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青柳 慶史朗 アオヤギ ケイシロウ 外科 久留米大学医学部外科

赤池 英憲 アカイケ ヒデノリ 外科 山梨大学医学部第1外科

赤丸 祐介 アカマル ユウスケ 外科 市立池田病院消化器外科

秋山 浩利 アキヤマ ヒロトシ 外科 横浜市立大学医学部消化器・腫瘍外科学

新井 冨生 アライ トミオ 基礎系 東京都健康長寿医療センター病理診断科

有上 貴明 アリガミ タカアキ 外科 鹿児島大学大学院消化器・乳腺甲状腺外科学

有留 邦明 アリドメ クニアキ 外科 済生会川内病院外科・消化器外科

飯田 敦 イイダ アツシ 外科 国立病院機構　敦賀医療センター

飯田 通久 イイダ ミチヒサ 外科 山口大学医学部消化器・腫瘍外科

池田 貯 イケダ オサム 外科 佐賀県医療センター好生館消化器外科

池田 正視 イケダ マサミ 外科 佐久市立国保浅間総合病院外科

石川 卓 イシカワ タカシ 外科 新潟大学大学院消化器・一般外科学分野

石川 哲郎 イシカワ テツロウ 外科 市立柏原病院

石黒 秀行 イシグロ ヒデユキ 外科 名古屋市立大学消化器外科

石田 秀行 イシダ ヒデユキ 外科 埼玉医科大学総合医療センター消化管・一般外科

石田 道拡 イシダ ミチヒロ 外科 広島市立市民病院外科

石本 崇胤 イシモト タカツグ 外科 熊本大学消化器外科学

石山 聡治 イシヤマ アキハル 外科 岡崎市民病院外科

磯辺 太郎 イソベ タロウ 外科 久留米大学病院

磯部 陽 イソベ ヨウ 外科 国立病院東京医療センター外科

市川 大輔 イチカワ ダイスケ 外科 山梨大学医学部外科学講座第1教室

市川 寛 イチカワ ヒロシ 外科 新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器・一般外科

伊藤 誠二 イトウ セイジ 外科 愛知県がんセンター中央病院消化器外科

伊藤 友一 イトウ ユウイチ 外科 愛知県がんセンター中央病院消化器外科

稲木 紀幸 イナキ ノリユキ 外科 順天堂大学医学部附属浦安病院消化器・一般外科

稲葉 一樹 イナバ カズキ 外科 藤田医科大学総合消化器外科

井上 健太郎 イノウエ ケンタロウ 外科 関西医科大学附属枚方病院外科

井ノ口 幹人 イノクチ ミキト 外科 東京医科歯科大学消化管外科学

今枝 博之 イマエダ ヒロユキ 内科およびその他の臨床 埼玉医科大学消化管内科

今野 元博 イマノ モトヒロ 外科 近畿大学医学部外科

今村 博司 イマムラ ヒロシ 外科 市立豊中病院外科

今村 裕 イマムラ ユウ 外科 がん研有明病院消化器外科食道外科

今本 治彦 イマモト ハルヒコ 外科 市立貝塚病院外科

岩上 志朗 イワガミ シロウ 外科 熊本大学大学院消化器外科学

岩崎 善毅 イワサキ ヨシアキ 外科 イムス東京葛飾総合病院外科

岩田 貴 イワタ タカシ 外科 徳島大学大学院医歯薬学研究部教養教育院医療基盤教育分野

岩槻 政晃 イワツキ マサアキ 外科 熊本大学大学院消化器外科学

岩橋 誠 イワハシ マコト 外科 和歌山労災病院外科

上田 貴威 ウエダ ヨシタケ 外科 大分大学医学部附属病院

上之園 芳一 ウエノソノ ヨシカズ 外科 公益財団法人慈愛会 今村総合病院消化器外科

宇山 一朗 ウヤマ イチロウ 外科 藤田医科大学総合消化器外科

浦岡 俊夫 ウラオカ トシオ 内科およびその他の臨床 群馬大学大学院医学系研究科消化器・肝臓内科学

江川 智久 エガワ トモヒサ 外科 済生会横浜市東部病院消化器センタ-外科

江藤 祥平 エトウ ショウヘイ 外科 徳島赤十字病院外科
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衛藤 剛 エトウ ツヨシ 外科 大分大学医学部消化器・小児外科

