
＊は登録指導医

都道府県

青木 勲 アオキ イサオ 埼玉県

＊ 赤林 朗 アカバヤシ アキラ 東京都

赤松 えり子 アカマツ エリコ 東京都

秋濱 示江 アキハマ トキエ 埼玉県

＊ 吾郷 晋浩 アゴウ ユキヒロ 岡山県

＊ 浅川 明弘 アサカワ アキヒロ 鹿児島県

浅井 純香 アサイ スミカ 愛知県

朝田 拓治 アサダ タクジ 大阪府

朝元 美利 アサモト メリ 東京都

＊ 芦原 睦 アシハラ ムツミ 愛知県

味見 真弓 アジミ マユミ 京都府

足立 卓也 アダチ タクヤ 北海道

足立 靖 アダチ ヤスシ 北海道

＊ 穴井 学 アナイ マナブ 大分県

阿部 靖彦 アベ ヤスヒコ 東京都

油谷 増夫 アブラヤ マスオ 東京都

＊ 天野 雄一 アマノ ユウイチ 神奈川県

天保 英明 アマヤス ヒデアキ 神奈川県

網谷 東方 アミタニ ハルカ 鹿児島県

網谷 真理恵 アミタニ マリエ 鹿児島県

有馬　 秀晃 アリマ ヒデアキ 東京都

安藤 大樹 アンドウ ダイキ 岐阜県

＊ 安藤 哲也 アンドウ テツヤ 千葉県

＊ 飯嶋 正広 イイジマ マサヒロ 東京都

＊ 飯田 俊穂 イイダ トシホ 長野県

＊ 飯森 洋史 イイモリ ヒロフミ 東京都

池田 研 イケダ ケン 北海道

石井 敬祐 イシイ ケイスケ 鹿児島県

＊ 石川 浩二 イシカワ コウジ 愛知県

＊ 石川 俊男 イシカワ トシオ 千葉県

石川 博基 イシカワ ヒロキ 北海道

石川 まり子 イシカワ マリコ 長野県

石黒 淳司 イシグロ ジュンジ 新潟県

石崎 優子 イシザキ ユウコ 大阪府

石田 惠 イシダ サトシ 東京都

＊ 石津 宏 イシヅ ヒロシ 沖縄県

泉 善雄 イズミ ヨシオ 大阪府

＊ 板倉 康太郎　イタクラ コウタロウ 岩手県

伊丹 仁朗 イタミ ジンロウ 岡山県

＊ 板村 論子 イタムラ ロンコ 東京都

＊ 一條 智康 イチジョウ トモヤス 東京都

＊ 井出 雅弘 イデ マサヒロ 北海道

＊ 伊藤 克人 イトウ カツヒト 東京都

＊ 稲光 哲明 イナミツ テツアキ 福岡県

＊ 乾 明夫 イヌイ アキオ 鹿児島県

井上 幸紀 イノウエ コウキ 大阪府

井上 朋子 イノウエ トモコ 神奈川県

今村 昌平 イマムラ ショウヘイ 福岡県

＊ 岩崎 靖 イワサキ ヤスシ 三重県

＊ 臼井 幸治 ウスイ コウジ 東京都
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＊ 内田 栄一 ウチダ エイイチ 東京都

