
2020年度麻酔科専門医一覧（2020年4月1日現在）全6712名

あ 280 赤塚　ありさ アカツカ　アリサ

相川　和之 アイカワ　カズユキ 赤塚　正幸 アカツカ　マサユキ

相川　清 アイカワ　キヨシ 赤刎　真一 アカバネ　シンイチ

相澤　茉莉子 アイザワ　マリコ 赤堀　貴彦 アカホリ　タカヒコ

會田　純子 アイダ　ジュンコ 赤間　保之 アカマ　ヤスユキ

相野田　桂子 アイノダ　ケイコ 赤間　洋一 アカマ　ヨウイチ

相原　孝典 アイハラ　タカノリ 赤松　哲也 アカマツ　テツヤ

相原　環 アイハラ　タマキ 赤松　良彦 アカマツ　ヨシヒコ

相原　理恵 アイハラ　リエ 赤嶺　智教 アカミネ　トモノリ

四十物　摩呼 アイモノ　マコ 赤嶺　斉 アカミネ　ヒトシ

葵　佳宏 アオイ　ヨシヒロ 赤嶺　美樹 アカミネ　ミキ

青井　良太 アオイ　リョウタ 阿川　幸人 アガワ　ユキト

青江　知彦 アオエ　トモヒコ 秋　裕美 アキ　ヒロミ

青木　亜紀 アオキ　アキ 安藝　裕子 アキ　ユウコ

青木　彰 アオキ　アキラ 秋泉　春樹 アキイズミ　ハルキ

青木　絵梨子 アオキ　エリコ 秋永　智永子 アキナガ　チエコ

青木　和裕 アオキ　カズヒロ 秋永　泰嗣 アキナガ　ヤスツグ

青木　健一 アオキ　ケンイチ 秋久　友希 アキヒサ　ユキ

青木　憲司 アオキ　ケンジ 秋本　香南 アキモト　カナ

青木　謙次郎 アオキ　ケンジロウ 秋山　浩一 アキヤマ　コウイチ

青木　智史 アオキ　サトシ 秋山　沙織 アキヤマ　サオリ

青木　真悟 アオキ　シンゴ 秋山　絢子 アキヤマ　ジュンコ

青木　裕司 アオキ　ヒロシ 秋山　潤根 アキヤマ　ジュンネ

青木　浩 アオキ　ヒロシ 秋山　苑生 アキヤマ　ソノオ

青木　真理子 アオキ　マリコ 穐山　大治 アキヤマ　ダイジ

青木　基彰 アオキ　モトアキ 秋山　太助 アキヤマ　タイスケ

青木　優子 アオキ　ユウコ 秋山　麻紀 アキヤマ　マキ

青木　優祐 アオキ　ユウスケ 秋山　正慶 アキヤマ　マサヨシ

青木　優太 アオキ　ユウタ 秋山　容平 アキヤマ　ヨウヘイ

青木　善孝 アオキ　ヨシタカ 秋山　類 アキヤマ　ルイ

青木　利奈 アオキ　リナ 秋吉　浩三郎 アキヨシ　コウザブロウ

青木　和香奈 アオキ　ワカナ 芥川　知明 アクタガワ　トモアキ

青嶋　由紀江 アオシマ　ユキエ 阿久津　麗香 アクツ　レイカ

青野　壮宏 アオノ　マサヒロ 莫根　正 アグネ　タダシ

青野　光夫 アオノ　ミツオ 赤穗　吏映 アコウ　リエ

青栁　佑加理 アオヤギ　ユカリ 浅井　明倫 アサイ　アキノリ

青栁　瑠美子 アオヤギ　ルミコ 浅井　隆 アサイ　タカシ

青山　和由 アオヤマ　カズヨシ 浅井　建基 アサイ　タテキ

青山　武司 アオヤマ　タケシ 浅井　信彦 アサイ　ノブヒコ

青山　正 アオヤマ　タダシ 淺井　瑞枝 アサイ　ミズエ

青山　泰樹 アオヤマ　ヒロキ 朝井　裕一 アサイ　ユウイチ

青山　寛子 アオヤマ　ヒロコ 浅雄　保宏 アサオ　ヤスヒロ

青山　文 アオヤマ　ブン 浅賀　智子 アサカ　サトコ

青山　真理子 アオヤマ　マリコ 朝垣　萌 アサガキ　モエ

青山　康彦 アオヤマ　ヤスヒコ 浅川　喜裕 アサカワ　ヨシヒロ

青山　由紀 アオヤマ　ユキ 浅倉　信明 アサクラ　ノブアキ

青山　幸生 アオヤマ　ユキオ 朝倉　康夫 アサクラ　ヤスオ

赤井　亮介 アカイ　リョウスケ 朝倉　雄介 アサクラ　ユウスケ

赤井　良太 アカイ　リョウタ 朝倉　芳美 アサクラ　ヨシミ

赤石　真啓 アカイシ　マサヒロ 浅越　佑太郎 アサゴエ　ユウタロウ

赤木　洋介 アカギ　ヨウスケ 浅地　直 アサジ　スナオ

赤坂　威史 アカサカ　タケフミ 朝田　智紀 アサダ　トモノリ

赤坂　直哉 アカサカ　ナオヤ 浅田　雅子 アサダ　マサコ

赤坂　徳子 アカサカ　ノリコ 安里　文雄 アサト　フミオ

赤崎　由佳 アカサキ　ユカ 浅野　市子 アサノ　イチコ

赤澤　多賀子 アカザワ　タカコ 浅野　克則 アサノ　カツノリ

赤澤　舞衣 アカザワ　マイ 浅野　健吾 アサノ　ケンゴ

明石　裕里 アカシ　ユリ 浅野　清香 アサノ　サヤカ

赤田　信二 アカダ　シンジ 浅野　貴裕 アサノ　タカヒロ



浅野　伸将 アサノ　ノブマサ 安部　竜児 アベ　リュウジ

朝野　宏子 アサノ　ヒロコ 安保　佳苗 アボ　カナエ

浅野　麻由 アサノ　マユ 天津　裕子 アマツ　ヒロコ

浅野　三鈴 アサノ　ミスズ 天野　栄三 アマノ　エイゾウ

浅野　優 アサノ　ユウ 天野　江里子 アマノ　エリコ

朝野　由樹子 アサノ　ユキコ 天野　功二郎 アマノ　コウジロウ

浅羽　穣二 アサバ　ジョウジ 天野　勝 アマノ　マサル

朝日　丈尚 アサヒ　タケヒサ 天野　靖大 アマノ　ヤスヒロ

朝比奈　綾香 アサヒナ　アヤカ 天本　啓介 アマモト　ケイスケ

浅見　優 アサミ　ユウ 天谷　文昌 アマヤ　フミマサ

朝元　雅明 アサモト　マサアキ 甘利　奈央 アマリ　ナオ

朝山　京子 アサヤマ　キョウコ 網谷　謙 アミタニ　ケン

芦刈　英理 アシカリ　エリ 雨森　泰己 アメモリ　ヒロコ

蘆原　知子 アシハラ　トモコ 綾部　裕子 アヤベ　ユウコ

安島　崇晃 アジマ　タカアキ 荒　将智 アラ　マサトモ

安心院　純子 アジミ　ジュンコ 荒井　梓 アライ　アズサ

東　賢志 アズマ　ケンジ 荒井　恭子 アライ　キョウコ

阿曽　晶子 アソ　ショウコ 新居　憲 アライ　ケン

麻生　知寿 アソウ　チズ 新井　健一 アライ　ケンイチ

安達　厚子 アダチ　コウコ 荒井　祥子 アライ　ショウコ

安達　康祐 アダチ　コウスケ 新井　千晶 アライ　チアキ

足立　智 アダチ　サトシ 新井　奈々 アライ　ナナ

足立　匠 アダチ　ショウ 新井　成明 アライ　ナリアキ

足立　尚登 アダチ　ナオト 荒井　章臣 アライ　フミオ

足立　仁 アダチ　ヒトシ 新井　正康 アライ　マサヤス

安達　普至 アダチ　ヒロシ 荒井　麻耶 アライ　マヤ

足立　泰 アダチ　ヒロシ 新井　美奈子 アライ　ミナコ

安達　陽亮 アダチ　ヨウスケ 新井　美和子 アライ　ミワコ

熱田　淳 アツタ　ジュン 新井　悠介 アライ　ユウスケ

穴田　夏樹 アナダ　ナツキ 新井　由紀子 アライ　ユキコ

阿南　果奈 アナン　カナ 新井　洋輔 アライ　ヨウスケ

姉川　美保 アネガワ　ミホ 荒井　理歩 アライ　リホ

虻川　有香子 アブカワ　ユカコ 荒尾　沙理 アラオ　サリ

安部　英治 アベ　エイジ 荒尾　正亨 アラオ　マサユキ

安部　和夫 アベ　カズオ 新垣　かおる アラカキ　カオル

阿部　聖孝 アベ　キヨタカ 新垣　敏幸 アラカキ　トシユキ

安部　桂 アベ　ケイ 荒川　和也 アラカワ　カズヤ

阿部　純子 アベ　ジュンコ 荒川　啓子 アラカワ　ケイコ

安部　翔子 アベ　ショウコ 荒川　健一 アラカワ　ケンイチ

安部　伸太郎 アベ　シンタロウ 荒川　隆司 アラカワ　タカシ

阿部　世紀 アベ　セイキ 荒川　真之 アラカワ　マサユキ

安部　隆国 アベ　タカクニ 荒川　真有子 アラカワ　マユコ

阿部　正 アベ　タダシ 荒川　陽子 アラカワ　ヨウコ

安部　千鶴 アベ　チヅル 荒木　功 アラキ　イサオ

阿部　智子 アベ　トモコ 荒木　えり子 アラキ　エリコ

阿部　尚紀 アベ　ナオキ 荒木　建三 アラキ　ケンゾウ

安部　奈輔子 アベ　ナホコ 荒木　博子 アラキ　ヒロコ

阿部　展子 アベ　ノブコ 荒木　寛 アラキ　ヒロシ

阿部　文明 アベ　フミアキ 荒木　美貴 アラキ　ミキ

阿部　政則 アベ　マサノリ 荒木　竜平 アラキ　リュウヘイ

安部　真教 アベ　マサノリ 新倉　明和 アラクラ　アキカズ

阿部　真友子 アベ　マユコ 新倉　久美子 アラクラ　クミコ

安部　真理 アベ　マリ 新崎　康彦 アラサキ　ヤスヒコ

阿部　まり子 アベ　マリコ 嵐　大輔 アラシ　ダイスケ

阿部　幸枝 アベ　ユキエ 嵐　朝子 アラシ　トモコ

阿部　裕美子 アベ　ユミコ 嵐　朋子 アラシ　トモコ

安部　洋一郎 アベ　ヨウイチロウ 荒谷　優一 アラタニ　ユウイチ

阿部　理沙 アベ　リサ 荒牧　良彦 アラマキ　ヨシヒコ

阿部　龍一 アベ　リュウイチ 有井　貴子 アリイ　タカコ

阿部　隆一郎 アベ　リュウイチロウ 有井　秀裕 アリイ　ヒデヒロ



有川　智子 アリカワ　トモコ

有坂　博史 アリサカ　ヒロフミ

有澤　創志 アリサワ　ショウジ

有田　治生 アリタ　ハルオ

有馬　一 アリマ　ハジメ

有光　正史 アリミツ　マサシ

有宗　睦晃 アリムネ　ムツアキ

有村　敏明 アリムラ　トシアキ

有村　佳修 アリムラ　ヨシノブ

有山　淳 アリヤマ　ジュン

有吉　俊一 アリヨシ　シュンイチ

有吉　多恵 アリヨシ　タエ

有吉　史美子 アリヨシ　フミコ

粟井　一博 アワイ　カズヒロ

粟倉　英恵 アワクラ　ハナエ

安西　晃子 アンザイ　アキコ

安齋　健 アンザイ　タケシ

安齋　寛之 アンザイ　ヒロユキ

安斎　有紀 アンザイ　ユキ

安斉　千裕 アンザイ　ユキヒロ

安藤　亜希 アンドウ　アキ

安藤　一雄 アンドウ　カズオ

安藤　嘉門 アンドウ　カモン

安藤　幸吉 アンドウ　コウキチ

安藤　智子 アンドウ　サトコ

安藤　孝子 アンドウ　タカコ

安藤　貴士 アンドウ　タカシ

安藤　貴宏 アンドウ　タカヒロ

安藤　岳史 アンドウ　タケシ

安藤　直朗 アンドウ　タダオ

安藤　千尋 アンドウ　チヒロ

安藤　光 アンドウ　テル

安藤　俊夫 アンドウ　トシオ

安藤　俊弘 アンドウ　トシヒロ

安藤　尚美 アンドウ　ナオミ

安藤　憲興 アンドウ　ノリオキ

安藤　寿恵 アンドウ　ヒサエ

安藤　雅恵 アンドウ　マサエ

安藤　美佐子 アンドウ　ミサコ

安藤　玲子 アンドウ　レイコ

安楽　和樹 アンラク　カズキ

安楽　咲子 アンラク　サキコ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 池尻　佑美 イケジリ　ユミ