江原 一尚 エハラ カズヒサ 外科 埼玉県立がんセンター消化器外科

江見 泰徳 エミ ヤスノリ 外科 済生会福岡総合病院外科

遠藤 俊治 エンドウ シュンジ 外科 八尾市立病院外科

大内田 研宙 オオウチダケンオキ 外科 九州大学先端医療イノベ-ションセンタ-

大木 進司 オオキ シンジ 外科 福島県立医科大学第2外科

大島 貴 オオシマ タカシ 外科 神奈川県立がんセンター消化器外科胃食道

大嶋 陽幸 オオシマ ヨウコウ 外科 東邦大学医療センター大森病院

大高 雅彦 オオタカ マサヒコ 内科およびその他の臨床 山梨大学第1内科地域医療臨床研修学

大辻 英吾 オオツジ エイゴ 外科 京都府立医科大学消化器外科

大橋 学 オオハシ マナブ 外科 がん研有明病院

大平 雅一 オオヒラ マサイチ 外科 大阪市立大学医学部附属病院消化器外科

大森 健 オオモリ タケシ 外科 大阪府立成人病センター消化器外科

岡 義雄 オカ ヨシオ 外科 箕面市立病院外科

岡田 一幸 オカダ カズユキ 外科 兵庫県立西宮病院外科

緒方 杏一 オガタ キョウイチ 外科 群馬大学大学院病態総合外科学

岡部 寛 オカベ ヒロシ 外科 新東京病院消化器外科

岡本 和真 オカモト カズマ 外科 京都府立医科大学消化器外科

沖 英次 オキ エイジ 外科 九州大学大学院消化器・総合外科

奥村 直樹 オクムラ ナオキ 外科 岐阜市民病院外科

尾崎 知博 オサキ トモヒロ 外科 鳥取県立中央病院消化器外科

小澤 壯治 オザワ ソウジ 外科 東海大学医学部消化器外科

尾島 敏康 オジマ トシヤス 外科 和歌山県立医科大学附属病院第２外科

尾嶋 仁 オジマ ヒトシ 外科 群馬県立がんセンター

小田 一郎 オダ イチロウ 内科およびその他の臨床 独立行政法人　国立がん研究センター　中央病院内視鏡科

落合 淳志 オチアイ アツシ 基礎系 国立研究開発法人国立がん研究センター先端医療開発センタ-

落合 登志哉 オチアイ トシヤ 外科 京都府立医科大学附属北部医療センター外科

小野 裕之 オノ ヒロユキ 内科およびその他の臨床 静岡県立静岡がんセンター内視鏡科

小野里 康博 オノザト ヤスヒロ 内科およびその他の臨床 しらかわ診療所

小濱 和貴 オバマ カズタカ 外科 京都大学大学院医学研究科消化管外科

尾山 勝信 オヤマ カツノブ 外科 公立松任石川中央病院外科

海崎 泰治 カイザキ ヤスハル 基礎系 福井県立病院臨床病理科

貝田 佐知子 カイダ サチコ 外科 滋賀医科大学外科学講座

嘉悦 勉 カエツ ツトム 外科 菊名記念病院消化器センター外科

香川 俊輔 カガワ シュンスケ 外科 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器外科学

柿沼 大輔 カキヌマ ダイスケ 外科 日本医科大学付属病院消化器外科

角嶋 直美 カクシマ ナオミ 内科およびその他の臨床 静岡県立静岡がんセンター

掛地 吉弘 カケジ ヨシヒロ 外科 神戸大学大学院食道胃腸外科学分野

加治 正英 カジ マサヒデ 外科 富山県立中央病院外科

柏原 秀也 カシハラ ヒデヤ 外科 徳島大学消化器・移植外科学

片井 均 カタイ ヒトシ 外科 独立行政法人　国立がん研究センター中央病院胃外科

片柳 創 カタヤナギソウ 外科 東京医科大学八王子医療センター第5外科

加藤 広行 カトウ ヒロユキ 外科 桐生厚生総合病院外科

角谷 慎一 カドヤ シンイチ 外科 石川県立中央病院消化器外科
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金沢 義一 カナザワ ヨシカズ 外科 日本医科大学消化器外科