内本 定彦 ウチモト サダヒコ 大阪府

内山 徹 ウチヤマ トオル 新潟県

内山 葉子 ウチヤマ ヨウコ 福岡県

内海 厚 ウツミ アツシ 宮城県

宇野 司 ウノ ツカサ 沖縄県

江頭 洋祐 エガシラ ヨウスケ 熊本県

江渡 正 エト タダシ 青森県

榎本 淑子 エノモト ヨシコ 和歌山県

＊ 江花 昭一 エバナ ショウイチ 神奈川県

＊ 遠藤 由香 エンドウ ユカ 宮城県

＊ 大川 昭宏 オオカワ アキヒロ 東京都

＊ 大久保 恒正 オオクボ ツネマサ 岐阜県

＊ 大隈 和喜 オオクマ カズヨシ 福岡県

大嶋 完二 オオシマ カンジ 愛媛県

＊ 太田 共夫 オオタ トモオ 神奈川県

太田 雅彦 オオタ マサヒコ 北海道

大竹 智子 オオタケ トモコ 静岡県

＊ 大武 陽一 オオタケ ヨウイチ 大阪府

＊ 大谷 真 オオタニ マコト 東京都

＊ 大橋 花菜子 オオハシ カナコ 東京都

＊ 岡 孝和 オカ タカカズ 千葉県

岡島 史佳 オカジマ フミカ 東京都

＊ 岡田 宏基 オカダ ヒロキ 香川県

岡野 寛 オカノ カン 沖縄県

小神 順也 オガミ ジュンヤ 北海道

岡本 章寛 オカモト アキヒロ 大阪府

岡本 敬司 オカモト ケイジ 大阪府

岡本 好司 オカモト コウジ 兵庫県

＊ 小川 志郎 オガワ シロウ 埼玉県

＊ 奥見 裕邦　　　オクミ ヒロクニ 大阪府

落合 直美　　　オチアイ ナオミ 愛知県

＊ 小野 繁 オノ シゲル 神奈川県

小野 真吾 オノ シンゴ 東京都

＊ 片桐 敦子 カタギリ アツコ 新潟県

片倉 智 カタクラ サトル 長野県

＊ 金沢 文高 カナザワ フミタカ 福岡県

＊ 金澤 素 カナザワ モトヨリ 宮城県

＊ 金子 宏 カネコ ヒロシ 愛知県

神島 真人 カミシマ マヒト 北海道

＊ 神谷 綾子 カミヤ アヤコ 東京都

唐橋 昌子 カラハシ マサコ 宮城県

＊ 河合 啓介 カワイ ケイスケ 千葉県

河合 寛 カワイ ヒロシ 栃木県

＊ 川内 奈津子 カワウチ ナツコ 東京都

川口 巧太郎 カワグチ コウタロウ 兵庫県

＊ 川原 健資 カワハラ ケンシ 神奈川県

＊ 神原 憲治 カンバラ ケンジ 香川県

＊ 菊地 裕絵 キクチ ヒロエ 東京都

北村 香奈 キタムラ カナ 大阪府

北村 蓉子 キタムラ ヨウコ 東京都

＊ 北守 茂 キタモリ シゲル 北海道

木下 喜光 キノシタ ヨシミツ 兵庫県

＊ 木原 廣美 キハラ ヒロミ 東京都



＊ 木村 浩子 キムラ ヒロコ 東京都

＊ 久徳 重和 キュウトク シゲカズ 愛知県

＊ 久我原 明朗 クガハラ アキオ 北海道

＊ 久保 千春 クボ チハル 福岡県

倉 尚樹 クラ ナオキ 東京都

栗田 誠 クリタ マコト 群馬県

黒川 淳一 クロカワ ジュンイチ 愛知県

＊ 黒川 順夫 クロカワ ノブオ 大阪府

黒田 綾 クロダ アヤ 兵庫県

河野 順子 コウノ ジュンコ 青森県

＊ 兒玉 直樹 コダマ ナオキ 福岡県

小林 中 コバヤシ アタル 東京都

＊ 小林 伸行 コバヤシ ノブユキ 熊本県

＊ 小牧 元 コマキ ゲン 福岡県

＊ 小山 敦子 コヤマ アツコ 大阪府

近喰 ふじ子 コンジキ フジコ 東京都

近藤 毅 コンドウ ツヨシ 沖縄県

近藤 伸彦 コンドウ ノブヒコ 北海道

齋藤 和雄 サイトウ カズオ 北海道

＊ 齋藤 紀先 サイトウ ノリヒロ 青森県

酒井 清裕 サカイ キヨヒロ 岡山県

酒田 一秀 サカタ カズヒデ 東京都

＊ 坂本 典之 サカモト ノリユキ 東京都

阪本 亮 サカモト リョウ 大阪府

桜井 明子 サクライ アキコ 大阪府

＊ 櫻庭 美耶子 サクラバ ミヤコ 青森県