い 485 池田　英治 イケダ　エイジ

飯井　友見 イイ　トモミ 池田　衣里 イケダ　エリ

飯澤　和恵 イイザワ　カズエ 池田　佳恵 イケダ　カエ

井石　貴子 イイシ　タカコ 池田　和世 イケダ　カズヨ

飯島　亜沙美 イイジマ　アサミ 池田　健次 イケダ　ケンジ

飯嶋　千裕 イイジマ　カズヒロ 池田　耕自 イケダ　コウジ

飯嶋　哲也 イイジマ　テツヤ 池田　浩平 イケダ　コウヘイ

飯田　史絵 イイダ　シエ 池田　智子 イケダ　サトコ

飯田　淳 イイダ　ジュン 池田　貴充 イケダ　タカミツ

飯田　高史 イイダ　タカフミ 池田　健彦 イケダ　タケヒコ

飯田　司 イイダ　ツカサ 池田　寿昭 イケダ　トシアキ

飯田　正幸 イイダ　マサユキ 池田　俊子 イケダ　トシコ

飯田　美紀 イイダ　ミキ 池田　知史 イケダ　トモヒト

飯田　靖彦 イイダ　ヤスヒコ 池田　真紀夫 イケダ　マキオ

飯田　容子 イイダ　ヨウコ 池田　真由美 イケダ　マユミ

飯田　瑠梨 イイダ　ルリ 池田　真悠実 イケダ　マユミ

飯塚　悠祐 イイヅカ　ユウスケ 池田　水子 イケダ　ミズコ

飯沼　宏和 イイヌマ　ヒロカズ 池田　慈子 イケダ　ヤスコ

飯野　治 イイノ　オサム 池田　祐亮 イケダ　ユウスケ

飯室　慎祐 イイムロ　シンスケ 池田　嘉一 イケダ　ヨシカズ

飯森　としみ イイモリ　トシミ 池永　十健 イケナガ　カズタケ

飯寄　奈保 イイヨリ　ナオ 池邉　晴美 イケベ　ハルヨシ

井浦　晃 イウラ　アキラ 池本　剛大 イケモト　コウダイ

家島　仁史 イエシマ　ヒトシ 池本　清海 イケモト　ヨシミ

家永　敏樹 イエナガ　トシキ 生駒　美穂 イコマ　ミホ

井尾　和雄 イオ　カズオ 生駒　祐介 イコマ　ユウスケ

井奥　綾乃 イオク　アヤノ 伊佐田　哲朗 イサダ　テツロウ

伊加　真士 イガ　シンジ 伊澤　英次 イサワ　エイジ

五十嵐　敦 イガラシ　アツシ 石井　香越里 イシイ　カオリ

五十嵐　海原 イガラシ　カイゲン 石井　賢造 イシイ　ケンゾウ

五十嵐　浩太郎 イガラシ　コウタロウ 石井　祥代 イシイ　サチヨ

五十嵐　妙 イガラシ　タエ 石井　智子 イシイ　サトコ

五十嵐　孝 イガラシ　タカシ 石井　努 イシイ　ツトム

五十嵐　太郎 イガラシ　タロウ 石井　菜々子 イシイ　ナナコ

五十嵐　千香 イカラシ　チカ 石井　久成 イシイ　ヒサナリ

五十嵐　達 イガラシ　トオル 石井　秀明 イシイ　ヒデアキ

五十嵐　季子 イガラシ　トシコ 石井　秀夫 イシイ　ヒデオ

五十嵐　想 イガラシ　ノゾミ 石井　仁 イシイ　ヒトシ

五十嵐　美紀 イカラシ　ミキ 石井　真紀 イシイ　マキ

五十嵐　由希子 イガラシ　ユキコ 石井　瑞恵 イシイ　ミズエ

五十嵐　友美 イガラシ　ユミ 石井　瑞英 イシイ　ミズエ

猪狩　典俊 イガリ　ノリトシ 石井　康博 イシイ　ヤスヒロ

井口　広靖 イグチ　ヒロノブ 石井　裕子 イシイ　ユウコ

井汲　沙織 イクミ　サオリ 石井　良幸 イシイ　ヨシユキ

池井　佳奈子 イケイ　カナコ 石内　真央 イシウチ　マオ

池井　康人 イケイ　ヤスヒト 石尾　純一 イシオ　ジュンイチ

池内　久太郎 イケウチ　ヒサタロウ 石岡　一成 イシオカ　カズナリ

池浦　麻紀子 イケウラ　マキコ 石岡　哲明 イシオカ　テツアキ

池垣　なつ イケガキ　ナツ 石岡　慶己 イシオカ　ヨシヤ

池上　直行 イケガミ　ナオユキ 石垣　敬子 イシガキ　ケイコ

池上　宏美 イケガミ　ヒロミ 石垣　さやか イシガキ　サヤカ

池上　まりあ イケガミ　マリア 石垣　麻衣子 イシガキ　マイコ

池上　有美 イケガミ　ユミ 石垣　昌志 イシガキ　マサシ

池崎　晃 イケザキ　アキラ 石神　五月 イシガミ　サツキ

池﨑　尚子 イケザキ　タカコ 石川　愛 イシカワ　アイ

池崎　弘之 イケザキ　ヒロユキ 石川　明子 イシカワ　アキコ

池島　典之 イケジマ　ノリユキ 石川　亜希子 イシカワ　アキコ

池島　まりこ イケシマ　マリコ 石川　明子 イシカワ　アキコ

池島　雄太 イケシマ　ユウタ 石川　亜佐子 イシカワ　アサコ



石川　和史 イシカワ　カズフミ 石原　真理子 イシハラ　マリコ

石川　和由 イシカワ　カズヨシ 石原　蓉子 イシハラ　ヨウコ

石川　恭 イシカワ　キョウ 石丸　綾子 イシマル　アヤコ

石川　貴洋子 イシカワ　キヨコ 石丸　紗也佳 イシマル　サヤカ

石川　慧介 イシカワ　ケイスケ 石丸　理恵 イシマル　リエ

石川　高 イシカワ　コウ 石村　博史 イシムラ　ヒロシ

石川　紗希 イシカワ　サキ 石本　栄作 イシモト　エイサク

石川　淳哉 イシカワ　ジュンヤ 石本　大輔 イシモト　ダイスケ

石川　慎一 イシカワ　シンイチ 石本　雅幸 イシモト　マサユキ

石川　剛史 イシカワ　タケシ 石山　健次郎 イシヤマ　ケンジロウ

石川　太郎 イシカワ　タロウ 石山　実花 イシヤマ　ミカ

石川　友規 イシカワ　トモキ 石山　諭 イシヤマ　ユウ

石川　直人 イシカワ　ナオト 伊集院　亜梨紗 イジュウイン　アリサ

石川　真士 イシカワ　マサシ 井尻　えり子 イジリ　エリコ

石川　真理子 イシカワ　マリコ 石和　大 イシワ　ダイ

石川　ゆうこ イシカワ　ユウコ 石渡　美和子 イシワタ　ミワコ

石川　嘉昭 イシカワ　ヨシアキ 泉　江利子 イズミ　エリコ

石川　理恵 イシカワ　リエ 和泉　俊輔 イズミ　シュンスケ

石川　玲利 イシカワ　レイリ 泉　直樹 イズミ　ナオキ

伊敷　聖子 イシキ　セイコ 和泉　博通 イズミ　ヒロミチ

石黒　俊彦 イシグロ　トシヒコ 和泉　裕己 イズミ　ユウキ

石坂　信子 イシザカ　ノブコ 和泉　勇太 イズミ　ユウタ

石崎　卓 イシザキ　タク 和泉　良平 イズミ　リョウヘイ

石﨑　泰令 イシザキ　ヒロノリ 伊関　憲 イセキ　ケン

石島　麻美子 イシジマ　マミコ 井関　俊 イセキ　サトシ

石田　彩子 イシダ　アヤコ 井関　雅子 イセキ　マサコ

石田　克浩 イシダ　カツヒロ 井石　雄三 イセキ　ユウゾウ

石田　公美子 イシダ　クミコ 磯崎　健一 イソザキ　ケンイチ

石田　佐知 イシダ　サチ 依田　智美 イダ　トモミ

石田　進 イシダ　ススム 位田　みつる イダ　ミツル

石田　岳 イシダ　タカシ 板垣　大雅 イタガキ　タイガ

石田　奈穂子 イシダ　ナホコ 板倉　紗也子 イタクラ　サヤコ

石田　任之 イシダ　ヒデユキ 板倉　美千代 イタクラ　ミチヨ

石田　浩 イシダ　ヒロシ 井谷　基 イタニ　モトイ

石田　祐基 イシダ　ユウキ 板羽　秀徳 イタバ　ヒデノリ

石田　裕介 イシダ　ユウスケ 板橋　俊雄 イタバシ　トシオ

石田　雄大 イシダ　ユウダイ 市川　希帆子 イチカワ　キホコ

石田　有美 イシダ　ユミ 市川　敬太 イチカワ　ケイタ

石田　陽子 イシダ　ヨウコ 市川　順子 イチカワ　ジュンコ

石田　亮介 イシダ　リョウスケ 市川　崇 イチカワ　タカシ

石谷　利光 イシタニ　トシテル 市川　学 イチカワ　マナブ

石津　友子 イシヅ　トモコ 市川　ゆき イチカワ　ユキ

石塚　香名子 イシヅカ　カナコ 市川　ゆき子 イチカワ　ユキコ

石塚　啓祐 イシヅカ　ケイスケ 市川　喜之 イチカワ　ヨシユキ

石坪　昌恵 イシツボ　マサエ 市来　あけみ イチキ　アケミ

石堂　尚子 イシドウ　ナオコ 一澤　真珠 イチザワ　マナミ

石野　弘之 イシノ　ヒロユキ 市野　隆 イチノ　タカシ

石橋　克彦 イシバシ　カツヒコ 市瀬　史 イチノセ　フミト

石橋　桜子 イシバシ　サクラコ 一瀬　麻紀 イチノセ　マキ

石橋　忠幸 イシバシ　タダユキ 一ノ宮　大雅 イチノミヤ　タイガ

石橋　千佳 イシバシ　チカ 市場　稔久 イチバ　トシヒサ

石橋　智子 イシバシ　トモコ 市原　剛央 イチハラ　ゴオ

石橋　直子 イシバシ　ナオコ 一万田　正彦 イチマタ　マサヒコ

石橋　優和 イシバシ　マサカズ 一丸　達郎 イチマル　タツロウ

石橋　幹子 イシバシ　ミキコ 市村　まり イチムラ　マリ

石橋　美智子 イシバシ　ミチコ 一柳　彰吾 イチヤナギ　ショウゴ

石橋　めぐみ イシバシ　メグミ 井筒　公一朗 イヅツ　コウイチロウ

石橋　幸雄 イシバシ　ユキオ 出羽　明子 イヅハ　アキコ

石原　聡 イシハラ　サトシ 井出　旭 イデ　アキラ

石原　創 イシハラ　ハジム 井出　進 イデ　ススム



井手　岳 イデ　タケシ 伊藤　弓子 イトウ　ユミコ

井手　政信 イデ　マサノブ 伊東　遼平 イトウ　リョウヘイ

井出　雅洋 イデ　マサヒロ 糸洲　佑介 イトス　ユウスケ

出井　真史 イデイ　マサフミ 糸永　康洋 イトナガ　ヤスヒロ

出内　なつ子 イデウチ　ナツコ 稲井　聡子 イナイ　サトコ

出野　智史 イデノ　サトシ 稲井　舞夕子 イナイ　マユコ

出光　亘 イデミツ　ワタル 稲垣　佳苗 イナガキ　カナエ

井戸　和己 イド　カズミ 稲垣　翔子 イナガキ　ショウコ

伊藤　諭子 イトウ　アキコ 稲垣　知由 イナガキ　トモヨシ

伊藤　篤史 イトウ　アツシ 稲垣　雅昭 イナガキ　マサアキ

伊藤　勲 イトウ　イサオ 稲垣　泰好 イナガキ　ヤスヨシ

伊藤　一樹 イトウ　カズキ 稲垣　優子 イナガキ　ユウコ

伊藤　公亮 イトウ　キミアキ 稲垣　友紀子 イナガキ　ユキコ

伊藤　健作 イトウ　ケンサク 伊奈川　岳 イナガワ　ガク

伊藤　健二 イトウ　ケンジ 稲田　梓 イナダ　アズサ

伊藤　賢佑 イトウ　ケンスケ 稲田　拓治 イナダ　タクジ

伊東　浩司 イトウ　コウジ 稲田　美香子 イナダ　ミカコ

伊藤　祥子 イトウ　サチコ 稲田　陽介 イナダ　ヨウスケ

伊東　幸日子 イトウ　サチコ 稲野　千明 イナノ　チアキ

伊東　祥子 イトウ　ショウコ 稲葉　晋 イナバ　シン

伊東　真吾 イトウ　シンゴ 稲葉　朋子 イナバ　トモコ

伊藤　慎也 イトウ　シンヤ 稲葉　和紀子 イナバ　ワキコ

伊藤　寿美子 イトウ　スミコ 稲村　英子 イナムラ　エイコ

伊藤　壮平 イトウ　ソウヘイ 稲村　実穂子 イナムラ　ミホコ

伊藤　大真 イトウ　タイシン 稲森　耕平 イナモリ　コウヘイ

伊藤　孝明 イトウ　タカアキ 稲森　紀子 イナモリ　ノリコ

伊東　隆雄 イトウ　タカオ 稲森　雅幸 イナモリ　マサユキ

伊藤　隆 イトウ　タカシ 稲吉　梨絵 イナヨシ　リエ

伊藤　貴彦 イトウ　タカヒコ 乾　大資 イヌイ　ダイスケ

伊藤　嵩人 イトウ　タカヒト 乾　龍男 イヌイ　タツオ

伊藤　千明 イトウ　チアキ 犬飼　慎 イヌカイ　シン

伊藤　知哉 イトウ　トモヤ 犬塚　愛美 イヌツカ　マナミ

伊藤　奈穂美 イトウ　ナオミ 井野　研太郎 イノ　ケンタロウ

伊藤　直哉 イトウ　ナオヤ 井上　彰子 イノウエ　アキコ

伊藤　伸大 イトウ　ノブオ 井上　慧人 イノウエ　アキト

伊藤　伸子 イトウ　ノブコ 井上　明彦 イノウエ　アキヒコ

伊東　久勝 イトウ　ヒサカツ 井上　明日香 イノウエ　アスカ

伊藤　秀和 イトウ　ヒデカズ 井上　一由 イノウエ　カズヨシ

伊藤　英基 イトウ　ヒデキ 井上　敬 イノウエ　ケイ

伊藤　弘晃 イトウ　ヒロアキ 井上　敬太 イノウエ　ケイタ

伊藤　浩子 イトウ　ヒロコ 井上　さつき イノウエ　サツキ

伊藤　紘子 イトウ　ヒロコ 井上　哲 イノウエ　サトル

伊藤　洋 イトウ　ヒロシ 井上　茂 イノウエ　シゲル

伊藤　博隆 イトウ　ヒロタカ 井上　静香 イノウエ　シズカ

伊藤　博徳 イトウ　ヒロノリ 井上　潤一 イノウエ　ジュンイチ

伊藤　博巳 イトウ　ヒロミ 井上　莊一郎 イノウエ　ソウイチロウ

伊藤　宏之 イトウ　ヒロユキ 井上　隆弥 イノウエ　タカヤ

伊藤　裕之 イトウ　ヒロユキ 井上　恒佳 イノウエ　ノブヨシ

伊藤　文人 イトウ　フミヒト 井上　陽香 イノウエ　ハルカ

伊藤　誠 イトウ　マコト 井上　洋 イノウエ　ヒロシ

伊藤　昌子 イトウ　マサコ 井上　麻意子 イノウエ　マイコ

伊東　真理 イトウ　マリ 井上　雅史 イノウエ　マサシ

伊藤　真理子 イトウ　マリコ 井上　万哉也 イノウエ　マサヤ

伊藤　美里 イトウ　ミサト 井上　麻由 イノウエ　マユ

伊藤　美保 イトウ　ミホ 井上　美帆 イノウエ　ミホ

伊藤　素子 イトウ　モトコ 井上　基 イノウエ　モトイ

伊藤　恭史 イトウ　ヤスヒト 井上　素樹 イノウエ　モトキ

伊藤　弥生 イトウ　ヤヨイ 井上　保介 イノウエ　ヤススケ

伊藤　雄介 イトウ　ユウスケ 井上　由季子 イノウエ　ユキコ

伊藤　有紀 イトウ　ユキ 井ノ上　幸典 イノウエ　ユキノリ



井上　克一 イノウエ　ヨシカズ 盤井　多美子 イワイ　タミコ

井上　芳門 イノウエ　ヨシカド 岩井　鉄平 イワイ　テッペイ

井上　理恵 イノウエ　リエ 岩井　与幸 イワイ　トモユキ

井上　玲央 イノウエ　レオ 岩井　洋輔 イワイ　ヨウスケ

井口　まり イノクチ　マリ 岩垣　圭雄 イワガキ　タマオ

井口　みお イノクチ　ミオ 岩川　昌平 イワカワ　ショウヘイ

猪熊　美枝 イノクマ　ミエ 岩川　力 イワカワ　ツトム

伊野田　絢子 イノダ　アヤコ 岩木　俊男 イワキ　トシオ

猪原　智惠 イノハラ　チエ 岩切　聡子 イワキリ　サトコ

猪股　一朗 イノマタ　イチロウ 岩切　重憲 イワキリ　シゲノリ

猪俣　豊 イノマタ　ユタカ 岩切　正樹 イワキリ　マサキ

伊原　彩季 イハラ　サキ 岩倉　健夫 イワクラ　タケオ

井原　稔文 イハラ　トシフミ 岩倉　久幸 イワクラ　ヒサユキ

伊福　弥生 イフク　ヤヨイ 岩﨑　愛 イワサキ　アイ

指宿　佳代子 イブスキ　カヨコ 岩崎　英二 イワサキ　エイジ

今井　恵理哉 イマイ　エリヤ 岩崎　衣津 イワサキ　エツ

今井　公子 イマイ　キミコ 岩崎　昌平 イワサキ　ショウヘイ

今井　敬子 イマイ　ケイコ 岩崎　創史 イワサキ　ソウシ

今井　ちひろ イマイ　チヒロ 岩崎　竜馬 イワサキ　タツマ

今井　典子 イマイ　ノリコ 岩崎　智誉 イワサキ　トモヨ

今井　英一 イマイ　ヒデカズ 岩崎　直也 イワサキ　ナオヤ

今井　啓登 イマイ　ヒロト 岩崎　肇 イワサキ　ハジメ

今井　洋史 イマイ　ヒロフミ 岩崎　宏俊 イワサキ　ヒロトシ

今井　祐介 イマイ　ユウスケ 岩﨑　雅江 イワサキ　マサエ

今井　友佳子 イマイ　ユカコ 岩崎　学 イワサキ　マナブ

今井　洋介 イマイ　ヨウスケ 岩崎　光生 イワサキ　ミツオ

今井　るり子 イマイ　ルリコ 岩崎　祐亮 イワサキ　ユウスケ

今泉　隆志 イマイズミ　タカシ 岩崎　夢大 イワサキ　ユウダイ

今泉　剛 イマイズミ　ツヨシ 岩崎　洋平 イワサキ　ヨウヘイ

今泉　均 イマイズミ　ヒトシ 岩澤　容子 イワサワ　ヨウコ

今尾　由梨子 イマオ　ユリコ 岩下　朝子 イワシタ　アサコ

今川　憲太郎 イマガワ　ケンタロウ 岩下　耕平 イワシタ　コウヘイ

今給黎　南香 イマキイレ　ナカ 岩下　智之 イワシタ　トモユキ

今宿　康彦 イマシュク　ヤスヒコ 岩下　成人 イワシタ　ナリヒト

今田　竜之 イマダ　タツユキ 岩下　成姫 イワシタ　ナルキ

今出川　盛宣 イマデガワ　モリノブ 岩下　博宣 イワシタ　ヒロノブ

今冨　良太 イマトミ　リョウタ 岩瀬　直人 イワセ　ナオト

今中　宣依 イマナカ　ノリエ 岩瀬　良範 イワセ　ヨシノリ

今西　晶子 イマニシ　アキコ 岩田　香織 イワタ　カオリ

今西　宏和 イマニシ　ヒロカズ 岩田　恵子 イワタ　ケイコ

今林　亜紀子 イマバヤシ　アキコ 岩田　健司 イワタ　ケンジ

今林　徹 イマバヤシ　トオル 岩田　志保子 イワタ　シホコ

今町　憲貴 イママチ　ノリタカ 岩田　健 イワタ　タケシ

今村　乙峰 イマムラ　オトネ 岩田　ちひろ イワタ　チヒロ

井本　眞帆 イモト　マホ 岩田　敏男 イワタ　トシオ

彌冨　郁夫 イヤドミ　イクオ 岩田　英明 イワタ　ヒデアキ

入内島　伸尚 イリウチジマ　ノブヒサ 岩田　人美 イワタ　ヒトミ

入江　直 イリエ　スナオ 岩田　紘樹 イワタ　ヒロキ

入江　友哉 イリエ　トモヤ 岩田　博文 イワタ　ヒロフミ

入江　洋正 イリエ　ヒロマサ 岩田　正人 イワタ　マサト

入江　文彦 イリエ　フミヒコ 岩田　美香 イワタ　ミカ

入江　将之 イリエ　マサユキ 岩田　良佳 イワタ　ヨシカ

入江　良彦 イリエ　ヨシヒコ 岩永　浩二 イワナガ　コウジ

入口　梓 イリグチ　アズサ 岩永　修 イワナガ　シュウ

入駒　慎吾 イリコマ　シンゴ 岩永　康之 イワナガ　ヤスユキ

入澤　朋子 イリサワ　トモコ 岩野　雄一 イワノ　ユウイチ

入澤　友美 イリサワ　ユミ 岩橋　健 イワハシ　ケン

入嵩西　毅 イリタケニシ　タケシ 岩政　浩子 イワマサ　ヒロコ

伊禮　健 イレイ　タケシ 岩松　有希子 イワマツ　ユキコ

岩井　健一 イワイ　ケンイチ 岩光　麗美 イワミツ　レイミ



岩室　賢治 イワムロ　ケンジ

岩元　辰篤 イワモト　タツシゲ

岩谷　久美子 イワヤ　クミコ

岩谷　全亮 イワヤ　マサアキ

岩山　香坂 イワヤマ　コサカ

印南　靖志 インナミ　ヤスシ

井辺　浩行 インベ　ヒロユキ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 上村　聡子 ウエムラ　サトコ