金治 新悟 カナジ シンゴ 外科 神戸大学大学院医学研究科外科学講座食道胃腸外科学分野

金谷 誠一郎 カナヤ セイイチロ 外科 大阪赤十字病院消化器外科

椛島 章 カバシマ アキラ 外科 九州大学医学部第2外科

神谷 欣志 カミヤ キンジ 外科 浜松医科大学第2外科

河合 英 カワイ マサル 外科 大阪医科大学一般消化器外科

河口 賀彦 カワグチ ヨシヒコ 外科 山梨大学医学部第一外科

川久保 博文 カワクボ ヒロフミ 外科 慶応義塾大学医学部一般・消化器外科

川崎 健太郎 カワサキ ケンタロウ 外科 愛仁会　高槻病院外科

川﨑 仁司 カワサキ ヒトシ 外科 北海道大野記念病院消化器外科

川田 純司 カワダ ジュンジ 外科 市立貝塚病院外科

河内 保之 カワチ ヤスユキ 外科 新潟県厚生連長岡中央綜合病院

川端 良平 カワバタ リョウヘイ 外科 大阪労災病院外科

川村 秀樹 カワムラ ヒデキ 外科 国立病院機構北海道医療センター外科

神田 光郎 カンダ ミツロウ 外科 名古屋大学消化器外科学

菊池 寛利 キクチ ヒロトシ 外科 浜松医科大学外科学第二講座

岸 健太郎 キシ ケンタロウ 外科 大阪警察病院外科

岸本 光夫 キシモト ミツオ 基礎系 京都府立医科大学附属病院病院病理部

北上 英彦 キタガミ ヒデヒコ 外科 恵佑会札幌病院外科

北川 雄光 キタガワ ユウコウ 外科 慶應義塾大学医学部外科

北村 陽子 キタムラ ヨウコ 内科およびその他の臨床 市立奈良病院消化器内科

木南 伸一 キナミ シンイチ 外科 金沢医科大学一般・消化器外科学

木下 淳 キノシタ ジュン 外科 金沢大学附属病院第2外科

木下 敬弘 キノシタ タカヒロ 外科 国立がん研究センター　東病院胃外科

木村 正之 キムラ マサユキ 外科 医療法人　敬歯会　けいあいクリニック外科

木村 和恵 キムラ ヤスエ 外科 飯塚病院外科

木村 豊 キムラ ユタカ 外科 近畿大学医学部外科

清崎 浩一 キヨザキ ヒロカズ 外科 自治医科大学附属さいたま医療センター一般・消化器外科

草野 央 クサノ チカ 内科およびその他の臨床 日本大学消化器肝臓内科

九嶋 亮治 クシマ リョウジ 基礎系 国立大学法人　滋賀医科大学臨床検査医学講座

楠本 哲也 クスモト テツヤ 外科 国立病院機構九州医療センターがん臨床研究部消化器センタ-外科

国枝 克行 クニエダ カツユキ 外科 岐阜県総合医療センター外科

國崎 主税 クニサキ チカラ 外科 横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センター

久保 尚士 クボ ナオシ 外科 大阪市立総合医療センター消化器外科

窪田 健 クボタ タケシ 外科 京都府立医科大学消化器外科

栗生 宜明 クリウ ヨシアキ 外科 京都府立医科大学消化器外科

黒川 幸典 クロカワ ユキノリ 外科 大阪大学消化器外科

黒田 新士 クロダ シンジ 外科 岡山大学病院消化器外科

黒田 大介 クロダ ダイスケ 外科 北播磨総合医療センター外科

桑原 史郎 クワバラ シロウ 外科 新潟市民病院消化器外科

五井 孝憲 ゴイ タカノリ 外科 福井大学医学部第1外科

小泉 和三郎 コイズミ ワサブロウ内科およびその他の臨床 北里大学医学部消化器内科学

小出 直彦 コイデ ナオヒコ 外科 長野県立木曽病院外科

河野 浩二 コウノ コウジ 外科 福島県立医科大学医学部消化管外科
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肥田 圭介 コエダ ケイスケ 外科 岩手医科大学医学部外科