＊ 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 山形県

佐々木 直 ササキ タダシ 埼玉県

佐々木 将博 ササキ マサヒロ 東京都

笹本 清 ササモト キヨシ 山梨県

佐竹 学 サタケ マナブ 宮城県

＊ 佐谷 健一郎 サタニ ケンイチロウ 埼玉県

＊ 佐藤 研 サトウ ケン 青森県

佐藤 誠久 サトウ ノブヒサ 兵庫県

佐藤 広和 サトウ ヒロカズ 北海道

佐藤 正博 サトウ マサヒロ 大阪府

＊ 佐藤 康弘 サトウ ヤスヒロ 宮城県

郷久 鉞二 サトヒサ エツジ 北海道

真田 昌彦 サナダ マサヒコ 千葉県

芝山 幸久 シバヤマ ユキヒサ 神奈川県

澁谷 きよみ シブヤ キヨミ 愛知県

島田 展裕 シマダ ノブヒロ 鹿児島県

＊ 清水 夏恵 シミズ ナツエ 新潟県

＊ 下平 智史 シモダイラ サトシ 東京都

下出 道弘 シモデ ミチヒロ 北海道

＊ 釋 文雄　　 シャク フミオ 東京都

赤土 正洋 シャクド マサヒロ 大阪府

＊ 庄司 知隆 ショウジ トモタカ 宮城県

白石 尚基 シライシ ナオキ 富山県

白水 倫生 シロズ ミチオ 奈良県

城間 清剛 シロマ セイゴウ 沖縄県

新地 浩一 シンチ コウイチ 佐賀県

＊ 末松 弘行 スエマツ ヒロユキ 東京都

＊ 菅 さくら スガ サクラ 東京都



＊ 菅 重博 スガ シゲヒロ 東京都

菅野 辰生 スガノ タツオ 京都府

杉本 貴美子 スギモト キミコ 大阪府

＊ 杉本 是明 スギモト コレアキ 宮城県

杉本 順子 スギモト ジュンコ 徳島県

＊ 鈴木 順 スズキ ジュン 岩手県

鈴木 正博 スズキ マサヒロ 愛知県

須藤 智行 ストウ トモユキ 秋田県

＊ 須藤 信行 スドウ ノブユキ 福岡県

清野 洋 セイノ ヨウ 新潟県

関口 武三郎 セキグチ ブサブロウ 神奈川県

関谷 千尋 セキヤ チヒロ 北海道

妹尾 高宏 セノオ タカヒロ 京都府

＊ 添嶋 裕嗣 ソエジマ ユウジ 鹿児島県

＊ 十川 博 ソガワ ヒロシ 福岡県

十河 勝正 ソゴウ カツマサ 広島県

染川 可明 ソメカワ ヨシアキ 茨城県

髙井 昭宏 タカイ アキヒロ 岐阜県

高岡 美智子 タカオカ ミチコ 東京都

髙木 桂三 タカギ ケイゾウ 長野県

＊ 高橋 進 タカハシ ススム 京都府

高橋 昌稔 タカハシ マサトシ 福岡県

髙宮 静男 タカミヤ シズオ 兵庫県

＊ 瀧井 正人 タキイ マサト 福岡県

＊ 瀧本 禎之 タキモト ヨシユキ 東京都

田口 圭樹 タグチ ケイキ 秋田県

＊ 武井 美智子 タケイ ミチコ 鹿児島県

竹内 武昭 タケウチ タケアキ 東京都

竹内 俊明 タケウチ トシアキ 静岡県

＊ 竹川 隆 タケカワ タカシ 奈良県

竹中 裕昭 タケナカ ヒロアキ 大阪府

武永 雅樹 タケナガ マサキ 山口県

竹林 直紀 タケバヤシ ナオキ 兵庫県

田代 佳子 タシロ ヨシコ 愛知県

立原 弘章 タチハラ ヒロアキ 千葉県

田中 栄一 タナカ エイイチ 山形県

＊ 田中 宗毅 タナカ ムネキ 鹿児島県

田中 裕 タナカ ユタカ 新潟県

＊ 棚橋 德成 タナハシ トクセイ 福岡県

谷川 浩隆 タニカワ ヒロタカ 長野県

谷野 芙美子 タニノ フミコ 富山県

＊ 玉川 葉子 タマガワ ヨウコ 神奈川県

玉木　 利和 タマキ トシカズ 埼玉県

玉木 真実 タマキ マミ 秋田県

玉谷 真一 タマタニ シンイチ 埼玉県

＊ 田村 奈穂 タムラ ナホ 千葉県

＊ 千葉 太郎 チバ タロウ 岩手県

塚本 路子 ツカモト ミチコ 山梨県