う 161 植村　直哉 ウエムラ　ナオヤ

宇井野　美波 ウイノ　ミナミ 植村　真弓 ウエムラ　マユミ

上垣　慎二 ウエガキ　シンジ 植村　勇太 ウエムラ　ユウタ

上木　雅人 ウエキ　マサト 上村　裕平 ウエムラ　ユウヘイ

植木　雅也 ウエキ　マサヤ 上村　由美 ウエムラ　ユミ

植木　隆介 ウエキ　リュウスケ 上山　博史 ウエヤマ　ヒロシ

上北　郁男 ウエキタ　イクオ 魚川　礼子 ウオカワ　レイコ

上嶋　浩順 ウエシマ　ヒロノブ 宇於崎　奈古 ウオザキ　ナコ

上杉　敦子 ウエスギ　アツコ 魚島　直美 ウオシマ　ナオミ

上杉　貴信 ウエスギ　タカノブ 魚住　亮 ウオズミ　リョウ

上杉　文彦 ウエスギ　フミヒコ 宇賀　久敏 ウガ　ヒサトシ

上園　晶一 ウエゾノ　ショウイチ 宇賀神　のりえ ウガジン　ノリエ

上園　めぐみ ウエゾノ　メグミ 浮田　慎 ウキタ　マコト

上田　篤史 ウエダ　アツシ 宇佐美　潤 ウサミ　ジュン

上田　恵理子 ウエダ　エリコ 宇佐美　夕子 ウサミ　ユウコ

植田　一吉 ウエタ　カズヨシ 鵜澤　康二 ウザワ　コウジ

上田　要 ウエダ　カナメ 牛尾　和弘 ウシオ　カズヒロ

上田　佳代 ウエダ　カヨ 牛尾　春香 ウシオ　ハルカ

上田　恭平 ウエダ　キョウヘイ 牛尾　将洋 ウシオ　マサヒロ

上田　敬一郎 ウエダ　ケイイチロウ 牛尾　倫子 ウシオ　ミチコ

上田　桂子 ウエダ　ケイコ 潮田　梓 ウシオダ　アズサ

植田　健一 ウエダ　ケンイチ 氏家　良人 ウジケ　ヨシヒト

上田　健太 ウエダ　ケンタ 氏野　直美 ウジノ　ナオミ

植田　紗代 ウエダ　サヨ 牛山　郁子 ウシヤマ　イクコ

植田　淳司 ウエダ　ジュンジ 臼井　恵二 ウスイ　ケイジ

上田　隆夫 ウエダ　タカオ 碓井　正 ウスイ　タダシ

上田　稔允 ウエダ　トシミツ 碓井　久子 ウスイ　ヒサコ

上田　朋範 ウエダ　トモノリ 臼井　要介 ウスイ　ヨウスケ

上田　朝美 ウエダ　トモミ 臼倉　愛 ウスクラ　アイ

上田　夏子 ウエダ　ナツコ 臼田　岩男 ウスダ　イワオ

植田　裕史 ウエダ　ヒロシ 宇田　真記 ウダ　マキ

植田　広 ウエダ　ヒロシ 宇田川　友之 ウダガワ　トモユキ

上田　雅史 ウエダ　マサシ 内　洋一 ウチ　ヨウイチ

上田　真美 ウエダ　マミ 内海　玲子 ウチウミ　レイコ

上田　由布子 ウエダ　ユウコ 打越　絵理子 ウチコシ　エリコ

上田　雄司 ウエダ　ユウジ 内田　明子 ウチダ　アキコ

上田　裕介 ウエダ　ユウスケ 内田　寛治 ウチダ　カンジ

上田　陽子 ウエダ　ヨウコ 内田　慎也 ウチダ　シンヤ

上田　祥弘 ウエダ　ヨシヒロ 内田　貴久 ウチダ　タカヒサ

植田　和佐 ウエダ　ワサ 内田　貴之 ウチダ　タカユキ

植月　信雄 ウエツキ　ノブオ 内田　篤治郎 ウチダ　トクジロウ

上野　脩 ウエノ　オサム 打田　智久 ウチダ　トモヒサ

上野　喬平 ウエノ　キョウヘイ 内田　治男 ウチダ　ハルオ

上野　剛 ウエノ　ツヨシ 内田　寛昭 ウチダ　ヒロアキ

上野　哲生 ウエノ　テツオ 内田　昌子 ウチダ　マサコ

植野　英恵 ウエノ　ハナエ 内田　雅士 ウチダ　マサシ

上野　裕子 ウエノ　ヒロコ 内田　昌良 ウチダ　マサヨシ

上野　博司 ウエノ　ヒロシ 内田　倫子 ウチダ　ミチコ

上原　清 ウエハラ　キヨシ 内田　陽治 ウチダ　ヨウジ

上原　圭司 ウエハラ　ケイジ 内田　洋介 ウチダ　ヨウスケ

上原　健司 ウエハラ　ケンジ 打浪　有可 ウチナミ　ユカ

上原　淳 ウエハラ　ジュン 内野　えりか ウチノ　エリカ

上原　博和 ウエハラ　ヒロカズ 内野　眞理子 ウチノ　マリコ

上原　浩文 ウエハラ　ヒロフミ 内納　智子 ウチノウ　トモコ

上原　真人 ウエハラ　マサト 内村　修二 ウチムラ　シュウジ

上原　優子 ウエハラ　ユウコ 内室　涼 ウチムロ　リョウ

植松　明美 ウエマツ　アケミ 内本　一宏 ウチモト　カズヒロ

上松　伸彦 ウエマツ　ノブヒコ 内山　壮太 ウチヤマ　ソウタ

植松　弘進 ウエマツ　ヒロノブ 内山　夏希 ウチヤマ　ナツキ



内山　紀子 ウチヤマ　ノリコ

内山　史子 ウチヤマ　フミコ

内山　宗人 ウチヤマ　ムネヒト

内山　祐佳 ウチヤマ　ユカ

宇津木　誠 ウツギ　マコト

卯月　みつる ウヅキ　ミツル

内海　功 ウツミ　イサオ

内海　里花 ウツミ　リカ

宇波　由香里 ウナミ　ユカリ

宇仁田　亮 ウニタ　リョウ

釆田　千穂 ウネダ　チホ

宇野　太啓 ウノ　タカヒロ

宇野　梨恵子 ウノ　リエコ

右馬　猛生 ウバ　タケオ

梅垣　岳志 ウメガキ　タケシ

梅﨑　健司 ウメザキ　ケンジ

梅園　恭明 ウメゾノ　ヤスアキ

梅田　亜希子 ウメダ　アキコ

梅田　絢子 ウメダ　アヤコ

楳田　佳奈 ウメダ　カナ

梅田　聖子 ウメダ　セイコ

梅田　尚子 ウメダ　ナオコ

梅田　弥生 ウメダ　ヤヨイ

梅内　貴子 ウメナイ　タカコ

梅原　薫 ウメハラ　カオル

梅原　真澄 ウメハラ　マスミ

梅原　麻里子 ウメハラ　マリコ

梅村　理恵 ウメムラ　リエ

梅本　ふみ ウメモト　フミ

梅本　康浩 ウメモト　ヤスヒロ

浦岡　雅博 ウラオカ　マサヒロ

浦里　裕子 ウラサト　ユウコ

浦田　恵理 ウラタ　エリ

浦田　賢治 ウラタ　ケンジ

浦田　義明 ウラタ　ヨシアキ

浦中　誠 ウラナカ　マコト

浦濱　聡 ウラハマ　サトシ

卜部　繁彦 ウラベ　シゲヒコ

卜部　智晶 ウラベ　トモアキ

浦松　可奈子 ウラマツ　カナコ

瓜本　言哉 ウリモト　ゲンヤ

瓜生　佳代 ウリュウ　カヨ

宇留野　修一 ウルノ　シュウイチ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名

え 56

榮長　登志 エイナガ　トシ

江頭　崇 エガシラ　タカシ

永川　敦士 エガワ　アツシ

恵川　淳二 エガワ　ジュンジ

江川　久子 エガワ　ヒサコ

恵川　宏敏 エガワ　ヒロトシ

江川　裕子 エガワ　ユウコ

江木　盛時 エギ　モリトキ

江口　明 エグチ　アキラ

江口　彩子 エグチ　サイコ

江口　徹郎 エグチ　テツロウ

江口　広毅 エグチ　ヒロタケ

江坂　真理子 エザカ　マリコ

江崎　善保 エサキ　ヨシヤス

江澤　里花子 エザワ　リカコ

江嶋　正志 エジマ　タダシ

江島　豊 エジマ　ユタカ

枝窪　俊輔 エダクボ　シュンスケ

枝長　充隆 エダナガ　ミツタカ

越後　憲之 エチゴ　ノリユキ

越後　結香 エチゴ　ユカ

衛藤　由佳 エトウ　ユカ

衛藤　陽一 エトウ　ヨウイチ

榎　泰二郎 エノキ　タイジロウ

榎谷　祐亮 エノキダニ　ユウスケ

榎原　純 エノキハラ　ジュン

榎畑　京 エノハタ　ケイ

榎本　亜紀 エノモト　アキ

榎本　純子 エノモト　ジュンコ

榎本　澄江 エノモト　スミエ

榎本　達也 エノモト　タツヤ

江花　泉 エバナ　イズミ

江花　英朗 エバナ　ヒデアキ

頴原　徹 エハラ　トオル

蛯名　稔明 エビナ　トシアキ

蝦名　正子 エビナ　マサコ

江渕　慧悟 エブチ　ケイゴ

江間　義朗 エマ　ヨシアキ

江見　真梨子 エミ　マリコ

江村　彩 エムラ　アヤ

江村　佳子 エムラ　ヨシコ

撰　圭司 エラビ　ヨシカズ

閻　国珊 エン　コクサン

燕昇司　奈保子 エンショウジ　ナホコ

遠藤　晃生 エンドウ　アキオ

遠藤　新大 エンドウ　アラタ

遠藤　佐緒里 エンドウ　サオリ

遠藤　純子 エンドウ　ジュンコ

遠藤　章子 エンドウ　ショウコ

遠藤　聖子 エンドウ　セイコ

遠藤　大 エンドウ　ヒロシ

遠藤　暢人 エンドウ　マサト

遠藤　正宏 エンドウ　マサヒロ

遠藤　涼 エンドウ　リョウ

遠藤ウィリアムズ　民子 エンドウウィリアムズ　タミコ

塩谷　勉 エンヤ　ツトム



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 大嶋　重則 オオシマ　シゲノリ

お 436 大嶋　進史 オオシマ　シンジ

老木　基子 オイキ　モトコ 大島　勉 オオシマ　ツトム

逢坂　佳宗 オウサカ　ヨシムネ 大城　茜 オオシロ　アカネ

大井　智香子 オオイ　チカコ 大城　匡勝 オオシロ　マサカツ

大井　まゆ オオイ　マユ 大城　正哉 オオシロ　マサヤ

大井　康史 オオイ　ヤスフミ 大杉　枝里子 オオスギ　エリコ

大井　良之 オオイ　ヨシユキ 大杉　浩一 オオスギ　コウイチ

大石　一成 オオイシ　カズシゲ 大杉　聡宏 オオスギ　トシヒロ

大石　博史 オオイシ　ヒロフミ 大須田　倫子 オオスダ　ミチコ

大石　雅子 オオイシ　マサコ 大住　壽俊 オオスミ　ヒサトシ

大石　将文 オオイシ　マサフミ 大角　真 オオスミ　マコト

大石　美緒子 オオイシ　ミオコ 大瀬戸　清茂 オオセト　キヨシゲ

大石　悠理 オオイシ　ユウリ 大曽根　順平 オオソネ　ジュンペイ

大石　羊子 オオイシ　ヨウコ 大薗　由佳子 オオゾノ　ユカコ

大石　理江子 オオイシ　リエコ 大田　恵理子 オオタ　エリコ

大岩　彩乃 オオイワ　アヤノ 太田　圭亮 オオタ　ケイスケ

大岩　史 オオイワ　フミ 太田　志摩 オオタ　シマ

大岩　雅彦 オオイワ　マサヒコ 太田　周平 オオタ　シュウヘイ

大岩　三智子 オオイワ　ミチコ 太田　淳一 オオタ　ジュンイチ

大植　学 オオウエ　マナブ 太田　浄 オオタ　ジョウ

大江　公晴 オオエ　コウセイ 太田　助十郎 オオタ　スケジュウロウ

大岡　香織 オオオカ　カオリ 太田　聡 オオタ　ソウ

大額　明子 オオガク　アキコ 太田　大地 オオタ　ダイチ

大方　直樹 オオカタ　ナオキ 太田　隆嗣 オオタ　タカシ

大川　卓巳 オオカワ　タクミ 太田　卓尚 オオタ　タカヒサ

大川　葉月 オオカワ　ハヅキ 太田　敏一 オオタ　トシカズ

大河　晴生 オオカワ　ハルオ 大田　典之 オオタ　ノリユキ

大川　牧生 オオカワ　マキオ 太田　晴子 オオタ　ハルコ

大川　恵 オオカワ　メグミ 太田　真人 オオタ　マサト

大城　研司 オオキ　ケンジ 大田　まりあ オオタ　マリア

大木　浩 オオキ　ヒロシ 太田　みさき オオタ　ミサキ

大久保　和章 オオクボ　カズアキ 太田　又夫 オオタ　ヤスオ

大久保　一浩 オオクボ　カズヒロ 太田　祐介 オオタ　ユウスケ

大久保　重明 オオクボ　シゲアキ 太田　好紀 オオタ　ヨシノリ

大久保　潤一 オオクボ　ジュンイチ 太田　亮 オオタ　リョウ

大久保　晴香 オオクボ　ハルカ 太田尾　剛 オオタオ　ゴウ

大久保　義則 オオクボ　ヨシノリ 大高　麻衣子 オオタカ　マイコ

大久保　涼子 オオクボ　リョウコ 大瀧　恵 オオタキ　ケイ

大熊　歌奈子 オオクマ　カナコ 大瀧　礼子 オオタキ　レイコ

大倉　暖 オオクラ　ダン 大竹　孝尚 オオタケ　タカナオ

大倉　奈保美 オオクラ　ナホミ 大嶽　宏明 オオタケ　ヒロアキ

大倉　靖子 オオクラ　ヤスコ 大嶽　浩司 オオタケ　ヒロシ

大黒　倫也 オオクロ　ミチヤ 大竹　由香 オオタケ　ユカ

大越　有一 オオゴシ　ユウイチ 大谷　太郎 オオタニ　タロウ

大坂　佳子 オオサカ　ヨシコ 大谷　知子 オオタニ　トモコ

大﨑　友宏 オオサキ　トモヒロ 大谷　十茂太 オオタニ　トモタ

大崎　真美 オオサキ　マミ 大谷　法理 オオタニ　ノリマサ

大迫　正一 オオサコ　セイイチ 大地　史広 オオチ　フミヒロ

大里　彰二郎 オオザト　ショウジロウ 大地　嘉史 オオチ　ヨシフミ

大澤　了 オオサワ　サトル 大津　哲郎 オオツ　テツロウ

大澤　さやか オオサワ　サヤカ 大塚　立夫 オオツカ　タツオ

大澤　由佳 オオサワ　ユカ 大塚　直樹 オオツカ　ナオキ

大路　奈津子 オオジ　ナツコ 大塚　尚実 オオツカ　ナオミ