古賀 聡 コガ タダシ 外科 飯塚病院

小坂 健夫 コサカ タケオ 外科 金沢医科大学一般消化器外科

小嶋 一幸 コジマ カズユキ 外科 獨協医科大学第一外科

小菅 敏幸 コスガ トシユキ 外科 京都府立医科大学消化器外科

小杉 伸一 コスギ シンイチ 外科 新潟大学地域医療教育センタ-消化器・一般外科

小寺 泰弘 コデラ ヤスヒロ 外科 名古屋大学医大学院医学系研究科消化器外科

後藤田 卓志 ゴトウダ タクジ 内科およびその他の臨床 日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野

小西 英幸 コニシ ヒデユキ 内科およびその他の臨床 京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学

小西 博貴 コニシ ヒロタカ 外科 京都府立医科大学消化器外科学教室

小林 大介 コバヤシ ダイスケ 外科 名古屋大学大学院医学系研究科消化器外科学

小林 道也 コバヤシ ミチヤ 外科 高知大学医学部医療学講座医療管理学

小松 周平 コマツ シュウヘイ 外科 京都第一赤十字病院外科

小松 嘉人 コマツ ヨシト 内科およびその他の臨床 北海道大学腫瘍センタ-化学療法部

齊藤 博昭 サイトウ ヒロアキ 外科 鳥取大学医学部病態制御外科学

佐伯 浩司 サエキ ヒロシ 外科 九州大学大学院消化器・総合外科

坂口 善久 サカグチ ヨシヒサ 外科 国立病院機構　九州医療センター消化器センタ-外科

阪倉 長平 サカクラ チョウヘイ 外科 明石市立市民病院外科

櫻井 克宣 サクライ カツノブ 外科 大阪立総合医療センター消化器外科

桜澤 信行 サクラザワノブユキ 外科 千葉北総病院外科

佐々木 欣郎 ササキ キンロウ 外科 さくらがわ地域医療センター外科

佐瀬 善一郎 サゼ ゼンイチロ 外科 福島県立医科大学消化管外科学講座

佐藤 清治 サトウ セイジ 外科 佐賀県医療センター好生館消化器外科

佐藤 誠二 サトウ セイジ 外科 国立病院機構　姫路医療センター外科

佐藤 太郎 サトウ タロウ 内科およびその他の臨床 大阪大学大学院医学系研究科消化器癌先進化学療法開発学

佐藤 康史 サトウ ヤスシ 内科およびその他の臨床 徳島大学大学院医歯薬学研究部消化器内科学地域消化器・総合内科学

里舘 均 サトダテ ヒトシ 外科 NTT東日本関東病院

佐野 武 サノ タケシ 外科 がん研有明病院消化器外科

澤田 鉄二 サワダ テツジ 外科 大阪掖済会病院外科

塩崎 敦 シオザキ アツシ 外科 京都府立医科大学消化器外科

志田 敦男 シダ アツオ 外科 東京慈恵医科大学外科講座

設楽 紘平 シタラ コウヘイ 内科およびその他の臨床 国立がん研究センター　東病院消化管内科

七戸 俊明 シチノヘ トシアキ 外科 北海道大学大学院医学研究科消化器外科学分野Ⅱ

篠原 尚 シノハラ ヒサシ 外科 兵庫医科大学上部消化管外科

芝原 一繁 シバハラ カズシゲ 外科 富山赤十字病院外科

島田 信也 シマダ シンヤ 外科 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院

島田 英昭 シマダ ヒデアキ 外科 東邦大学大学院消化器外科学講座

島田 光生 シマダ ミツオ 外科 徳島大学大学院消化器・移植外科

庄田 勝俊 ショウダ カツトシ 外科 京都府立医科大学外科学教室消化器外科部門

菅井 有 スガイ タモツ 基礎系 岩手医科大学病理診断学講座

椙村 春彦 スギムラ ハルヒコ 基礎系 浜松医科大学腫瘍病理

杉本 直俊 スギモト ナオトシ 内科およびその他の臨床 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター腫瘍内科

杉山 陽一 スギヤマ ヨウイチ 外科 JA広島総合病院

鈴木 知志 スズキ サトシ 外科 神戸大学大学院外科学講座食道胃腸外科分野
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鈴木 晴久 スズキ ハルヒサ 内科およびその他の臨床 国立がん研究センター　中央病院消化管内視鏡科