＊ 津久井 要 ツクイ カナメ 神奈川県

＊ 土田 治 ツチダ オサム 福岡県

椿 洋光 ツバキ ヒロミツ 秋田県

＊ 坪井 康次 ツボイ コウジ 東京都

土居 孝至 ドイ タカシ 愛媛県

＊ 土井 麻里 ドイ マリ 京都府



所 昭宏 トコロ アキヒロ 大阪府

戸谷 惠美 トタニ エミ 岐阜県

冨田 裕一郎 トミタ ユウイチロウ 東京都

＊ 富田 吉敏 トミタ ヨシトシ 東京都

冨地 信弘 トミチ ノブヒロ 東京都

豊田 英嗣 トヨタ エイジ 岡山県

中井 義勝 ナカイ ヨシカツ 京都府

＊ 中井 吉英 ナカイ ヨシヒデ 京都府

＊ 長井 信篤 ナガイ ノブアツ 鹿児島県

＊ 中尾 睦宏 ナカオ ムツヒロ 東京都

中川 哲也 ナカガワ テツヤ 福岡県

＊ 中川 悠子 ナカガワ ユウコ 三重県

長坂 修子 ナガサカ シュウコ 東京都

中島 重徳 ナカジマ シゲノリ 奈良県

永島 美保 ナガシマ ミホ 東京都

＊ 永田 頌史 ナガタ ショウジ 福岡県

＊ 中西 幸子 ナカニシ ユキコ 東京都

永野 久俊 ナガノ ヒサトシ 熊本県

＊ 中原 敏博 ナカハラ トシヒロ 熊本県

永原 廉士 ナガハラ ヤスヒト 兵庫県

中村 美徳 ナカムラ ヨシノリ 栃木県

中本 達夫 ナカモト タツオ 大阪府

＊ 成尾 鉄朗 ナルオ テツロウ 鹿児島県

＊ 仁木 稔 ニキ ミノル 大阪府

西田 愼二 ニシダ シンジ 大阪府

西宮 常代 ニシミヤ ツネヨ 茨城県

＊ 西山 順滋 ニシヤマ ジュンジ 大阪府

野添 新一 ノゾエ シンイチ 鹿児島県

野田 真紀子 ノダ マキコ 富山県

＊ 野村 泰輔 ノムラ タイスケ 宮城県

灰田 美知子 ハイダ ミチコ 東京都

＊ 橋爪 誠 ハシヅメ マコト 大阪府

＊ 端詰 勝敬 ハシヅメ マサヒロ 東京都

橋本 和明 ハシモト カズアキ 東京都

＊ 橋本 昌幸 ハシモト マサユキ 北海道

＊ 橋本 三穂 ハシモト ミホ 兵庫県

羽白 誠 ハシロ マコト 大阪府

八塚 麻紀 ハチヅカ マキ 東京都

＊ 林 果林 ハヤシ カリン 千葉県

＊ 林 直樹 ハヤシ ナオキ 千葉県

＊ 林 吉夫 ハヤシ ヨシオ 愛知県

林 義人 ハヤシ ヨシヒト 北海道

＊ 林田 草太 ハヤシダ ソウタ 福岡県

速水 弘 ハヤミ ヒロシ 東京都

＊ 原 信一郎 ハラ シンイチロウ 沖縄県

原田 敏郎 ハラダ トシロウ 鹿児島県

原田 朋子 ハラダ トモコ 大阪府

＊ 久村 正也 ヒサムラ マサヤ 北海道

日野 孝 ヒノ タカシ 大阪府

姫野 友美 ヒメノ トモミ 東京都

平野 智子 ヒラノ トモコ 大阪府

＊ 深尾 篤嗣 フカオ アツシ 大阪府

＊ 冨久尾 航 フクオ ワタル 神奈川県

福田 博一 フクダ ヒロカズ 群馬県



＊ 福土 審 フクド シン 宮城県

＊ 福永 幹彦 フクナガ ミキヒコ 京都府

藤田 悦生 フジタ エツオ 和歌山県

藤田 光恵 フジタ ミツエ 京都府

＊ 藤村 健夫 フジムラ タケオ 新潟県

藤元 ますみ フジモト マスミ 宮崎県

船崎 俊一 フナザキ トシカズ 埼玉県

＊ 穂坂 路男 ホサカ ミチオ 山梨県

＊ 星野 健 ホシノ ケン 岩手県

＊ 細井 昌子 ホソイ マサコ 福岡県

＊ 堀 裕典 ホリ ユウスケ 大阪府

＊ 堀 礼子 ホリ レイコ 愛知県

堀内 和一朗 ホリウチ ワイチロウ 神奈川県

堀江 武 ホリエ タケシ 東京都

＊ 本郷 道夫 ホンゴウ ミチオ 宮城県

本間 洋州 ホンマ ヒロクニ 東京都

前川 道隆 マエカワ ミチタカ 愛知県

前沢 政次 マエザワ マサジ 宮城県

牧野 真理子 マキノ マリコ 東京都

牧本 充生 マキモト ジュウセイ 千葉県