大路　牧人 オオジ　マキト 大塚　仁美 オオツカ　ヒトミ

大下　愛子 オオシタ　アイコ 大塚　弘晃 オオツカ　ヒロアキ

大下　恭子 オオシタ　キョウコ 大塚　美弥子 オオツカ　ミヤコ

大下　健輔 オオシタ　ケンスケ 大塚　百子 オオツカ　モモコ

大島　英治 オオシマ　エイジ 大塚　悠子 オオツカ　ユウコ

大嶋　圭一 オオシマ　ケイイチ 大塚　祐史 オオツカ　ユウジ



大塚　洋司 オオツカ　ヨウジ 大松　裕明 オオマツ　ヒロアキ

大槻　明広 オオツキ　アキヒロ 大見　晋 オオミ　ススム

大月　幸子 オオツキ　サチコ 大岬　明日香 オオミサキ　アスカ

大槻　達郎 オオツキ　タツロウ 大見謝　克夫 オオミジャ　カツオ

大槻　学 オオツキ　マナブ 大宮　啓輔 オオミヤ　ケイスケ

大槻　理恵 オオツキ　リエ 大宮　浩揮 オオミヤ　ヒロキ

大辻　真理 オオツジ　マリ 大村　繁夫 オオムラ　シゲオ

大坪　俊紀 オオツボ　トシキ 大村　友貴子 オオムラ　ユキコ

大戸　浩峰 オオト　ヒロタカ 大森　亜紀 オオモリ　アキ

大藤　純 オオトウ　ジュン 大森　景子 オオモリ　ケイコ

大歳　真理 オオトシ　マリ 大森　恵 オオモリ　サトシ

大友　重明 オオトモ　シゲアキ 大森　誠子 オオモリ　セイコ

大友　純 オオトモ　スミ 大森　千恵子 オオモリ　チエコ

大友　教暁 オオトモ　ノリアキ 大森　学 オオモリ　マナブ

大友　博之 オオトモ　ヒロユキ 大森　真友子 オオモリ　マユコ

大西　詠子 オオニシ　エイコ 大森　美佐子 オオモリ　ミサコ

大西　和宏 オオニシ　カズヒロ 大谷内　真弓 オオヤウチ　マユミ

大西　佳子 オオニシ　ケイコ 大山　拓朗 オオヤマ　タクロウ

大西　淳司 オオニシ　ジュンジ 大山　泰幸 オオヤマ　ヤスユキ

大西　広泰 オオニシ　ヒロヤス 大吉　貴文 オオヨシ　タカフミ

大西　幸 オオニシ　ユキ 押領司　友和 オオリョウジ　トモカズ

大西　佳恵 オオニシ　ヨシエ 大脇　涼子 オオワキ　リョウコ

大西　良佳 オオニシ　ヨシカ 大和田　玄 オオワダ　ゲン

大沼　淳 オオヌマ　スナオ 大和田　麻由子 オオワダ　マユコ

大沼　哲朗 オオヌマ　テツロウ 大湾　喜市 オオワン　キイチ

大沼　幸代 オオヌマ　ユキヨ 丘　恵康 オカ　ケイコウ

大野　公美 オオノ　クミ 岡　聖子 オカ　セイコ

大野　謙介 オオノ　ケンスケ 岡　憲史 オカ　ノリフミ

大野　翔 オオノ　ショウ 岡　雅行 オカ　マサユキ

大野　長良 オオノ　ナガラ 岡　麻奈扶 オカ　マナブ

大野　博和 オオノ　ヒロカズ 岡　頼子 オカ　ヨリコ

大野　宏幸 オオノ　ヒロユキ 岡上　泰子 オカガミ　ヤスコ

大野　富美 オオノ　フミ 岡崎　賢治 オカザキ　ケンジ

大野　まり子 オオノ　マリコ 岡崎　止雄 オカザキ　シオ

大野　泰昌 オオノ　ヤスマサ 岡崎　俊 オカザキ　シュン

大野　雄康 オオノ　ユウコウ 岡崎　純子 オカザキ　ジュンコ

大場　衣梨子 オオバ　エリコ 岡﨑　信樹 オカザキ　ノブキ

大庭　由宇吾 オオバ　ユウゴ 岡崎　大樹 オカザキ　ヒロキ

大塲　瑠璃 オオバ　ルリ 岡崎　美智弥 オカザキ　ミチヤ

大橋　麻実 オオハシ　アサミ 岡澤　美菜 オカザワ　ミナ

大橋　一郎 オオハシ　イチロウ 岡澤　佑樹 オカザワ　ユウキ

大橋　賢治 オオハシ　ケンジ 小笠原　治 オガサワラ　オサム

大橋　智 オオハシ　サトシ 小笠原　孝 オガサワラ　タカシ

大橋　直紹 オオハシ　ナオツグ 小笠原　隆行 オガサワラ　リュウコウ

大橋　雅彦 オオハシ　マサヒコ 緒方　章雄 オガタ　アキオ

大橋　望由希 オオハシ　ミユキ 岡田　あゆみ オカダ　アユミ

大橋　弥生 オオハシ　ヤヨイ 岡田　桂子 オカダ　カツラコ

大橋　夕樹 オオハシ　ユウキ 緒方　佳代子 オガタ　カヨコ

大橋　祐介 オオハシ　ユウスケ 岡田　清 オカダ　キヨシ

大橋　祥文 オオハシ　ヨシフミ 緒方　健一 オガタ　ケンイチ

大畑　卓也 オオハタ　タクヤ 岡田　幸作 オカダ　コウサク

大畑　光彦 オオハタ　ミツヒコ 尾方　純一 オガタ　ジュンイチ

大林　俊彦 オオバヤシ　トシヒコ 岡田　昌平 オカダ　ショウヘイ

大原　義隆 オオハラ　ヨシタカ 岡田　二郎 オカダ　ジロウ

大原　玲子 オオハラ　レイコ 尾方　信也 オガタ　シンヤ

大平　幸代 オオヒラ　ユキヨ 岡田　貴禎 オカダ　タカヨシ

大房　幸浩 オオフサ　ユキヒロ 岡田　卓也 オカダ　タクヤ

大藤　雪路 オオフジ　ユキヂ 岡田　翼 オカダ　ツバサ

大堀　久 オオホリ　ヒサシ 岡田　剛 オカダ　ツヨシ

大前　典昭 オオマエ　ノリアキ 岡田　俊樹 オカダ　トシキ



岡田　朋子 オカダ　トモコ 小川　雅巳 オガワ　マサミ

岡田　尚起 オカダ　ナオキ 小川　真有美 オガワ　マユミ

岡田　夏枝 オカダ　ナツエ 小川　裕貴 オガワ　ユウキ

岡田　華子 オカダ　ハナコ 沖田　綾乃 オキタ　アヤノ

岡田　久乃 オカダ　ヒサノ 沖田　寿一 オキタ　トシカズ

岡田　秀美 オカダ　ヒデミ 興津　賢太 オキツ　ケンタ

緒方　洪貴 オガタ　ヒロキ 沖野　絢子 オキノ　アヤコ

岡田　雅子 オカダ　マサコ 荻野　英樹 オギノ　ヒデキ

緒方　政則 オガタ　マサノリ 荻野　等 オギノ　ヒトシ

岡田　真行 オカダ　マサユキ 荻野　真理子 オギノ　マリコ

岡田　美砂 オカダ　ミサ 荻野　祐一 オギノ　ユウイチ

緒方　裕一 オガタ　ユウイチ 荻原　知美 オギハラ　トモミ

尾形　優子 オガタ　ユウコ 奥　和典 オク　カズノリ

岡田　吉史 オカダ　ヨシフミ 奥　佳菜子 オク　カナコ

岡田　吉史 オカダ　ヨシフミ 奥　真哉 オク　シンヤ

岡田　律子 オカダ　リツコ 奥　朋子 オク　トモコ

岡野　菜奈子 オカノ　ナナコ 奥　比呂志 オク　ヒロシ

岡野　将典 オカノ　マサノリ 奥井　悠介 オクイ　ユウスケ

岡林　志帆子 オカバヤシ　シホコ 奥田　康之 オクダ　コウジ

岡原　祥子 オカハラ　ショウコ 奥田　崇雄 オクダ　タカオ

岡部　久美子 オカベ　クミコ 奥田　隆彦 オクダ　タカヒコ

岡部　大輔 オカベ　ダイスケ 奥田　友宏 オクダ　トモヒロ

岡部　格 オカベ　タダシ 奥田　奈穂 オクダ　ナホ

岡部　宏文 オカベ　ヒロフミ 奥田　奈穂子 オクダ　ナホコ

岡部　純依 オカベ　ヨシエ 奥田　平治 オクダ　ヘイジ

岡村　篤 オカムラ　アツシ 奥田　真弘 オクダ　マサヒロ

岡村　圭子 オカムラ　ケイコ 奥田　泰久 オクダ　ヤスヒサ

岡村　健太 オカムラ　ケンタ 奥谷　安希 オクタニ　アキ

岡村　徹 オカムラ　トオル 奥谷　圭介 オクタニ　ケイスケ

岡村　誠 オカムラ　マコト 奥谷　博愛 オクタニ　ヒロアイ

岡村　美砂 オカムラ　ミサ 奥野　亜依 オクノ　アイ

岡本　亜紀 オカモト　アキ 奥野　隆司 オクノ　タカシ

岡本　明久 オカモト　アキヒサ 奥野　琢也 オクノ　タクヤ

岡本　恵理子 オカモト　エリコ 奥村　朋子 オクムラ　トモコ

岡本　香緒梨 オカモト　カオリ 奥村　美絵 オクムラ　ミエ

岡本　一仁 オカモト　カズヒト 奥村　泰久 オクムラ　ヤスヒサ

岡本　さくら オカモト　サクラ 奥村　綾子 オクムラ　リョウコ

岡本　慎司 オカモト　シンジ 奥山　和彦 オクヤマ　カズヒコ

岡本　隆行 オカモト　タカユキ 奥山　佳子 オクヤマ　ケイコ

岡本　拓磨 オカモト　タクマ 奥山　慎一郎 オクヤマ　シンイチロウ

岡本　知恵 オカモト　チエ 奥山　朋子 オクヤマ　トモコ

岡本　千恵美 オカモト　チエミ 奥山　めぐみ オクヤマ　メグミ

岡本　瑛 オカモト　テル 奥山　陽太 オクヤマ　ヨウタ

岡本　なおみ オカモト　ナオミ 奥山　亮介 オクヤマ　リョウスケ

岡本　洋史 オカモト　ヒロシ 小倉　真治 オグラ　シンジ

岡本　靖久 オカモト　ヤスヒサ 小倉　敬浩 オグラ　タカヒロ

岡本　ゆう オカモト　ユウ 小倉　冨美子 オグラ　フミコ

岡本　有美子 オカモト　ユミコ 小倉　真由美 オグラ　マユミ

岡本　理沙子 オカモト　リサコ 小栗　幸一 オグリ　コウイチ

岡山　奈穂子 オカヤマ　ナオコ 小佐川　直樹 オサガワ　ナオキ

小川　彰子 オガワ　アキコ 小﨑　愛佳 オザキ　アイカ

於川　勝美 オガワ　カツミ 尾崎　孝平 オザキ　コウヘイ

小川　圭 オガワ　ケイ 尾崎　鈴子 オザキ　スズコ

小川　彩絵 オガワ　サエ 尾崎　将之 オザキ　マサユキ

小川　覚 オガワ　サトル 尾崎　道郎 オザキ　ミチロウ

小川　祥平 オガワ　ショウヘイ 小崎　佑吾 オザキ　ユウゴ

小川　敬 オガワ　タカシ 尾崎　由佳 オサキ　ユカ

小川　達彦 オガワ　タツヒコ 小笹　浩 オザサ　ヒロシ

小川　剛 オガワ　ツヨシ 小澤　寛子 オザワ　トモコ

小川　真生 オガワ　マサオ 小澤　継史 オザワ　ヒデチカ



小澤　真紀 オザワ　マキ 小原　伸樹 オバラ　シンジュ

小澤　満喜子 オザワ　マキコ 小原　崇一郎 オバラ　ソウイチロウ

小澤　美紀子 オザワ　ミキコ 小原　健 オハラ　タケシ

小澤　芳樹 オザワ　ヨシキ 小原　洋昭 オハラ　ヒロアキ

押切　智子 オシキリ　トモコ 尾原　佑子 オハラ　ユウコ

鴛渕　孝雄 オシブチ　タカオ 小原　由起子 オハラ　ユキコ

押渕　素子 オシブチ　モトコ 大日方　洋文 オビナタ　ヒロフミ

尾関　奏子 オゼキ　カナコ 尾松　徳則 オマツ　トクノリ

織田　俊介 オダ　シュンスケ 表　雅仁 オモテ　マサヒト

尾田　聖子 オダ　セイコ 尾本　朋美 オモト　トモミ

小田　信子 オダ　ノブコ 尾本　遥 オモト　ハルカ

小田　浩央 オダ　ヒロヒサ 小山　淑正 オヤマ　ヨシマサ

小田　富士子 オダ　フジコ 折田　華代 オリタ　ハナヨ

小田　雅男 オダ　マサオ 折原　雅紀 オリハラ　マサキ

越智　元郎 オチ　ゲンロウ 折茂　香織 オリモ　カオリ

越智　貴紀 オチ　タカキ 恩地　いづみ オンジ　イヅミ

落合　陽子 オチアイ　ヨウコ 恩田　將史 オンダ　マサシ

小渡　有一郎 オド　ユウイチロウ 恩田　優子 オンダ　ユウコ

乙咩　公通 オトメ　キミミチ

鬼塚　一聡 オニツカ　カズトシ

鬼塚　信 オニヅカ　シン

小糠　あや オヌカ　アヤ

小野　亜矢 オノ　アヤ

小野　悦子 オノ　エツコ

小野　恵子 オノ　ケイコ

小野　研治 オノ　ケンジ

小野　純一郎 オノ　ジュンイチロウ

小野　潤二 オノ　ジュンジ

小野　伸一 オノ　シンイチ

小野　大輔 オノ　ダイスケ

小野　剛志 オノ　タケシ

小野　千晶 オノ　チアキ

小野　哲 オノ　テツ

小野　肇 オノ　ハジメ

小野　まゆ オノ　マユ

小野　稔 オノ　ミノル

小野　雄一 オノ　ユウイチ

小野　雄介 オノ　ユウスケ

小野　ゆき子 オノ　ユキコ

小野　理恵 オノ　リエ

小野　玲子 オノ　レイコ

尾上　公一 オノウエ　コウイチ

小野澤　裕史 オノザワ　ヒロシ

小野田　昌弘 オノダ　マサヒロ

小野塚　良輔 オノヅカ　リョウスケ

小野寺　潤 オノデラ　ジュン

小野寺　尚子 オノデラ　ナオコ

小野寺　英貴 オノデラ　ヒデタカ

小野寺　文雄 オノデラ　フミオ

小野寺　美子 オノデラ　ヨシコ

小幡　向平 オバタ　コウヘイ

小畑　ダニエル オバタ　ダニエル

小幡　千亜紀 オバタ　チアキ

小幡　輝之 オバタ　テルユキ

小幡　典彦 オバタ　ノリヒコ

小幡　英章 オバタ　ヒデアキ

小幡　由佳子 オバタ　ユカコ

小幡　良次 オバタ　リョウジ

小原　剛 オバラ　ゴウ

小原　潤也 オハラ　ジュンヤ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 梶浦　直子 カジウラ　ナオコ