鈴木 秀和 スズキ ヒデカズ 内科およびその他の臨床 慶應義塾大学医学部医学教育統括センタ-

須田 康一 スダ コウイチ 外科 藤田医科大学医学部総合消化器外科

須田 健 スダ タケシ 外科 東京医科大学病院外科第三講座

瀬戸 泰之 セト ヤスユキ 外科 東京大学医学部附属病院胃食道外科

妙中 直之 タエナカ ナオユキ 外科 住友病院外科

高石 官均 タカイシ ヒロマサ 内科およびその他の臨床 慶應義塾大学病院消化器内科

高金 明典 タカガネ アキノリ 外科 函館五稜郭病院診療部外科

髙須 千絵 タカス チエ 外科 徳島大学消化器移植外科

高橋 周作 タカハシ シュウサク 外科 札幌厚生病院外科

高橋 直人 タカハシ ナオト 外科 東京慈恵会医科大学外科

高橋 正純 タカハシ マサズミ 外科 横浜市立市民病院消化器外科

高張 大亮 タカハリ ダイスケ 内科およびその他の臨床 がん研有明病院消化器内科

高山 祐一 タカヤマ ユウイチ 外科 大垣市民病院外科

瀧口 修司 タキグチ シュウジ 外科 名古屋市立大学消化器外科

滝口 伸浩 タキグチ ノブヒロ 外科 千葉県がんセンター消化器科

滝沢 耕平 タキザワ コウヘイ 内科およびその他の臨床 静岡県立静岡がんセンター内視鏡科

竹内 裕也 タケウチ ヒロヤ 外科 浜松医科大学医学部外科学第二講座

竹下 宏樹 タケシタ ヒロキ 外科 松下記念病院外科

武田 茂 タケダ シゲル 外科 山口大学医学部消化器・腫瘍外科学

竹野 淳 タケノ アツシ 外科 関西労災病院外科

武野 慎祐 タケノ シンスケ 外科 宮崎大学外科学講座

竹花 卓夫 タケハナ タクオ 外科 佐久総合病院佐久医療センター

竹村 雅至 タケムラ マサシ 外科 景岳会南大阪病院消化器外科

建部 茂 タテベ シゲル 外科 鳥取県立中央病院外科

田中 賢一 タナカ ケンイチ 外科 大阪府済生会中津病院外科

田中 信治 タナカ シンジ 内科およびその他の臨床 広島大学病院内視鏡診療科

田中 千恵 タナカ チエ 外科 名古屋大学大学院医学系研究科消化器外科学

田中 聡也 タナカ トシヤ 外科 佐賀県医療センター好生館消化器外科

田中 浩明 タナカ ヒロアキ 外科 大阪市立大学医学部附属病院

田邊 和照 タナベ カズアキ 外科 広島大学消化器外科（第二外科）

田邉 聡 タナベ サトシ 内科およびその他の臨床 北里大学病院新世紀医療開発センタ-

谷岡 利朗 タニオカ トシロウ 外科 東京医科歯科大学消化管外科

玉森 豊 タマモリ ユタカ 外科 大阪市立総合医療センター消化器外科

田村 茂行 タムラ シゲユキ 外科 八尾市立病院外科

長 晴彦 チョウ ハルヒコ 外科 がん・感染症センター都立駒込病院外科

丁田 泰宏 チョウダ ヤスヒロ 外科 広島市立広島市民病院

陳 勁松 チン ケイショウ 内科およびその他の臨床 がん研有明病院

辻 晃仁 ツジ アキヒト 内科およびその他の臨床 香川大学医学部臨床腫瘍学講座

辻浦 誠浩 ツジウラ マサヒロ 外科 済生会滋賀県病院外科

角田 茂 ツノダ シゲル 外科 京都大学消化管外科

出村 公一 デムラ コウイチ 外科 りんくう総合医療センター外科

寺島 雅典 テラシマ マサノリ 外科 静岡県立静岡がんセンター胃外科

土岐 祐一郎 ドキ ユウイチロ 外科 大阪大学大学院医学系研究科消化器外科
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徳永 正則 トクナガ マサノリ 外科 国立がん研究センター東病院

