩 北谷　純也 北村　博顕 木下　裕光

木下　浩一 金　翔哲 木村　次郎 木村　研吾 木村　祐太

清住　雄希 久保　維彦 久保　洋 久保　博一 久保田　暢人

熊田　博之 倉田　信彦 栗本　景介 黒田　雅利 黒田　博彦

桑原　隆一 釼持　明 小出　史彦 河野　鉄平 高村　卓志

古閑　悠輝 五木田　憲太朗 古城　都 古手川　洋志 後藤　沙織

後藤　崇 後藤　愛 小西　智規 小林　智輝 小林　祐太

小林　博喜 小林　克巳 小林　光助 小林　博通 小松原　隆司

近藤　彰宏 齊藤　亮 齋藤　慶幸 齋藤　一幸 嵯峨　謙一

坂本　良平 櫻井　翼 佐々木　義之 佐竹　昌也 佐藤　公太
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佐藤　雅之 佐藤　圭 佐藤　大介 佐藤　崇文 佐野　周生

佐野　達 沢津橋　佑典 澤野　武行 宍戸　裕二 柴田　淳一

渋谷　紀介 嶋　健太郎 島岡　秀樹 嶋田　圭太 島田　理子

島田　哲也 島田　麻里 島田　岳洋 清水　健次 清水　健司

下池　典広 下田　陽太 下平　悠介 正司　裕隆 庄司　佳晃

白井　祥睦 神野　孝徳 新保　敏史 菅原　俊喬 杉田　浩章

杉戸　伸好 鈴木　佳透 鈴木　伸康 鈴木　卓弥 鈴木　浩輔

須田　竜一郎 須藤　雄仁 砂川　秀樹 瀬尾　信吾 関　博章

関戸　悠紀 関根　隆一 染谷　崇徳 田海　統之 高清水　清治

高舘　達之 高月　秀典 高野　博信 鷹野　敦史 高橋　深幸

高橋　一剛 高橋　正統 高見　友也 滝口　光一 瀧口　豪介

武居　亮平 竹内　弘久 武岡　陽介 武田　重臣 武田　正

竹長　真紀 竹林　三喜子 田澤　宏文 田島　ジェシー雄 田代　耕盛

多代　充 多田　浩之 多田　武志 辰林　太一 建　智博

伊達　博三 田中　俊道 田中　涼太 田中　茉里子 田中　智和

田中　秀治 田中　智子 田中　亮介 谷　安弘 玉井　秀政

玉置　裕香 田村　圭 田村　公ニ 千田　峻 塚本　雅代

塚本　千佳 土屋　堯裕 土屋　和代 恒松　一郎 寺井　祥雄

土井　愛美 徳田　和憲 十倉　知久 富奥　美藤 富田　剛治

富林　敦司 友杉　俊英 豊田　翔 鳥居　翔 仲井　希

永井　英雅 長尾　玄 中川　裕 長澤　芳信 中島　千代

中瀬古　裕一 永田　健 永田　啓明 中津　敏允 中村　俊介

中村　広太 中山　宏道 中山　剛一 楢崎　肇 成島　一夫

成島　道樹 二階　春香 西岡　裕次郎 西田　洋児 西野　将矢

西野　仁惠 西野　拓磨 西原　実 西村　廣大 西村　充孝

西村　貞徳 西村　幸寿 西村　章 西村　正成 西脇　紀之

主島　洋一朗 能美　昌子 野田　昌宏 野田　大地 野々山　敬介

野原　京子 野村　肇 野村　雅俊 野呂　浩史 萩　隆臣

萩野　茂太 萩原　清貴 橋田　真輔 橋本　泰匡 橋本　良二

長谷川　寛 長谷川　公治 長谷川　誠司 鳩山　恵一朗 濱元　宏喜

早川　俊輔 林　憲吾 早瀬　傑 原田　憲一 馬場　卓也

肱川　健 日向　聖 平田　伸也 平田　雄大 平田　健

平松　康輔 廣瀬　雄己 廣吉　淳子 深田　唯史 深堀　晋

福　昭人 福井　雄大 福崎　孝幸 福島　健司 福田　雄三

福留　惟行 藤井　渉 藤居　勇貴 藤井　仁志 藤井　昌志

藤島　紀 藤本　崇聡 藤本　拓也 藤原　聡史 古川　健一朗

古川　賢英 古川　陽菜 古田　晋平 古谷　裕一郎 古橋　暁

鉾之原　健太郎 細川　慎一 堀田　真之介 保母　貴宏 堀尾　卓矢

堀岡　宏平 本田　志延 本多　五奉 本明　慈彦 前田　隆雄

前田　光貴 前田　浩晶 槙　研二 牧田　直樹 増田　雄一



松井　博紀 松井　洋人 松井　俊大 松尾　久敬 松尾　泰子

松木　亮太 松崎　裕幸 松澤　文彦 松下　克則 松島　英之

松田　睦史 松田　和広 松谷　慎治 松林　潤 松三　雄騎

松本　悠 松本　朝子 松本　健司 松本　奏吉 松本　謙一

三浦　富之 三浦　泰智 三島　圭介 水井　崇浩 水川　卓丈

水田　憲利 水野　亮 道浦　俊哉 三ツ井　崇司 湊　拓也

南　宏典 箕輪　啓太 美馬　浩介 宮内　竜臣 宮崎　大

宮澤　康太郎 宮澤　美季 宮田　陽一 宮田　明典 宮谷　幸造

三輪　武史 武藤　雄太 宗像　慎也 村上　哲平 室谷　隆裕

百瀬　博一 森　浩一郎 森　治樹 森　総一郎 森川　達也

森廣　俊昭 森本　大士 森本　祥悠 森山　正章 矢澤　慶一

安田　洋 安山　陽信 柳澤　公紀 山方　伸茂 山川　純一

山岸　俊介 山口　拓朗 山崎　章生 山田　翔 山田　健介

山田　元彦 山根　宏昭 山村　明寛 山元　良 山本　淳

山本　徹 山本　将輝 湯目　玄 由良　昌大 横山　邦雄

吉岡　康多 吉田　俊彦 吉田　一博 吉本　匡志 了徳寺　大郎

脇田　晃行 鷲尾　真理愛 渡部　嘉文 渡邉　公紀 渡邉　元己

渡邊　将広 渡邊　隆興