か 434 梶川　竜治 カジカワ　リュウジ

何　珮琳 カ　ハイリン 梶木　秀樹 カジキ　ヒデキ

甲斐　慎一 カイ　シンイチ 加治佐　淳一 カジサ　ジュンイチ

甲斐　真紀子 カイ　マキコ 梶田　一郎 カジタ　イチロウ

甲斐　陽一郎 カイ　ヨウイチロウ 梶田　裕加 カジタ　ユカ

海江田　令次 カイエダ　レイジ 梶谷　美砂 カジタニ　ミサ

貝田　真郷 カイダ　シンゴウ 梶野　友世 カジノ　トモヨ

開田　剛史 カイダ　タケシ 梶野　秀雄 カジノ　ヒデオ

甲斐沼　篤 カイヌマ　アツシ 樫林　真美 カシバヤシ　マミ

海法　悠 カイホウ　ユウ 梶原　那美恵 カジハラ　ナミエ

加賀谷　秀敏 カガヤ　ヒデトシ 鹿島　邦昭 カシマ　クニアキ

香川　沙織 カガワ　サオリ 梶山　誠司 カジヤマ　セイジ

加川　正 カガワ　セイ 柏井　朗宏 カシワイ　アキヒロ

香川　豊明 カガワ　トヨアキ 柏木　邦友 カシワギ　クニトモ

垣内　好信 カキウチ　ヨシノブ 柏木　静 カシワギ　シズカ

柿沼　孝泰 カキヌマ　タカヤス 柏木　友太 カシワギ　ユウタ

柿沼　宏幸 カキヌマ　ヒロユキ 柏田　政利 カシワダ　マサトシ

柿沼　勇太 カキヌマ　ユウタ 梶原　一絵 カジワラ　イチエ

垣花　瑠美子 カキハナ　ルミコ 春日　武史 カスガ　タケシ

柿原　健 カキハラ　ケンシ 春日　千春 カスガ　チハル

柿本　大輔 カキモト　ダイスケ 春日　良江 カスガ　ヨシエ

垣本　めいこ カキモト　メイコ 糟谷　周吾 カスヤ　シュウゴ

賀来　真里子 カク　マリコ 糟谷　琢映 カスヤ　タクエイ

賀久　道明 カク　ミチアキ 糟谷　洋平 カスヤ　ヨウヘイ

郭　光徳 カク　ミツノリ 鹿瀬　陽一 カセ　ヨウイチ

賀来　隆治 カク　リュウジ 片岩　真依子 カタイワ　マイコ

角田　尚紀 カクタ　ナオキ 片岡　麻子 カタオカ　アサコ

角田　奈美 カクタ　ナミ 片岡　久実 カタオカ　クミ

覚本　雅也 カクモト　マサヤ 片岡　宏一 カタオカ　コウイチ

懸川　まどか カケガワ　マドカ 片岡　佐也佳 カタオカ　サヤカ

掛水　真帆 カケミズ　マホ 片岡　久範 カタオカ　ヒサノリ

影山　佳世 カゲヤマ　カヨ 片岡　宏子 カタオカ　ヒロコ

景山　浩次 カゲヤマ　コウジ 片岡　万紀子 カタオカ　マキコ

蔭山　成 カゲヤマ　ナル 片岡　幸子 カタオカ　ユキコ

景山　めぐみ カゲヤマ　メグミ 片桐　淳 カタギリ　ジュン

加古　英介 カコ　エイスケ 片桐　正大 カタギリ　セイダイ

加古　裕美 カコ　ヒロミ 片桐　美和子 カタギリ　ミワコ

栫　智彦 カコイ　トモヒコ 片倉　友美 カタクラ　ユミ

栫井　裕子 カコイ　ヒロコ 片平　舞 カタヒラ　マイ

籠谷　亜弥 カゴヤ　アヤ 片山　顕徳 カタヤマ　アキノリ

笠井　飛鳥 カサイ　アスカ 片山　明 カタヤマ　アキラ

笠井　智美 カサイ　サトミ 片山　あつ子 カタヤマ　アツコ

笠井　慎也 カサイ　シンヤ 片山　彩美 カタヤマ　アヤミ

葛西　俊範 カサイ　トシノリ 片山　恵理 カタヤマ　エリ

可西　洋之 カサイ　ヒロユキ 片山　英里 カタヤマ　エリ

笠井　麻紀 カサイ　マキ 方山　加奈 カタヤマ　カナ

河西　佑介 カサイ　ユウスケ 片山　さやか カタヤマ　サヤカ

笠川　準 カサガワ　ジュン 方山　哲司 カタヤマ　テツシ

笠置　益弘 カサギ　ヨシヒロ 片山　俊子 カタヤマ　トシコ

風戸　拓也 カザト　タクヤ 片山　直彦 カタヤマ　ナオヒコ

笠間　進 カサマ　ススム 片山　望 カタヤマ　ノゾミ

笠間　哲彦 カサマ　テツヒコ 片山　浩 カタヤマ　ヒロシ

笠間　麻弥子 カサマ　マヤコ 勝井　真咲アン カツイ　マサキアン

笠間　美穂 カサマ　ミホ 香月　恵里子 カツキ　エリコ

笠松　亮宏 カサマツ　アキヒロ 香月　博 カツキ　ヒロシ

笠松　雅之 カサマツ　マサユキ 香月　亮 カツキ　リョウ

加澤　昌広 カザワ　マサヒロ 勝田　賢 カツタ　ケン

加治　真由 カジ　マユ 勝田　友絵 カツタ　トモエ

梶浦　貴裕 カジウラ　タカヒロ 甲籐　貴子 カットウ　タカコ



鹿角　雅治 カツノ　マサハル 加藤　里絵 カトウ　リエ

勝又　澄 カツマタ　キヨシ 加藤　亮子 カトウ　リョウコ

勝又　祥文 カツマタ　ヨシフミ 門倉　ゆみ子 カドクラ　ユミコ

勝見　紀文 カツミ　ノリフミ 門田　佳奈 カドタ　カナ

勝村　彩 カツムラ　アヤ 門田　瑶子 カドタ　ヨウコ

勝谷　裕子 カツヤ　ユウコ 門野　環奈 カドノ　カンナ

勝山　りさ カツヤマ　リサ 門野　紀子 カドノ　ノリコ

桂井　理恵 カツライ　リエ 香留　希実子 カトメ　キミコ

桂川　孝行 カツラガワ　タカユキ 角谷　隆史 カドヤ　タカシ

嘉手苅　由梨 カデカル　ユリ 門脇　史宜 カドワキ　フミノブ

嘉手川　繁登 カデカワ　シゲト 金井　昭文 カナイ　アキフミ

加登　譲 カト　ユズル 金井　琢磨 カナイ　タクマ

加藤　滉 カトウ　アキラ 金井　真樹 カナイ　マサキ

加藤　梓 カトウ　アズサ 金井　優典 カナイ　マサノリ

加藤　敦子 カトウ　アツコ 金井　理一郎 カナイ　リイチロウ

加藤　敦子 カトウ　アツコ 金久保　吉壯 カナクボ　ヨシタケ

加藤　篤子 カトウ　アツコ 金澤　剛 カナザワ　タケシ

加藤　絵美 カトウ　エミ 金澤　竜生 カナザワ　タツオ

加藤　音羽 カトウ　オトワ 金澤　伴幸 カナザワ　トモユキ

加藤　和子 カトウ　カズコ 金澤　裕子 カナザワ　ヒロコ

加藤　果林 カトウ　カリン 金澤　雅 カナザワ　マサシ

加藤　清彦 カトウ　キヨヒコ 金沢　路子 カナザワ　ミチコ

加藤　剛 カトウ　ゴウ 金敷　博文 カナシキ　ヒロブミ

加藤　茂久 カトウ　シゲヒサ 金丸　哲也 カナマル　テツヤ

加藤　茂 カトウ　シゲル 金本　匡史 カナモト　マサフミ

加藤　潤 カトウ　ジュン 金森　眸 カナモリ　ヒトミ

加藤　純悟 カトウ　ジュンゴ 金谷　綾奈 カナヤ　アヤナ

加藤　辰一朗 カトウ　シンイチロウ 金谷　憲明 カナヤ　ノリアキ

加藤　真也 カトウ　シンヤ 金谷　博明 カナヤ　ヒロアキ

加藤　晋 カトウ　ススム 金子　明彦 カネコ　アキヒコ

加藤　崇央 カトウ　タカオ 金子　勝利 カネコ　カツトシ

加藤　孝子 カトウ　タカコ 金子　恒樹 カネコ　コウキ

加藤　貴大 カトウ　タカヒロ 金子　高太郎 カネコ　コウタロウ

加藤　啓洋 カトウ　タカヒロ 金子　吾朗 カネコ　ゴロウ

加藤　隆文 カトウ　タカフミ 金子　真也 カネコ　シンヤ

加藤　千晶 カトウ　チアキ 金子　隆彦 カネコ　タカヒコ

加藤　奈々子 カトウ　ナナコ 金子　貴久 カネコ　タカヒサ

加藤　規子 カトウ　ノリコ 金子　高穂 カネコ　タカホ

加藤　治子 カトウ　ハルコ 金子　拓人 カネコ　タクト

加藤　治人 カトウ　ハルト 金子　武彦 カネコ　タケヒコ

加藤　英明 カトウ　ヒデアキ 金子　友美 カネコ　トモミ

加藤　英毅 カトウ　ヒデタカ 金子　秀紀 カネコ　ヒデキ

加藤　秀哉 カトウ　ヒデヤ 金子　宏美 カネコ　ヒロミ

加藤　浩克 カトウ　ヒロカツ 金子　裕子 カネコ　ユウコ

加藤　弘美 カトウ　ヒロミ 金城　永明 カネシロ　トアキ

加藤　裕美 カトウ　ヒロミ 兼城　真帆 カネシロ　マホ

加藤　麻紀子 カトウ　マキコ 金田　考 カネダ　コウ

加藤　真奈美 カトウ　マナミ 金田　卓也 カネダ　タクヤ

加藤　幹芳 カトウ　ミキヨシ 兼田　瑞穂 カネダ　ミズホ

加藤　通子 カトウ　ミチコ 金田　有理 カネダ　ユウリ

加藤　康之 カトウ　ヤスユキ 金丸　栄樹 カネマル　エイキ

加藤　祐子 カトウ　ユウコ 金丸　良範 カネマル　ヨシノリ

加藤　裕子 カトウ　ユウコ 金村　誠哲 カネムラ　セイテツ

加藤　祐将 カトウ　ユウスケ 兼村　大介 カネムラ　ダイスケ

加藤　ゆか里 カトウ　ユカリ 金山　旭 カネヤマ　アキラ

加藤　有紀 カトウ　ユキ 金山　俊海 カネヤマ　トシウミ

加藤　幸恵 カトウ　ユキエ 狩野　峻子 カノ　タカコ

加藤　幸也 カトウ　ユキヤ 叶城　倫子 カノウシロ　ノリコ

加藤　百合子 カトウ　ユリコ 叶多　知子 カノウダ　トモコ

加藤　佳子 カトウ　ヨシコ 加畑　千春 カバタ　チハル



株丹　浩二 カブタン　コウジ 唐澤　紀幸 カラサワ　ノリユキ

甲　俊迪 カブト　トシミチ 辛島　謙 カラシマ　ケン

鎌形　千尋 カマガタ　チヒロ 辛島　裕士 カラシマ　ユウジ

鎌田　ことえ カマタ　コトエ 狩野　和香奈 カリノ　ワカナ

鎌田　早紀 カマダ　サキ 刈谷　隆之 カリヤ　タカユキ

鎌田　信仁 カマタ　シンジ 假屋　太郎 カリヤ　タロウ

鎌田　高彰 カマダ　タカアキ 仮屋薗　瑠美 カリヤゾノ　ルミ

鎌田　裕之 カマダ　ヒロユキ 河合　愛子 カワイ　アイコ

釜田　峰都 カマタ　ミネト 河合　絵里奈 カワイ　エリナ

鎌田　康宏 カマダ　ヤスヒロ 川井　和美 カワイ　カズミ

蒲池　正顕 カマチ　マサアキ 河合　恵子 カワイ　ケイコ

釜鳴　紗桐 カマナル　サギリ 川合　健志郎 カワイ　ケンシロウ

釜野　武志 カマノ　タケシ 川井　康嗣 カワイ　コウジ

鎌本　洋通 カマモト　ヒロミチ 河合　建 カワイ　タケル

神移　佳 カミウツリ　ケイ 河合　直史 カワイ　ナオフミ

神門　洋介 カミカド　ヨウスケ 河合　未来 カワイ　ミク

上川　竜生 カミカワ　タツオ 川合　祐介 カワイ　ユウスケ

上島　賢哉 カミジマ　ケンヤ 河内　力 カワウチ　チカラ

紙谷　裕昭 カミタニ　ヒロアキ 川内　泰子 カワウチ　ヤスコ

上坪　知世 カミツボ　チヨ 川上　勝弘 カワカミ　カツヒロ

上中　龍 カミナカ　リョウ 川上　隼史 カワカミ　ジュンシ

上野原　淳 カミノハラ　ジュン 河上　寿和子 カワカミ　スワコ

上林　卓彦 カミバヤシ　タカヒコ 川上　賢幸 カワカミ　タカユキ

神原　政仁 カミハラ　マサヒト 河上　唯史 カワカミ　タダシ

上村　佐保子 カミムラ　サホコ 川上　朋子 カワカミ　トモコ

上村　美穂子 カミムラ　ミホコ 川上　浩文 カワカミ　ヒロフミ

上村　友二 カミムラ　ユウジ 川上　裕理 カワカミ　ヒロマサ

上村　亮介 カミムラ　リョウスケ 川上　真樹子 カワカミ　マキコ

神元　裕子 カミモト　ユウコ 川上　正晃 カワカミ　マサアキ

神谷　一郎 カミヤ　イチロウ 川上　桃子 カワカミ　モモコ

神谷　諭史 カミヤ　サトシ 川岸　俊也 カワギシ　トシヤ

神谷　岳史 カミヤ　タケフミ 川喜田　美穂子 カワキタ　ミホコ

神谷　知秀 カミヤ　トモヒデ 川口　勝久 カワグチ　カツヒサ

紙谷　義孝 カミヤ　ヨシノリ 川口　早織 カワグチ　サオリ

神山　彩 カミヤマ　アヤ 川口　哲 カワグチ　テツ

神山　具也 カミヤマ　トモナリ 川口　真紀 カワグチ　マキ

香村　玲子 カムラ　レイコ 川口　慎憲 カワグチ　マサノリ

亀井　大二郎 カメイ　ダイジロウ 川口　道子 カワグチ　ミチコ

亀井　俊郎 カメイ　トシロウ 川口　泰史 カワグチ　ヤスフミ

亀井　政孝 カメイ　マサタカ 川口　陽子 カワグチ　ヨウコ

亀井　倫子 カメイ　ミチコ 川口　洋佑 カワグチ　ヨウスケ

亀岩　貴教 カメイワ　タカノリ 川口　吉昭 カワグチ　ヨシアキ

亀澤　隆司 カメザワ　タカシ 川口　淑子 カワグチ　ヨシコ

亀田　慎也 カメダ　シンヤ 川口　亮一 カワグチ　リョウイチ

亀田　真人 カメダ　マサト 川久保　紹子 カワクボ　ショウコ

亀田　和夏子 カメダ　ワカコ 川久保　弥知 カワクボ　ミトモ

亀谷　悠介 カメタニ　ユウスケ 川越　いづみ カワゴエ　イヅミ

亀津　絵里 カメツ　エリ 川越　憲治 カワゴエ　ケンジ

亀山　直光 カメヤマ　ナオミツ 河崎　収 カワサキ　オサム

亀山　良亘 カメヤマ　ヨシノブ 川崎　俊 カワサキ　シュン

亀山　佳之 カメヤマ　ヨシユキ 河﨑　翔 カワサキ　ショウ

蒲生　正裕 ガモウ　マサヒロ 川崎　知佳 カワサキ　チカ

鴨田　隆史 カモダ　タカシ 川﨑　奈美 カワサキ　ナミ

蒲地　正幸 カモチ　マサユキ 川崎　雅一 カワサキ　マサカズ

家守　貴子 カモリ　ヨシコ 川﨑　政紀 カワサキ　マサノリ

茅島　顕治 カヤシマ　ケンジ 川崎　美緒 カワサキ　ミオ

嘉山　邦仁 カヤマ　クニヒト 川﨑　祐子 カワサキ　ユウコ

賀陽　亮太郎 カヨウ　リョウタロウ 川崎　理栄子 カワサキ　リエコ

唐木田　曜 カラキダ　ヒカル 川治　崇泰 カワジ　タカヒロ

唐崎　元一郎 カラサキ　ゲンイチロウ 河島　愛莉奈 カワシマ　エリナ



川嶋　浩平 カワシマ　コウヘイ 神崎　由莉 カンザキ　ユリ

川島　信吾 カワシマ　シンゴ 神﨑　理英子 カンザキ　リエコ

川島　征一郎 カワシマ　セイイチロウ 神崎　亮 カンザキ　リョウ

川島　如仙 カワシマ　ナオノリ 神田　学志 カンダ　ガクシ

川島　佳美 カワシマ　ヨシミ 神田　浩嗣 カンダ　ヒロツグ

川島　若菜 カワシマ　ワカナ 神田　恵 カンダ　メグミ

川瀬　太助 カワセ　タイスケ 神立　延久 カンダツ　ノブヒサ

川瀬　正樹 カワセ　マサキ 神頭　彩 カントウ　アヤ

川瀬　美千代 カワセ　ミチヨ 漢那　悦子 カンナ　エツコ

川瀬　守智 カワセ　モリサト 漢那　朝雄 カンナ　トモオ

川田　亜紀子 カワタ　アキコ 菅野　彬 カンノ　アキラ

川田　和弘 カワダ　カズヒロ 上林　昭景 カンバヤシ　アキカゲ

河田　圭司 カワタ　ケイジ 神原　惠 カンバラ　ケイ

河田　耕太郎 カワタ　コウタロウ 神原　紀子 カンバラ　ノリコ

川田　大輔 カワタ　ダイスケ 神部　芙美子 カンベ　フミコ

河田　将行 カワダ　マサユキ 菅間　剛 カンマ　タケシ

川谷　康 カワタニ　ヤスシ

川地　愛 カワチ　アイ

河津　裕美 カワツ　ヒロミ

川名　信 カワナ　シン

川名　由貴 カワナ　ユキ

川中　涼子 カワナカ　リョウコ

川並　俊介 カワナミ　シュンスケ

川西　進 カワニシ　ススム

川西　良典 カワニシ　リョウスケ

河野　圭史 カワノ　ケイシ

河野　崇 カワノ　タカシ

河野　太郎 カワノ　タロウ

河野　裕美 カワノ　ヒロミ

川野　誠 カワノ　マコト

河野　真人 カワノ　マヒト

川端　博志 カワバタ　ヒロシ

川端　広憲 カワバタ　ヒロノリ

川端　真仁 カワバタ　マヒト

河端　恭代 カワバタ　ヤスヨ

川端　弓雄 カワバタ　ユミオ

川原　小百合 カワハラ　サユリ

川原　秀嗣 カワハラ　シュウジ

河原　英朗 カワハラ　ヒデロウ

河原　裕泰 カワハラ　ヒロヤス