土山 寿志 ドヤマ ヒサシ 内科およびその他の臨床 石川県立中央病院消化器内科

豊川 貴弘 トヨカワ タカヒロ 外科 大阪市立大学大学院医学研究科腫瘍外科

永井 英司 ナガイ エイシ 外科 福岡赤十字病院外科

長尾 成敏 ナガオ ナルトシ 外科 岐阜県総合医療センター外科

中澤 一憲 ナカザワ カズノリ 外科 大阪市立大学医学部第１外科

中島 貴子 ナカジマ タカコ 内科およびその他の臨床 聖マリアンナ医科大学臨床腫瘍学

中島 政信 ナカジマ マサノブ 外科 獨協医科大学第一外科

仲田 文造 ナカタ ブンゾウ 外科 市立柏原病院外科

中田 浩二 ナカダ コウジ 外科 東京慈恵会医科大学附属第三病院臨床検査医学講座

中西 正芳 ナカニシ マサヨシ 外科 京都府立医科大学消化器外科

永野 浩昭 ナガノ ヒロアキ 外科 山口大学大学院医学系研究科消化器・腫瘍外科学

中村 健司 ナカムラ ケンジ 外科 東海大学医学部消化器外科

中村 哲 ナカムラ テツ 外科 神戸大学大学院医学研究科外科学講座 食道胃腸外科学分野

中村 公紀 ナカムラ マサキ 外科 和歌山県立医科大学附属病院第２外科

中村 理恵子 ナカムラ リエコ 外科 慶應義塾大学医学部一般・消化器外科

中森 幹人 ナカモリ ミキヒト 外科 和歌山県立医科大学医学部外科学第2講座

夏越 祥次 ナツゴエ ショウジ 外科 鹿児島大学大学院消化器・乳腺甲状腺外科

鍋谷 圭宏 ナベヤ ヨシヒロ 外科 千葉県がんセンター医療局食道・胃腸外科

並川 努 ナミカワ ツトム 外科 高知大学医学部外科学講座外科1

西 正暁 ニシ マサアキ 外科 徳島大学消化器移植外科

西川 和宏 ニシカワ カズヒロ 外科 国立病院機構大阪医療センター外科

布部 創也 ヌノベ ソウヤ 外科 がん研有明病院消化器外科

能城 浩和 ノシロ ヒロカズ 外科 佐賀大学医学部一般・消化器外科

野村 栄治 ノムラ エイジ 外科 東海大学医学部付属八王子病院消化器外科

野村 幸世 ノムラ サチヨ 外科 東京大学医学部附属病院消化管外科

野村 尚 ノムラ タカシ 外科 山形県立中央病院外科

芳賀 紀裕 ハガ ノリヒロ 外科 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院外科

萩原 謙 ハギワラ ケン 外科 日本大学病院外科

長谷川 公治 ハセガワ キミハル 外科 旭川医科大学外科学講座消化管外科学分野

長谷川 康弘 ハセガワ ヤスヒロ 外科 宮城県立がんセンター消化器外科

羽藤 慎二 ハトウ シンジ 外科 国立病院機構　四国がんセンター

馬場 英司 ババ エイシ 内科およびその他の臨床 九州大学大学院医学研究院九州連携臨床腫瘍学講座

馬場 秀夫 ババ ヒデオ 外科 熊本大学生命科学研究部消化器外科学

濱田 朋倫 ハマダ トモノリ 外科 国立病院機構　北海道がんセンター消化器外科

原 拓央 ハラ タクオ 外科 厚生連高岡病院外科

坂東 悦郎 バンドウ エツロウ 外科 静岡県立静岡がんセンター胃外科

東島 潤 ヒガシジマジュン 外科 徳島大学病院消化器・移植外科

比企 直樹 ヒキ ナオキ 外科 北里大学医学部上部消化器外科学

日髙 重和 ヒダカ シゲカズ 外科 長崎大学大学院腫瘍外科

平尾 素宏 ヒラオ モトヒロ 外科 国立病院機構　大阪医療センター

平澤 欣吾 ヒラサワ キンゴ 内科およびその他の臨床 横浜市立大学附属市民総合医療センター内視鏡室

平澤 俊明 ヒラサワ トシアキ 内科およびその他の臨床 がん研有明病院

平林 直樹 ヒラバヤシナオキ 外科 広島市立安佐市民病院外科
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平原 典幸 ヒラハラ ノリユキ 外科 島根大学医学部附属病院消化器・総合外科