＊ 真島 一郎 マシマ イチロウ 新潟県

＊ 増田 彰則 マスダ アキノリ 鹿児島県

増田 剛 マスダ ツヨシ 群馬県

＊ 町田 貴胤 マチダ タカツグ 宮城県

＊ 町田 知美 マチダ トモミ 宮城県

町田 英世 マチダ ヒデヨ 大阪府

＊ 松岡 弘道 マツオカ ヒロミチ 東京都

松野 淳美 マツノ アツミ 東京都

＊ 松林 直 マツバヤシ スナオ 福岡県

＊ 松原 明弘 マツバラ アキヒロ 兵庫県

松原 良次 マツバラ リョウジ 北海道

松村 雅代 マツムラ マサヨ 東京都

松本 悠輝 マツモト ユウキ 大分県

真中 千明 マナカ チアキ 群馬県

＊ 丸岡 秀一郎 マルオカ シュウイチロウ 東京都

＊ 丸山 哲弘 マルヤマ テツヒロ 長野県

＊ 丸山 史 マルヤマ フミ 長野県

三浦 幸彦 ミウラ ユキヒコ 神奈川県

三木 康彰 ミキ ヤスアキ 大阪府

水島 典明 ミズシマ ノリアキ 石川県

＊ 水野 泰行 ミズノ ヤスユキ 大阪府

三井 清 ミツイ キヨシ 山口県

光宗 勝繁 ミツムネ カツシゲ 愛媛県

宮内 ルミ子 ミヤウチ ルミコ 埼玉県

＊ 都田 淳 ミヤコダ ジュン 鳥取県

＊ 宮田 正和 ミヤタ マサカズ 福岡県

＊ 椋田 稔朗 ムクタ トシオ 滋賀県

宗岡　 克政 ムネオカ カツマサ 千葉県

＊ 胸元 孝夫 ムネモト タカオ 鹿児島県

村井 俊彦 ムライ トシヒコ 京都府

村上 善次郎 ムラカミ ゼンジロウ 東京都

村上 千夏 ムラカミ チカ 新潟県

＊ 村上 典子 ムラカミ ノリコ 兵庫県

＊ 村上 正人 ムラカミ マサト 東京都



村上 悦士 ムラカミ ヨシヒト 愛知県

村田 英和 ムラタ ヒデカズ 愛知県

村田 洋二 ムラタ ヨウジ 愛知県

村永 鉄郎 ムラナガ テツロウ 鹿児島県

村松 公美子 ムラマツ クミコ 新潟県

＊ 村松 芳幸 ムラマツ ヨシユキ 新潟県

村山 隆志 ムラヤマ タカシ 東京都

持田 奈緒美 モチダ ナオミ 東京都

森 秀和 モリ ヒデカズ 千葉県

森岡 明 モリオカ アキラ 愛媛県

＊ 森下 城 モリシタ ジョウ 宮城県

＊ 森屋 淳子 モリヤ ジュンコ 東京都

＊ 森谷 満　　　 モリヤ ミツル 北海道

矢島 純 ヤジマ ジュン 埼玉県

矢数 とも子 ヤス トモコ 茨城県

安田 順子 ヤスダ ジュンコ 大阪府

安田 弘之 ヤスダ ヒロユキ 福岡県

簗瀬 希代子 ヤナセ キヨコ 茨城県

＊ 山岡 昌之 ヤマオカ マサユキ 東京都

＊ 山北 高志 ヤマキタ タカシ 愛知県

山際 加代 ヤマギワ カヨ 愛知県

＊ 山口 力 ヤマグチ チカラ 愛知県

山崎 政城 ヤマザキ マサシロ 千葉県

＊ 山下 真 ヤマシタ マコト 福岡県

山科 賢児 ヤマシナ ケンジ 北海道

＊ 山中 隆夫 ヤマナカ タカオ 鹿児島県

＊ 山本 晴義 ヤマモト ハルヨシ 神奈川県

山本 英樹 ヤマモト ヒデキ 富山県

湯川 修也 ユカワ シュウヤ 大阪府

横尾 実乃里 ヨコオ ミノリ 神奈川県

横山 貴士 ヨコヤマ タカシ 神奈川県

＊ 吉内 一浩 ヨシウチ カズヒロ 東京都

吉田 均 ヨシダ ヒトシ 愛知県

＊ 吉原 一文 ヨシハラ カズフミ 福岡県

吉嶺 文俊 ヨシミネ フミトシ 新潟県

吉山 直樹 ヨシヤマ ナオキ 静岡県

米田 孝一 ヨネダ コウイチ 鹿児島県

和田 教義 ワダ ノリヨシ 滋賀県

＊ 渡辺 徹也 ワタナベ テツヤ 大阪府

＊ 渡辺 尚彦 ワタナベ ヨシヒコ 東京都

渡貫 圭 ワタヌキ ケイ 静岡県
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