河原　史典 カワハラ　フミノリ

川原　みゆき カワハラ　ミユキ

川人　道夫 カワヒト　ミチオ

河邉　聡 カワベ　サトシ

川前　博和 カワマエ　ヒロカズ

川真田　樹人 カワマタ　ミキト

河村　岳 カワムラ　ガク

河村　研人 カワムラ　ケント

川村　豪嗣 カワムラ　タケシ

河村　尚人 カワムラ　ナオヒト

河村　三千香 カワムラ　ミチカ

河村　翠 カワムラ　ミドリ

河村　優子 カワムラ　ユウコ

川本　英嗣 カワモト　エイジ

川本　修司 カワモト　シュウジ

管　桂一 カン　ケイイチ

菅　康二郎 カン　コウジロウ

姜　卓義 カン　タクギ

菅　真理子 カン　マリコ

神﨑　正人 カンザキ　マサト



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 北川原　康子 キタガワラ　ヤスコ

き 197 北口　宏樹 キタグチ　ヒロキ

魏　慧玲 ギ　エリ 北里　淑子 キタサト　ヨシコ

木内　千暁 キウチ　チアキ 北沢　麻子 キタザワ　アサコ

菊入　麻紀子 キクイリ　マキコ 北澤　みずほ キタザワ　ミズホ

菊川　哲英 キクカワ　テツエイ 北島　明日香 キタジマ　アスカ

菊田　好則 キクタ　ヨシノリ 北島　治 キタジマ　オサム

菊池　佳奈 キクチ　カナ 北島　美有紀 キタジマ　ミユキ

菊池　恵子 キクチ　ケイコ 北條　亜樹子 キタジョウ　アキコ

菊池　元 キクチ　ゲン 喜多條　真穂 キタジョウ　マホ

菊池　謙一郎 キクチ　ケンイチロウ 北庄司　浩三 キタショウジ　コウゾウ

菊池　幸太郎 キクチ　コウタロウ 北詰　かや キタヅメ　カヤ

菊池　悟 キクチ　サトル 北野　紅美子 キタノ　クミコ

菊池　忠 キクチ　タダシ 北埜　学 キタノ　マナブ

菊地　千歌 キクチ　チカ 北林　亮子 キタバヤシ　リョウコ

菊地　信明 キクチ　ノブアキ 北原　淳一郎 キタハラ　ジュンイチロウ

菊池　暢子 キクチ　ノブコ 北村　絢 キタムラ　アヤ

菊池　仁志 キクチ　ヒトシ 北村　佳奈 キタムラ　カナ

菊地　紘彰 キクチ　ヒロアキ 北村　賀予 キタムラ　カヨ

菊池　賢 キクチ　マサル 北村　咲子 キタムラ　サキコ

菊池　真秀 キクチ　マシュウ 北村　静香 キタムラ　シズカ

菊地　佳枝 キクチ　ヨシエ 北村　俊治 キタムラ　シュンジ

菊本　克郎 キクモト　カツロウ 北村　治郎 キタムラ　ジロウ

菊家　恒二 キクヤ　ツネジ 北村　園恵 キタムラ　ソノエ

木皿　晶子 キサラ　アキコ 北村　英惠 キタムラ　ハナエ

貴志　暢之 キシ　ノブユキ 北村　倫子 キタムラ　ミチコ

岸　秀行 キシ　ヒデユキ 北村　祐司 キタムラ　ユウジ

岸　泰至 キシ　ヒロシ 北山　隆 キタヤマ　タカシ

岸　幹也 キシ　モトヤ 北山　眞任 キタヤマ　マサトウ

岸　祐一 キシ　ユウイチ 北山　麻祐子 キタヤマ　マユコ

岸井　絢 キシイ　ジュン 城戸　悦子 キド　エツコ

岸川　洋昭 キシカワ　ヒロアキ 城戸　宝紀 キド　タカノリ

岸田　謙一 キシダ　ケンイチ 城戸　晴規 キド　ハルキ

岸田　浩一 キシダ　コウイチ 鬼頭　英介 キトウ　エイスケ

木島　正人 キジマ　マサト 鬼頭　和裕 キトウ　カズヒロ

木島　美穂 キジマ　ミホ 鬼頭　剛 キトウ　タケシ

岸本　佳矢 キシモト　カヤ 鬼頭　秀樹 キトウ　ヒデキ

岸本　容子 キシモト　ヨウコ 鬼頭　祐子 キトウ　ユウコ

木田　敦知 キダ　アツノリ 木西　悠紀 キニシ　ユキ

木田　景子 キダ　ケイコ 衣笠　梨絵 キヌガサ　リエ

木田　健太郎 キダ　ケンタロウ 絹川　友章 キヌカワ　トモアキ

木田　康太郎 キダ　コウタロウ 甲原　志緒里 キネハラ　シオリ

喜多　沙奈 キタ　サナ 紀　敦成 キノ　アツナリ

木田　樹里 キダ　ジュリ 木野　平資 キノ　ヘイスケ

北　貴志 キタ　タカシ 木ノ内　万里子 キノウチ　マリコ

喜多　学之 キタ　タカユキ 宜野座　到 ギノザ　イタル

木田　達也 キダ　タツヤ 木下　幸大 キノシタ　コウダイ

木田　紘昌 キダ　ヒロマサ 木下　紗希 キノシタ　サキ

喜多　正樹 キタ　マサキ 木下　智史 キノシタ　サトシ

木田　好美 キダ　ヨシミ 木下　多愛 キノシタ　タエ

北浦　淳寛 キタウラ　アツヒロ 木下　隆 キノシタ　タカシ

北尾　岳 キタオ　タカシ 木ノ下　直央子 キノシタ　ナオコ

北岡　智子 キタオカ　ノリコ 木下　尚之 キノシタ　ナオユキ

北岡　良樹 キタオカ　ヨシキ 木下　真央 キノシタ　マオ

北川　愛子 キタガワ　アイコ 木下　雅勝 キノシタ　マサカツ

北川　和彦 キタガワ　カズヒコ 木下　雅晴 キノシタ　マサハル

北川　潤 キタガワ　ジュン 木下　真帆 キノシタ　マホ

北川　忠司 キタガワ　タダシ 木下　倫子 キノシタ　ミチコ

北川　麻紀子 キタガワ　マキコ 木下　みやび キノシタ　ミヤビ

北川　雄一郎 キタガワ　ユウイチロウ 木下　裕貴 キノシタ　ユウキ



木下　陽子 キノシタ　ヨウコ 清川　聖代 キヨカワ　マサヨ

木下　義和 キノシタ　ヨシカズ 清澤　研吉 キヨサワ　ケンキチ

紀之本　茜 キノモト　アカネ 清島　隆 キヨシマ　タカシ

木林　芽衣奈 キバヤシ　メイナ 清中　さわみ キヨナカ　サワミ

宜保　さとこ ギボ　サトコ 清永　夏絵 キヨナガ　ナツエ

君島　知彦 キミジマ　トモヒコ 清成　宜人 キヨナリ　ヨシト

君安　貴寛 キミヤス　タカヒロ 吉良　慎一郎 キラ　シンイチロウ

金　碧年 キム　ピョンニョン 桐田　亜紀則 キリタ　アキノリ

木村　明生 キムラ　アキナリ 桐野　若葉 キリノ　ワカバ

木村　邦夫 キムラ　クニオ 桐林　真澄 キリバヤシ　マスミ

木村　健一 キムラ　ケンイチ 桐山　圭司 キリヤマ　ケイジ

木村　幸平 キムラ　コウヘイ 桐山　昌子 キリヤマ　マサコ

木村　さおり キムラ　サオリ 桐山　有紀 キリヤマ　ユキ

木村　聡 キムラ　サトシ 金　忍 キン　シノブ

木村　怜史 キムラ　サトシ 金　修 キン　シュウ

木村　詩織 キムラ　シオリ 金　信秀 キン　ノブヒデ

木村　純子 キムラ　ジュンコ 金　史信 キン　フミノブ

木村　尚平 キムラ　ショウヘイ 金　芳成 キン　ヨシノリ

木村　昌平 キムラ　ショウヘイ 金城　健大 キンジョウ　タケヒロ

木村　真也 キムラ　シンヤ

木村　誠志 キムラ　セイシ

木村　相樹 キムラ　ソウジュ

木村　嵩之 キムラ　タカユキ

木村　哲朗 キムラ　テツロウ

木村　智政 キムラ　トモマサ

木村　直暁 キムラ　ナオアキ

木村　尚正 キムラ　ナオマサ

木村　信康 キムラ　ノブヤス

木村　悠香 キムラ　ハルカ

木村　仁美 キムラ　ヒトミ

木村　寛子 キムラ　ヒロコ

木村　宏美 キムラ　ヒロミ

木村　麻衣子 キムラ　マイコ

木村　廷和 キムラ　マサカズ

木村　雅文 キムラ　マサフミ

木村　真実 キムラ　マサミ

木村　緑 キムラ　ミドリ

木村　美葉 キムラ　ミヨウ

木村　めぐみ キムラ　メグミ

木村　素子 キムラ　モトコ

木村　基信 キムラ　モトノブ

木村　百穂 キムラ　モモホ

木村　靖子 キムラ　ヤスコ

木村　康宏 キムラ　ヤスヒロ

木村　祐輔 キムラ　ユウスケ

木村　慶信 キムラ　ヨシノブ

木村　嘉之 キムラ　ヨシユキ

木村　理恵 キムラ　リエ

木村　隆平 キムラ　リュウヘイ

木村　良平 キムラ　リョウヘイ

木本　勝大 キモト　カツヒロ

木本　真之 キモト　マサユキ

紀本　学 キモト　マナブ

木本　吉紀 キモト　ヨシキ

木谷　友洋 キヤ　トモヒロ

木山　亮介 キヤマ　リョウスケ

喜屋武　秀文 キヤン　ヒデフミ

久間　賀子 キュウマ　ヨシコ

久良木　ルーテ彩来 キュウラギ　ルーテサラ

京嶋　太一朗 キョウシマ　タイチロウ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 久保　康則 クボ　ヤスノリ

く 176 窪田　悦二 クボタ　エツジ

久我　公美子 クガ　クミコ 久保田　恵理 クボタ　エリ

莖田　綾子 クキダ　アヤコ 窪田　絹子 クボタ　キヌコ

久木田　一朗 クキタ　イチロウ 窪田　敬子 クボタ　ケイコ

日下　あかり クサカ　アカリ 久保田　健太 クボタ　ケンタ

日下　淳也 クサカ　ジュンヤ 窪田　武 クボタ　タケシ

日下　裕介 クサカ　ユウスケ 久保田　直人 クボタ　ナオト

日下部　良臣 クサカベ　ヨシオミ 久保田　信彦 クボタ　ノブヒコ

草谷　洋光 クサガヤ　ヒロミツ 久保田　陽秋 クボタ　ハルアキ

草野　真悠子 クサノ　マユコ 久保田　洋 クボタ　ヒロシ

草場　真一郎 クサバ　シンイチロウ 久保田　富美代 クボタ　フミヨ

草間　宣好 クサマ　ノブヨシ 久保田　倍生 クボタ　マスオ

串崎　浩行 クシザキ　ヒロユキ 久保田　稔 クボタ　ミノル

串田　温子 クシダ　アツコ 窪田　陽介 クボタ　ヨウスケ

櫛田　康彦 クシダ　ヤスヒコ 久保田　亮平 クボタ　リョウヘイ

久次米　依子 クジメ　ヨリコ 久保谷　靖子 クボタニ　ヤスコ

鯨井　一正 クジライ　カズマサ 久保寺　和美 クボデラ　カズミ

葛川　顕子 クズカワ　アキコ 熊谷　幸治郎 クマガイ　コウジロウ

楠田　理絵 クスダ　リエ 熊谷　展国 クマガイ　ノブクニ

楠　淑 クスノキ　シュク 熊谷　道雄 クマガイ　ミチオ

楠　大弘 クスノキ　トモヒロ 熊谷　基 クマガイ　モトイ

楠　宗矩 クスノキ　ムネノリ 熊切　由美子 クマキリ　ユミコ

久住　映子 クズミ　エイコ 熊倉　誠一郎 クマクラ　セイイチロウ

楠本　篤弘 クスモト　アツヒロ 熊倉　みなみ クマクラ　ミナミ

楠本　剛 クスモト　ゴウ 熊倉　康友 クマクラ　ヤストモ

久世　弥生 クゼ　ヤヨイ 熊澤　昌彦 クマザワ　マサヒコ

朽名　佳代子 クツナ　カヨコ 熊田　雄太 クマダ　ユウタ

沓名　慎也 クツナ　シンヤ 熊田　有紀 クマダ　ユキ

久津間　史和 クツマ　フミカズ 熊田　芳文 クマダ　ヨシフミ

工藤　治 クドウ　オサム 熊野　夏美 クマノ　ナツミ

工藤　享祐 クドウ　キョウスケ 熊野　仁美 クマノ　ヒトミ

工藤　妙 クドウ　タエ 隈元　泰輔 クマモト　タイスケ

工藤　隆司 クドウ　タカシ 汲田　翔 クミタ　ショウ

工藤　治彦 クドウ　ハルヒコ 久米　恵子 クメ　ケイコ

工藤　雅響 クドウ　マサキ 久米　文子 クメ　フミコ

工藤　雅哉 クドウ　マサヤ 久米　正記 クメ　マサキ

工藤　峰子 クドウ　ミネコ 久米村　正輝 クメムラ　マサテル

工藤　裕子 クドウ　ユウコ 口分田　理 クモデ　オサム

工藤　良平 クドウ　リョウヘイ 公文　啓二 クモン　ケイジ

救仁郷　達也 クニゴウ　タツヤ 蔵　昌宏 クラ　マサヒロ

国沢　卓之 クニサワ　タカユキ 倉迫　直子 クラサコ　ナオコ

國徳　裕二 クニトク　ユウジ 倉敷　達之 クラシキ　タツユキ

國廣　充 クニヒロ　ミツル 倉敷　俊夫 クラシキ　トシオ

國政　賢哉 クニマサ　ケンヤ 藏重　千絵 クラシゲ　チエ

國政　充子 クニマサ　ミツコ 倉繁　玲華 クラシゲ　レイカ

國本　史子 クニモト　フミコ 倉田　二郎 クラタ　ジロウ

國吉　英樹 クニヨシ　ヒデキ 倉田　正士 クラタ　マサシ

久野　有香 クノ　ユカ 蔵谷　紀文 クラタニ　ノリフミ

久場　良也 クバ　ヨシナリ 倉地　聡子 クラチ　アキコ

久保　アイリーン尚美 クボ　アイリーンナオミ 藏當　辰彦 クラトウ　タツヒコ

久保　絵美 クボ　エミ 倉部　美起 クラベ　ミユキ

久保　和宏 クボ　カズヒロ 倉持　智子 クラモチ　トモコ

久保　浩太 クボ　コウタ 栗岡　孝明 クリオカ　タカアキ

久保　古寿江 クボ　コズエ 栗崎　基 クリサキ　モトイ

久保　貞祐 クボ　サダヒロ 栗田　茂顕 クリタ　シゲアキ

久保　隆嗣 クボ　タカシ 栗田　真佐子 クリタ　マサコ

久保　智紀 クボ　トモノリ 栗林　淳也 クリバヤシ　ジュンヤ

久保　麻悠子 クボ　マユコ 栗原　郁実 クリハラ　イクミ

久保　みのり クボ　ミノリ 栗原　一貴 クリハラ　カズキ



栗原　知位子 クリハラ　チエコ

栗原　二葉 クリハラ　フタバ

栗原　麻衣子 クリハラ　マイコ

栗原　将人 クリハラ　マサト

栗原　正人 クリハラ　マサト

栗山　和子 クリヤマ　カズコ

栗山　俊之 クリヤマ　トシユキ

栗山　知之 クリヤマ　トモユキ

栗山　直英 クリヤマ　ナオヒデ

栗山　亘代 クリヤマ　ノブヨ

車　武丸 クルマ　タケマル

車　有紀 クルマ　ユキ

呉　健太 クレ　ケンタ

黒岩　香里 クロイワ　カオリ

黒岩　政之 クロイワ　マサユキ

黒岩　陽介 クロイワ　ヨウスケ

黒江　泰利 クロエ　ヤストシ

黒川　修二 クロカワ　シュウジ

黒川　右基 クロカワ　ユウキ

黒木　明彦 クロギ　アキヒコ

黒木　俊介 クロキ　シュンスケ

黒木　千晴 クロキ　チハル

黒木　直美 クロキ　ナオミ

黒木　洋子 クロキ　ヨウコ

黒河内　裕 クロゴウチ　ユタカ

黒坂　夏美 クロサカ　ナツミ

黒坂　有里子 クロサカ　ユリコ

黒嵜　明子 クロサキ　アキコ

黒崎　大 クロサキ　ダイ

黒﨑　有希子 クロサキ　ユキコ

黒澤　温 クロサワ　アツシ

黒澤　定信 クロサワ　サダノブ

黒田　薫 クロダ　カオル

黒田　皓二郎 クロダ　コウジロウ

黒田　幸恵 クロダ　サチエ

黒田　ジュリオ健司 クロダ　ジュリオケンジ

黒田　昌孝 クロダ　マサタカ

黒田　美聡 クロタ　ミサト

黒田　瑞江 クロダ　ミズエ

黒田　光朗 クロダ　ミツオ

黒田　康子 クロダ　ヤスコ

黒田　泰弘 クロダ　ヤスヒロ

黒瀧　健二 クロタキ　ケンジ

黒羽根　朋子 クロバネ　トモコ

桑内　亜紀 クワウチ　アキ

桑木　晋 クワキ　ススム

桑島　謙 クワジマ　ケン

桑田　玲子 クワタ　レイコ

桑名　幸治 クワナ　コウジ

桑原　淳 クワバラ　アツシ

桑原　香折 クワバラ　カオリ

桑原　きく代 クワバラ　キクヨ

桑原　沙代子 クワハラ　サヨコ

桑原　大輔 クワバラ　ダイスケ

桑原　麻菜美 クワハラ　マナミ

桑原　緑 クワハラ　ミドリ

桑原　稔 クワバラ　ミノル

桑原　雄希 クワバラ　ユウキ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名
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槐島　愛子 ゲジマ　アイコ