平松 良浩 ヒラマツ ヨシヒロ 外科 浜松医科大学第2外科

廣野 靖夫 ヒロノ ヤスオ 外科 福井大学医学部第1外科

深川 剛生 フカガワ タケオ 外科 帝京大学医学部外科学講座

福島 亮治 フクシマ リョウジ 外科 帝京大学医学部外科学講座

福田 健治 フクダ ケンジ 外科 山陰労災病院外科

藤井 努 フジイ ツトム 外科 富山大学消化器・腫瘍・総合外科

藤井 秀則 フジイ ヒデノリ 外科 福井赤十字病院外科

藤崎 順子 フジサキ ジュンコ 内科およびその他の臨床 癌研有明病院

伏田 幸夫 フシダ サチオ 外科 金沢大学消化器・乳腺・移植再生外科

藤田 淳也 フジタ ジュンヤ 外科 堺市立総合医療センター外科統括部消化器外科

藤谷 和正 フジタニ カズマサ 外科 大阪府立急性期総合医療センター外科

藤村 隆 フジムラ タカシ 外科 富山市民病院消化器外科

藤原 俊義 フジワラ トシヨシ 外科 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器外科学

藤原 斉 フジワラ ヒトシ 外科 京都府立医科大学消化器外科

藤原 道隆 フジワラ ミチタカ 外科 名古屋大学医学部附属病院消化器外科2

藤原 由規 フジワラ ヨシノリ 外科 川崎医科大学消化器外科

藤原 義之 フジワラ ヨシユキ 外科 鳥取大学医学部病態制御外科

保谷 芳行 ホウヤ ヨシユキ 外科 町田市民病院外科

帆北 修一 ホキタ シュウイチ 外科 公益財団法人慈愛会 今村総合病院外科

朴 成和 ボク ナリカズ 内科およびその他の臨床 国立がん研究センター中央病院消化管内科

幕内 梨恵 マクウチ リエ 外科 静岡県立静岡がんセンター

松田 佳子 マツダ ヨシコ 外科 神戸大学食道胃腸外科

松原 久裕 マツバラ ヒサヒロ 外科 千葉大学大学院医学研究院先端応用外科

松本 英男 マツモト ヒデオ 外科 公立みつぎ総合病院外科

松山 仁 マツヤマ ジン 外科 市立東大阪医療センター消化器外科

眞栁 修平 マヤナギ シュウヘイ 外科 慶應義塾大学医学部外科

民上 真也 ミカミ シンヤ 外科 聖マリアンナ医科大学消化器・一般外科

三澤 一成 ミサワ カズナリ 外科 愛知県がんセンター

三森 教雄 ミツモリ ノリオ 外科 東京慈恵会医科大学外科学講座上部消化管外科

宮崎 知 ミヤザキ サトル 外科 大阪はびきの医療センター消化器外科

宮崎 達也 ミヤザキ タツヤ 外科 前橋赤十字病院外科

宮崎 安弘 ミヤザキ ヤスヒロ 外科 大阪大学消化器外科

六車 一哉 ムグルマ カズヤ 外科 大阪市立大学大学院医学研究科消化器外科

武者 宏昭 ムシャ ヒロアキ 外科 東北大学病院胃腸外科

武藤 学 ムトウ マナブ 内科およびその他の臨床 京都大学大学院医学研究科腫瘍薬物治療学講座

村岡 篤 ムラオカ アツシ 外科 香川労災病院外科

村上 直孝 ムラカミ ナオタカ 外科 久留米大学医学部外科

室 圭 ムロ ケイ 内科およびその他の臨床 愛知県がんセンター中央病院薬物療法部

毛利 靖彦 モウリ ヤスヒコ 外科 三重県立総合医療センター外科

望月 能成 モチヅキ ヨシナリ 外科 小牧市民病院外科

森 正樹 モリ マサキ 外科 九州大学大学院消化器・総合外科

森山 秀樹 モリヤマ ヒデキ 外科 金沢大学附属病院先進総合外科

八尾 建史 ヤオ ケンシ 内科およびその他の臨床 福岡大学筑紫病院内視鏡部
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八尾 隆史 ヤオ タカシ 基礎系 順天堂大学大学院医学研究科人体病理病態学