結束　さやか ケッソク　サヤカ

源田　雄紀 ゲンダ　ユウキ

檢見崎　裕 ケンミザキ　ユタカ

賢持　麻琴 ケンモチ　マコト



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 古閑　匡 コガ　タダシ

こ 288 古賀　聡人 コガ　トキト

呉　裕樹 ゴ　ヒロキ 古賀　知道 コガ　トモミチ

伍井　由夏 ゴイ　ユカ 古賀　寛教 コガ　ヒロノリ

小池　奈央 コイケ　ナオ 古賀　洋安 コガ　ヒロヤス

小池　康志 コイケ　ヤスシ 古賀　麻美 コガ　マミ

小池　由美子 コイケ　ユミコ 古賀　美佳 コガ　ミカ

小石　恵子 コイシ　ケイコ 古賀　資和 コガ　モトカズ

小石川　亜矢 コイシカワ　アヤ 古賀　裕揮 コガ　ユウキ

小泉　智弥 コイズミ　トモヤ 古賀　由香利 コガ　ユカリ

古泉　真理 コイズミ　マリ 古賀　夕紀子 コガ　ユキコ

小泉　実意子 コイズミ　ミイコ 古賀　理恵 コガ　リエ

小磯　進太郎 コイソ　シンタロウ 小金井　博昭 コガネイ　ヒロアキ

肥塚　恭子 コイヅカ　キョウコ 小金丸　美桂子 コガネマル　ミカコ

肥塚　史郎 コイヅカ　シロウ 粉川　敦子 コカワ　アツコ

小出　明知 コイデ　アキトモ 粉川　佳代子 コカワ　カヨコ

小出　博司 コイデ　ヒロシ 古川　力三 コガワ　リキゾウ

古出　萌 コイデ　モエ 後閑　大 ゴカン　ダイ

小出　由美子 コイデ　ユミコ 國分　伸一 コクブ　シンイチ

鯉沼　俊貴 コイヌマ　トシタカ 國分　宙 コクブン　ヒロシ

廣　建志 コウ　ケンジ 小暮　智 コグレ　サトシ

航　尚子 コウ　ナオコ 小暮　泰大 コグレ　ヤスヒロ

康　憲 コウ　ヒロシ 小坂　順子 コサカ　ジュンコ

郷　正憲 ゴウ　マサノリ 小阪　真之 コサカ　マサユキ

高口　由希恵 コウグチ　ユキエ 小阪　円 コサカ　マドカ

神代　正臣 コウジロ　マサオミ 小坂　麻里子 コサカ　マリコ

合田　慶介 ゴウダ　ケイスケ 小坂　康晴 コサカ　ヤスハル

甲田　賢一郎 コウダ　ケンイチロウ 小崎　めぐみ コザキ　メグミ

甲谷　太一 コウタニ　タイチ 小佐々　優子 コザサ　ユウコ

神足　正道 コウタリ　マサミチ 越川　桂 コシカワ　ケイ

高地　光世 コウチ　ミツヨ 越田　智広 コシダ　トモヒロ

河内山　宰 コウチヤマ　ツカサ 越田　緑介 コシダ　ロクスケ

神津　成紀 コウヅ　セイキ 小柴　健一郎 コシバ　ケンイチロウ

神津　将仁 コウヅ　マサヒト 小柴　真一 コシバ　シンイチ

河野　一造 コウノ　イチゾウ 小柴　優美 コシバ　ユウミ

河野　和雄 コウノ　カズオ 小嶋　亜希子 コジマ　アキコ

河野　武章 コウノ　タケアキ 小島　明子 コジマ　アキコ

河野　達郎 コウノ　タツロウ 兒嶋　四郎 コジマ　シロウ

髙野　俊博 コウノ　トシヒロ 小島　治郎 コジマ　ジロウ

河野　奈緒 コウノ　ナオ 小嶋　大樹 コジマ　タイキ

河野　宏之 コウノ　ヒロユキ 小嶋　高志 コジマ　タカシ

河野　麻衣子 コウノ　マイコ 小島　琢 コジマ　タク

河野　正和 コウノ　マサカズ 児島　千里 コジマ　チサト

幸野　真樹 コウノ　マサキ 小島　三貴子 コジマ　ミキコ

河野　通彦 コウノ　ミチヒコ 小島　康裕 コジマ　ヤスヒロ

河野　靖生 コウノ　ヤスオ 小島　稚子 コジマ　ワカコ

高野　友美子 コウノ　ユミコ 輿水　健治 コシミズ　ケンジ

高野　類 コウノ　ルイ 越村　英世 コシムラ　ヒデヨ

鴻池　利枝 コウノイケ　リエ 越村　裕美 コシムラ　ユミ

河原　卓美 ゴウバラ　タクミ 古謝　宏樹 コジャ　ヒロキ

郷原　徹 ゴウハラ　トオル 湖城　均 コジョウ　ヒトシ

幸村　英文 コウムラ　ヒデフミ 小杉　寿文 コスギ　トシフミ

神山　智幾 コウヤマ　トモキ 小薗　祐紀 コゾノ　ユウキ

高良　麻紀子 コウラ　マキコ 古曽部　和彦 コソベ　カズヒコ

洪里　和良 コウリ　カズヨシ 五代　幸平 ゴダイ　コウヘイ

紅露　伸司 コウロ　シンジ 小平　亜美 コダイラ　アミ

古賀　亜希子 コガ　アキコ 小高　桂子 コダカ　ケイコ

古賀　格 コガ　イタル 小高　光晴 コダカ　ミツハル

古賀　恵里 コガ　エリ 小瀧　正年 コタキ　マサトシ

古賀　聡子 コガ　サトコ 小谷　透 コタニ　トオル



小谷　真理子 コタニ　マリコ 小林　澄子 コバヤシ　スミコ

小谷　百合子 コダニ　ユリコ 小林　隆史 コバヤシ　タカシ

兒玉　絵里 コダマ　エリ 小林　朋恵 コバヤシ　トモエ

小玉　早穂子 コダマ　サホコ 小林　直也 コバヤシ　ナオヤ

児玉　健士 コダマ　タケシ 小林　則之 コバヤシ　ノリユキ

児玉　麻依子 コダマ　マイコ 小林　秀嗣 コバヤシ　ヒデツグ

児玉　光厳 コダマ　ミツヨシ 小林　寛基 コバヤシ　ヒロキ

児玉　萌 コダマ　モエ 小林　浩子 コバヤシ　ヒロコ

児玉　芳史 コダマ　ヨシフミ 小林　宏充 コバヤシ　ヒロミツ

児玉　里砂 コダマ　リサ 小林　真己子 コバヤシ　マキコ

児玉　里沙 コダマ　リサ 小林　信 コバヤシ　マコト

五反田　純 ゴタンダ　ジュン 小林　正明 コバヤシ　マサアキ

五反田　由貴 ゴタンダ　ユキ 小林　真之 コバヤシ　マサユキ

小寺　厚志 コテラ　アツシ 小林　求 コバヤシ　モトム

小寺　志保 コデラ　シホ 小林　康夫 コバヤシ　ヤスオ

小寺　智子 コテラ　トモコ 小林　康磨 コバヤシ　ヤスマ

後藤　晃一郎 ゴトウ　コウイチロウ 小林　由 コバヤシ　ユキ

後藤　孝治 ゴトウ　コウジ 小林　由紀 コバヤシ　ユキ

後藤　咲耶子 ゴトウ　サヤコ 小林　裕見子 コバヤシ　ユミコ

後藤　志乃 ゴトウ　シノ 小林　洋二 コバヤシ　ヨウジ

後藤　俊介 ゴトウ　シュンスケ 小林　芳枝 コバヤシ　ヨシエ

後藤　慎一 ゴトウ　シンイチ 小林　喜子 コバヤシ　ヨシコ

後藤　真也 ゴトウ　シンヤ 小林　佳郎 コバヤシ　ヨシロウ

後藤　卓子 ゴトウ　タカコ 小林　玲音 コバヤシ　レオン

後藤　隆司 ゴトウ　タカシ 小日向　智美 コビナタ　サトミ

後藤　尚也 ゴトウ　ナオヤ 五本木　雅彦 ゴホンギ　マサヒコ

古藤　正典 コトウ　マサノリ 駒井　恭子 コマイ　キョウコ

後藤　眞弓 ゴトウ　マユミ 小牧　史明 コマキ　フミアキ

後藤　眞理亜 ゴトウ　マリア 駒崎　真矢 コマザキ　マヤ

後藤　安宣 ゴトウ　ヤスノブ 駒澤　伸泰 コマザワ　ノブヤス

後藤　祐也 ゴトウ　ユウヤ 駒田　暢 コマダ　トオル

古藤田　眞和 コトウダ　マサカズ 小松　茜 コマツ　アカネ

小西　晃生 コニシ　アキオ 小松　郁子 コマツ　イクコ

小西　周 コニシ　アマネ 小松　研二 コマツ　ケンジ

小西　彩 コニシ　アヤ 小松　聖史 コマツ　サトシ

小西　純平 コニシ　ジュンペイ 小松　修治 コマツ　シュウジ

小西　華子 コニシ　ハナコ 小松　大芽 コマツ　タイガ

小西　英毅 コニシ　ヒデキ 小松　孝美 コマツ　タカミ

小西　麻意 コニシ　マイ 小松　博 コマツ　ヒロシ

小西　康貴 コニシ　ヤスタカ 小松　由希子 コマツ　ユキコ

小西　るり子 コニシ　ルリコ 小松　龍 コマツ　リュウ

古梅　香 コバイ　カオリ 小松崎　崇 コマツザキ　タカシ

小橋　真司 コバシ　シンジ 小松崎　誠 コマツザキ　マコト

小橋　帝生 コバシ　テイセイ 駒場　智美 コマバ　トモミ

小濱　華子 コハマ　ハナコ 駒山　徳明 コマヤマ　ノリアキ

小林　綾子 コバヤシ　アヤコ 小見田　真理 コミタ　マリ

小林　伊都子 コバヤシ　イツコ 古宮　陽子 コミヤ　ヨウコ

小林　巌 コバヤシ　イワオ 小宮　良輔 コミヤ　リョウスケ

小林　収 コバヤシ　オサム 五明　義就 ゴミョウ　ヨシナリ

小林　加織 コバヤシ　カオリ 小村　智子 コムラ　トモコ

小林　一彦 コバヤシ　カズヒコ 小村　昇 コムラ　ノボル

小林　克也 コバヤシ　カツヤ 小村　好弘 コムラ　ヨシヒロ

小林　可奈子 コバヤシ　カナコ 小村　理恵 コムラ　リエ

小林　恵子 コバヤシ　ケイコ 小室　明子 コムロ　アキコ

小林　賢輔 コバヤシ　ケンスケ 小室　祥子 コムロ　ショウコ

小林　憲弥 コバヤシ　ケンヤ 古明地　恭子 コメイチ　ヤスコ

小林　浩一 コバヤシ　コウイチ 米谷　聡 コメタニ　サトシ

小林　光太郎 コバヤシ　コウタロウ 呉屋　太章 ゴヤ　モトアキ

小林　繁明 コバヤシ　シゲアキ 子安　歩 コヤス　アユミ

小林　俊司 コバヤシ　シュンジ 小安永　佳乃 コヤスナガ　ヨシノ



小柳　哲男 コヤナギ　テツオ

小柳　史恵 コヤナギ　フミエ

小山　杏奈 コヤマ　アンナ

小山　薫 コヤマ　カオル

小山　茂美 コヤマ　シゲミ

小山　隆彦 コヤマ　タカヒコ

小山　武昭 コヤマ　タケアキ

小山　直四 コヤマ　タダシ

小山　智弘 コヤマ　トモヒロ

小山　智光 コヤマ　トモミツ

小山　英彦 コヤマ　ヒデヒコ

小山　征之 コヤマ　マサユキ

小山　祐介 コヤマ　ユウスケ

小山　有紀子 コヤマ　ユキコ

小山　行秀 コヤマ　ユキヒデ

ゴルべヴ　美菜子 ゴルベヴ　ミナコ

權　斎増 コン　サイゾウ

権　哲 ゴン　チョリ

今　紀子 コン　ノリコ

今　久子 コン　ヒサコ

権　理奈 ゴン　リナ

紺崎　友晴 コンザキ　トモハル

権田　希望 ゴンダ　ノゾミ

紺田　眞規子 コンダ　マキコ

近藤　明男 コンドウ　アキオ

近藤　泉 コンドウ　イズミ

近藤　一郎 コンドウ　イチロウ

権藤　栄蔵 ゴンドウ　エイゾウ

近藤　香 コンドウ　カオリ

近藤　香奈 コンドウ　カナ

近藤　久美子 コンドウ　クミコ

近藤　聡子 コンドウ　サトコ

近藤　正一 コンドウ　ショウイチ

近藤　大資 コンドウ　ダイスケ

近藤　隆志 コンドウ　タカシ

近藤　竜也 コンドウ　タツヤ

近藤　俊樹 コンドウ　トシキ

近藤　菜穂子 コンドウ　ナオコ

近藤　奈未 コンドウ　ナミ

近藤　紀子 コンドウ　ノリコ

近藤　勇人 コンドウ　ハヤト

近藤　弘晃 コンドウ　ヒロアキ

近藤　博子 コンドウ　ヒロコ

近藤　洋司 コンドウ　ヒロシ

近藤　裕子 コンドウ　ユウコ

近藤　祐子 コンドウ　ユウコ

近藤　祐介 コンドウ　ユウスケ

近藤　有理子 コンドウ　ユリコ

近藤　陽一 コンドウ　ヨウイチ

今野　俊宏 コンノ　トシヒロ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 堺　一郎 サカイ　イチロウ