矢口 義久 ヤグチ ヨシヒサ 外科 防衛医科大学校外科学講座上部消化管

谷島 聡 ヤジマ サトシ 外科 東邦大学医療センター大森病院消化器外科

八代 正和 ヤシロ マサカズ 外科 大阪市立大学大学院腫瘍外科

安井 弥 ヤスイ ワタル 基礎系 広島大学大学院医歯薬保健学研究科分子病理学

安田 卓司 ヤスダ タクシ 外科 近畿大学医学部外科学教室上部消化管部門

安本 和生 ヤスモト カズオ 外科 金沢医科大学腫瘍内科学講座

矢永 勝彦 ヤナガ カツヒコ 外科 東京慈恵会医科大学外科学講座消化器外科分野

矢野 雅彦 ヤノ マサヒコ 外科 大阪府立成人病センター外科

矢作 直久 ヤハギ ナオヒサ 内科およびその他の臨床 慶應義塾大学医学部腫瘍センター　低侵襲療法研究開発部門

藪崎 裕 ヤブサキ ヒロシ 外科 新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科

山上 裕機 ヤマウエ ヒロキ 外科 和歌山県立医科大学第2外科

山形 幸德 ヤマガタ ユキノリ 外科 国立がん研究センター中央病院胃外科

山口 和也 ヤマグチ カズヤ 外科 岐阜大学腫瘍外科

山口 研成 ヤマグチ ケンセイ 内科およびその他の臨床 がん研有明病院消化器化学療法科

山崎 誠 ヤマサキ マコト 外科 大阪大学大学院医学系研究科消化器外科

山下 継史 ヤマシタ ケイシ 外科 北里大学病院外科

山下 裕玄 ヤマシタ ヒロハル 外科 東京大学医学部附属病院胃食道外科

山下 好人 ヤマシタ ヨシト 外科 日本赤十字社和歌山医療センター消化管外科

山田 達也 ヤマダ タツヤ 外科 埼玉県立がんセンター消化器外科

山田 誠 ヤマダ マコト 外科 岐阜市民病院外科

山道 啓吾 ヤマミチ ケイゴ 外科 大阪府済生会泉尾病院外科・消化器外科

山本 和義 ヤマモト カズヨシ 外科 大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター消化器外科

山本 将士 ヤマモト マサシ 外科 神戸大学食道胃腸外科

山本 学 ヤマモト マナブ 外科 福岡山王病院外科

弓場 健義 ユミバ タケヨシ 外科 健保連 大阪中央病院外科

横井 千寿 ヨコイ チズ 内科およびその他の臨床 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター消化器内科

吉川 幸造 ヨシカワ コウゾウ 外科 徳島大学消化器・移植外科

吉川 貴己 ヨシカワ タカキ 外科 国立がん研究センター中央病院胃外科

吉田 和弘 ヨシダ カズヒロ 外科 岐阜大学腫瘍外科学(第2外科）

吉田 直矢 ヨシダ ナオヤ 外科 熊本大学医学部附属病院消化器外科消化器癌先端治療開発学寄付講座

與田 幸恵 ヨダ ユキエ 外科 佐賀大学医学部一般・消化器外科

李 相雄 リ ソウユウ 外科 大阪医科大学一般消化器外科

若月 幸平 ワカツキ コウヘイ 外科 奈良県立医科大学消化器・総合外科

若月 俊郎 ワカツキ トシロウ 外科 松江市立病院消化器外科

和田 則仁 ワダ ノリヒト 外科 慶應義塾大学医学部一般・消化器外科

渡辺 透 ワタナベ トオル 外科 横浜栄共済病院外科

渡部 雅人 ワタナベ マサト 外科 北九州市立医療センター外科

渡辺 昌則 ワタナベ マサノリ 外科 日本医科大学　武蔵小杉病院消化器病センター

渡邊 雅之 ワタナベ マサユキ 外科 がん研有明病院消化器外科
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