さ 360 阪井　啓一 サカイ　ケイイチ

崔　権一 サイ　ケンイチ 坂井　寿里亜 サカイ　ジュリア

崔　英姫 サイ　ヨンヒ 酒井　大輔 サカイ　ダイスケ

齊川　仁子 サイカワ　サトコ 酒井　拓磨 サカイ　タクマ

齊木　巌 サイキ　イワオ 境　徹也 サカイ　テツヤ

齋木　笑梨 サイキ　エミリ 堺　登志子 サカイ　トシコ

佐伯　陽子 サイキ　ヨウコ 坂井　俊朗 サカイ　トシロウ

西周　祐美 サイシュウ　ユミ 酒井　規広 サカイ　ノリヒロ

税田　紘輔 サイタ　コウスケ 坂井　秀之 サカイ　ヒデユキ

齋田　昌史 サイタ　マサシ 酒井　宏明 サカイ　ヒロアキ

財津　昭憲 ザイツ　アキノリ 酒井　真愛 サカイ　マアイ

齋藤　愛子 サイトウ　アイコ 坂井　誠 サカイ　マコト

齋藤　明子 サイトウ　アキコ 坂井　麻祐子 サカイ　マユコ

齋藤　厚 サイトウ　アツシ 阪井　茉有子 サカイ　マユコ

齋藤　郁恵 サイトウ　イクエ 坂井　まりこ サカイ　マリコ

齊藤　理 サイトウ　オサム 境　倫宏 サカイ　ミチヒロ

齊藤　和智 サイトウ　カズトモ 堺　結有 サカイ　ユウ

齊藤　和裕 サイトウ　カズヒロ 坂上　浩一 サカウエ　ヒロカズ

齋藤　可奈 サイトウ　カナ 榊　純太郎 サカキ　ジュンタロウ

齊藤　公紹 サイトウ　キミツグ 榊　嗣朗 サカキ　シロウ

齊藤　渓 サイトウ　ケイ 榊原　健介 サカキバラ　ケンスケ

齋藤　啓一郎 サイトウ　ケイイチロウ 榊原　賢司 サカキバラ　サトシ

齋藤　敬太 サイトウ　ケイタ 榊原　洋子 サカキバラ　ヒロコ

齋藤　浩二 サイトウ　コウジ 榊原　学 サカキハラ　マナブ

斎藤　重行 サイトウ　シゲユキ 坂口　豪 サカグチ　ゴウ

齋藤　繁 サイトウ　シゲル 坂口　秀弘 サカグチ　ヒデヒロ

西塔　志乃 サイトウ　シノ 坂口　雅彦 サカグチ　マサヒコ

斉藤　衆也 サイトウ　シュウヤ 坂口　泰子 サカグチ　ヤスコ

齋藤　仁 サイトウ　ジン 阪口　大和 サカグチ　ヤマト

齋藤　慎二郎 サイトウ　シンジロウ 坂口　雄一 サカグチ　ユウイチ

齋藤　貴幸 サイトウ　タカユキ 坂口　結夢 サカグチ　ユン

齋藤　剛 サイトウ　タケシ 坂口　了太 サカグチ　リョウタ

齋藤　利恵 サイトウ　トシエ 坂倉　幸子 サカクラ　サチコ

齋藤　敏之 サイトウ　トシユキ 坂倉　庸介 サカクラ　ヨウスケ

西藤　智照 サイトウ　トモアキ 坂下　臣吾 サカシタ　シンゴ

齋藤　友久 サイトウ　トモヒサ 阪下　直美 サカシタ　ナオミ

齋藤　朋之 サイトウ　トモユキ 坂下　真依 サカシタ　マイ

斉藤　智誉 サイトウ　トモヨ 坂下　実香子 サカシタ　ミカコ

齊藤　直樹 サイトウ　ナオキ 坂下　美彦 サカシタ　ヨシヒコ

齋藤　伸行 サイトウ　ノブユキ 阪田　耕治 サカタ　コウジ

斉藤　範建 サイトウ　ノリタツ 坂田　優子 サカタ　ユウコ

齋藤　秀悠 サイトウ　ヒデヒサ 坂田　裕里 サカタ　ユリ

齋藤　美也子 サイトウ　ミヤコ 坂田　羊一朗 サカタ　ヨウイチロウ

齋藤　裕一 サイトウ　ユウイチ 阪中　容 サカナカ　ヨウ

齋藤　豊 サイトウ　ユタカ 坂梨　真木子 サカナシ　マキコ

齋藤　義孝 サイトウ　ヨシタカ 坂梨　祐司 サカナシ　ユウジ

齋藤　理絵 サイトウ　リエ 坂野　英俊 サカノ　ヒデトシ

齊藤　律子 サイトウ　リツコ 坂野　正史 サカノ　マサシ

齊間　俊介 サイマ　シュンスケ 坂巻　緑 サカマキ　ミドリ

佐伯　彩乃 サエキ　アヤノ 酒巻　雄二 サカマキ　ユウジ

佐伯　昇 サエキ　ノボル 佐上　祐介 サガミ　ユウスケ

佐伯　仁 サエキ　ヒロシ 坂本　明之 サカモト　アキユキ

佐伯　真理子 サエキ　マリコ 坂本　篤紀 サカモト　アツノリ

佐伯　美奈子 サエキ　ミナコ 坂本　彩加 サカモト　アヤカ

佐伯　善機 サエキ　ヨシキ 坂本　賢一 サカモト　ケンイチ

五月女　俊也 サオトメ　トシヤ 坂本　幸基 サカモト　コウキ

坂　康雄 サカ　ヤスオ 坂本　光太郎 サカモト　コウタロウ

酒井　明彦 サカイ　アキヒコ 阪本　浩平 サカモト　コウヘイ

酒井　彰 サカイ　アキラ 阪本　幸世 サカモト　サチヨ



坂本　昇太郎 サカモト　ショウタロウ 佐々木　大雅 ササキ　タイガ

坂本　晋也 サカモト　シンヤ 佐々木　健 ササキ　タケシ

坂本　聖子 サカモト　セイコ 佐々木　立朗 ササキ　タツロウ

坂本　誠史 サカモト　セイシ 佐々木　達郎 ササキ　タツロウ

坂本　崇 サカモト　タカシ 佐々木　千晶 ササキ　チアキ

坂本　正 サカモト　タダシ 佐々木　知恵 ササキ　チエ

坂本　菜摘 サカモト　ナツミ 佐々木　規喜 ササキ　チカノブ

坂本　典昭 サカモト　ノリアキ 佐々木　徹 ササキ　テツ

坂本　元 サカモト　ハジメ 佐々木　俊弘 ササキ　トシヒロ

坂本　英明 サカモト　ヒデアキ 佐々木　那央 ササキ　ナオ

坂本　真由 サカモト　マユ 佐々木　暢夫 ササキ　ノブオ

坂元　美重 サカモト　ミエ 佐々木　信嘉 ササキ　ノブヨシ

坂本　美紀 サカモト　ミキ 佐々木　華子 ササキ　ハナコ

坂本　みな実 サカモト　ミナミ 佐々木　英昭 ササキ　ヒデアキ

坂本　陽子 サカモト　ヨウコ 佐々木　宏 ササキ　ヒロシ

坂本　里沙 サカモト　リサ 佐々木　誠 ササキ　マコト

相良　武士 サガラ　タケシ 佐々木　正行 ササキ　マサユキ

佐川　明子 サガワ　アキコ 佐々木　麻美子 ササキ　マミコ

﨑村　正太郎 サキムラ　ショウタロウ 佐々木　美圭 ササキ　ミカ

作田　由香 サクタ　ユカ 佐々木　夢美 ササキ　ユメミ

作畠　啓示 サクバタ　ケイジ 佐々木　利佳 ササキ　リカ

佐久間　承子 サクマ　ショウコ 佐々木　怜 ササキ　リョウ

佐久間　貴裕 サクマ　タカヒロ 笹栗　智子 ササグリ　トモコ

佐久間　麻里 サクマ　マリ 笹田　将吾 ササダ　ショウゴ

作山　保之 サクヤマ　ヤスユキ 笹野　淳 ササノ　ジュン

佐倉　伸一 サクラ　シンイチ 笹野　寛 ササノ　ヒロシ

佐倉　考信 サクラ　タカノブ 佐々原　友子 ササハラ　トモコ

桜井　亜沙子 サクライ　アサコ 笹渕　裕介 ササブチ　ユウスケ

櫻井　淳 サクライ　アツシ 差波　ゆい子 サシナミ　ユイコ

櫻井　静佳 サクライ　シズカ 佐島　威行 サジマ　タケユキ

櫻井　ともえ サクライ　トモエ 佐瀬　ひろの サゼ　ヒロノ

櫻井　洋志 サクライ　ヒロシ 佐宗　誠 サソウ　マコト

櫻井　裕教 サクライ　ヒロノリ 佐多　奈歩 サタ　ナホ

櫻井　美佐子 サクライ　ミサコ 佐田　蓉子 サダ　ヨウコ

櫻井　美奈 サクライ　ミナ 佐竹　佳菜子 サタケ　カナコ

桜井　由佳 サクライ　ユカ 佐竹　早紀子 サタケ　サキコ

櫻井　龍 サクライ　リョウ 佐竹　美江 サタケ　ミエ

櫻木　忠和 サクラギ　タダカズ 定永　道明 サダナガ　ミチアキ

櫻澤　忍 サクラザワ　シノブ 佐谷　由起子 サタニ　ユキコ

櫻田　祐文 サクラダ　ヒロフミ 佐登　宣仁 サト　ノリヒト

櫻田　幽美子 サクラダ　ユミコ 里　康光 サト　ヤスミツ

桜庭　茂樹 サクラバ　シゲキ 佐藤　章子 サトウ　アキコ

櫻庭　園子 サクラバ　ソノコ 佐藤　明 サトウ　アキラ

桜本　千恵子 サクラモト　チエコ 佐藤　泉 サトウ　イズミ

櫻谷　香織 サクラヤ　カオリ 佐藤　逸郎 サトウ　イツロウ

迫田　厚志 サコダ　アツシ 佐藤　栄一 サトウ　エイイチ

佐々岡　紀之 ササオカ　ノリユキ 佐藤　栄留 サトウ　エイル

佐々川　飛鳥 ササガワ　アスカ 佐藤　絵美 サトウ　エミ

笹川　智貴 ササカワ　トモキ 佐藤　大樹 サトウ　オオキ

佐々木　晃 ササキ　アキラ 佐藤　薫 サトウ　カオル

佐々木　敦 ササキ　アツシ 佐藤　和恵 サトウ　カズエ

佐々木　綾 ササキ　アヤ 佐藤　克彦 サトウ　カツヒコ

佐々木　和世 ササキ　カズヨ 佐藤　可奈子 サトウ　カナコ

佐々木　勝教 ササキ　カツノリ 佐藤　聖子 サトウ　キヨコ

佐々木　健 ササキ　ケン 佐藤　久仁子 サトウ　クニコ

佐々木　咲子 ササキ　サキコ 佐藤　恵子 サトウ　ケイコ

佐々木　繁太 ササキ　シゲタ 佐藤　敬太 サトウ　ケイタ

佐々木　純子 ササキ　ジュンコ 佐藤　賢一 サトウ　ケンイチ

佐々木　翔一 ササキ　ショウイチ 佐藤　浩司 サトウ　コウジ

佐々木　寿美 ササキ　スミ 佐藤　光晴 サトウ　コウセイ



佐藤　幸子 サトウ　サチコ 佐藤　悠 サトウ　ユウ

佐藤　慧 サトウ　サトシ 佐藤　祐子 サトウ　ユウコ

佐藤　順一 サトウ　ジュンイチ 佐藤　友菜 サトウ　ユウナ

佐藤　晋 サトウ　シン 佐藤　雄也 サトウ　ユウヤ

佐藤　大輔 サトウ　ダイスケ 佐藤　結香 サトウ　ユカ

佐藤　威仁 サトウ　タケヒト 佐藤　ゆかり サトウ　ユカリ

佐藤　珠美 サトウ　タマミ 佐藤　裕 サトウ　ユタカ

佐藤　千代 サトウ　チヨ 佐藤　ゆみ子 サトウ　ユミコ

佐藤　智世里 サトウ　チヨリ 佐藤　美浩 サトウ　ヨシハル

佐藤　恒久 サトウ　ツネヒサ 佐藤　理恵 サトウ　リエ

佐藤　剛 サトウ　ツヨシ 佐藤　理菜 サトウ　リナ

佐藤　哲観 サトウ　テツミ 佐藤　怜子 サトウ　レイコ

佐藤　輝幸 サトウ　テルユキ 佐藤　玲子 サトウ　レイコ

佐藤　東玄 サトウ　トウゲン 佐藤　和香子 サトウ　ワカコ

佐藤　智恵 サトウ　トモエ 佐藤根　敏彦 サトネ　トシヒコ

佐藤　智子 サトウ　トモコ 里深　直子 サトフカ　ナオコ

佐藤　知子 サトウ　トモコ 里見　憲昭 サトミ　カズアキ

佐藤　友信 サトウ　トモノブ 里村　敬 サトムラ　タカシ

佐藤　友彦 サトウ　トモヒコ 里元　麻衣子 サトモト　マイコ

佐藤　智洋 サトウ　トモヒロ 眞田　かなえ サナダ　カナエ

佐藤　智行 サトウ　トモユキ 讃井　將満 サヌイ　マサミツ

佐藤　倫祥 サトウ　トモヨシ 佐野　愛 サノ　アイ

佐藤　尚子 サトウ　ナオコ 佐野　逸郎 サノ　イツロウ

佐藤　直史 サトウ　ナオシ 佐野　秀 サノ　シゲル

佐藤　暢夫 サトウ　ノブオ 佐野　敏郎 サノ　トシロウ

佐藤　暢夫 サトウ　ノブオ 佐野　治彦 サノ　ハルヒコ

佐藤　信博 サトウ　ノブヒロ 佐野　秀樹 サノ　ヒデキ

佐藤　徳子 サトウ　ノリコ 佐野　仁美 サノ　ヒトミ

佐藤　創 サトウ　ハジメ 佐野　博昭 サノ　ヒロアキ

佐藤　秀雄 サトウ　ヒデオ 佐野　文昭 サノ　フミアキ

佐藤　仁昭 サトウ　ヒトアキ 佐野　誠 サノ　マコト

佐藤　仁 サトウ　ヒトシ 佐野　美奈子 サノ　ミナコ

佐藤　仁信 サトウ　ヒトシ 佐野　もえ サノ　モエ

佐藤　宏明 サトウ　ヒロアキ 佐野　由衣 サノ　ユイ

佐藤　博臣 サトウ　ヒロオミ 佐野　由香 サノ　ユカ

佐藤　寛子 サトウ　ヒロコ 佐野　友里香 サノ　ユリカ

佐藤　洋 サトウ　ヒロシ 座波　政美 ザハ　マサミ

佐藤　弘健 サトウ　ヒロタケ 佐保　真由 サホ　マユ

佐藤　裕信 サトウ　ヒロノブ Ｓｕｍｎｅｒ　Ｒｏｂｅｒｔ サムナ　ロバート

佐藤　麻衣子 サトウ　マイコ 鮫島　由梨子 サメジマ　ユリコ

佐藤　慎 サトウ　マコト 更科　紗和子 サラシナ　サワコ

佐藤　正顕 サトウ　マサアキ 佐和　貞治 サワ　テイジ

佐藤　正規 サトウ　マサキ 澤　智博 サワ　トモヒロ

佐藤　正典 サトウ　マサノリ 澤井　克彦 サワイ　カツヒコ

佐藤　雅美 サトウ　マサミ 澤井　淳 サワイ　ジュン

佐藤　正義 サトウ　マサヨシ 澤井　俊幸 サワイ　トシユキ

佐藤　優 サトウ　マサル 澤井　真優子 サワイ　マユコ

佐藤　真美子 サトウ　マミコ 澤下　泰明 サワシタ　ヤスアキ

佐藤　麻理子 サトウ　マリコ 澤田　敦史 サワダ　アツシ

佐藤　真利子 サトウ　マリコ 澤田　恭子 サワダ　キョウコ

佐藤　美紀 サトウ　ミキ 澤田　圭介 サワダ　ケイスケ

佐藤　瑞穂 サトウ　ミズホ 澤田　憲一郎 サワダ　ケンイチロウ

佐藤　通子 サトウ　ミチコ 澤田　真如 サワダ　マコト

佐藤　光則 サトウ　ミツノリ 沢田　龍治 サワダ　リュウジ

佐藤　美奈 サトウ　ミナ 澤登　慶治 サワノボリ　ヨシハル

佐藤　碧星 サトウ　ミホシ 澤村　英一郎 サワムラ　エイイチロウ

佐藤　八江 サトウ　ヤエ 沢村　梢 サワムラ　コズエ

佐藤　泰雄 サトウ　ヤスオ 三月田　麻理奈 サンガツダ　マリナ

佐藤　恭嘉 サトウ　ヤスヒロ 三喜　和明 サンキ　カズアキ

佐藤　弥生 サトウ　ヤヨイ 三喜　陽子 サンキ　ヨウコ



三部　徳恵 サンベ　ノリエ

三馬　葵 サンマ　アオイ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 柴　紘次 シバ　コウジ

し 237 芝　順太郎 シバ　ジュンタロウ

椎木　恒希 シイキ　コウキ 柴　禄郎 シバ　ロクロウ

椎名　香代子 シイナ　カヨコ 芝川　百合子 シバカワ　ユリコ

椎原　啓輔 シイハラ　ケイスケ 柴崎　誠一 シバサキ　セイイチ

塩川　加奈子 シオカワ　カナコ 柴崎　朋 シバサキ　トモ

塩川　浩輝 シオカワ　ヒロアキ 柴﨑　雅志 シバサキ　マサユキ

塩崎　恭子 シオザキ　キョウコ 柴田　淳史 シバタ　アキフミ

塩田　修玄 シオタ　ノブヒロ 柴田　伊津子 シバタ　イツコ

塩谷　雅子 シオタニ　マサコ 柴田　茂樹 シバタ　シゲキ

塩野　晋之介 シオノ　シンノスケ 柴田　茂貴 シバタ　シゲキ

塩濱　恭子 シオハマ　キョウコ 柴田　晶カール シバタ　ショウカール

潮平　淳 シオヒラ　アツシ 柴田　達彦 シバタ　タツヒコ

塩見　由紀代 シオミ　ユキヨ 柴田　紀子 シバタ　ノリコ

塩屋　由希子 シオヤ　ユキコ 柴田　久子 シバタ　ヒサコ

志賀　卓弥 シガ　タクヤ 柴田　紘葉 シバタ　ヒロハ

志賀　麻記子 シガ　マキコ 柴田　政彦 シバタ　マサヒコ

志賀　由佳 シガ　ユカ 柴田　正幸 シバタ　マサユキ

志賀　洋介 シガ　ヨウスケ 柴田　まゆみ シバタ　マユミ

鹿田　百合 シカタ　ユリ 柴田　万里子 シバタ　マリコ

四釜　裕睦 シカマ　ヒロチカ 柴田　康之 シバタ　ヤスユキ

茂田　宏恵 シゲタ　ヒロエ 柴田　やよい シバタ　ヤヨイ

重松　文子 シゲマツ　アヤコ 柴田　藜 シバタ　レイ

重松　研二 シゲマツ　ケンジ 柴田　玲子 シバタ　レイコ

重松　次郎昌幸 シゲマツ　ジロウマサユキ 柴山　愛子 シバヤマ　アイコ

重松　美沙子 シゲマツ　ミサコ 渋川　圭介 シブカワ　ケイスケ

重光　やよい シゲミツ　ヤヨイ 渋澤　雅和 シブサワ　マサカズ

茂山　泰樹 シゲヤマ　タイキ 澁田　達史 シブタ　サトシ

宍井　美穂 シシイ　ミホ 渋谷　綾子 シブヤ　アヤコ

雫石　正明 シズクイシ　マサアキ 渋谷　博美 シブヤ　ヒロミ

至田　雄介 シダ　ユウスケ 渋谷　正夫 シブヤ　マサオ

下起　明 シタオコシ　アキラ 渋谷　まり子 シブヤ　マリコ

紫藤　明美 シドウ　アケミ 島　惇 シマ　ジュン

蔀　亮 シトミ　リョウ 島内　司 シマウチ　ツカサ

品川　秋則 シナガワ　アキノリ 嶋尾　淳子 シマオ　ジュンコ

品川　育代 シナガワ　イクヨ 島川　勇介 シマカワ　ユウスケ

地主　継 ジヌシ　ケイ 島倉　孔哉 シマクラ　コウヤ

篠川　美希 シノカワ　ミキ 島崎　梓 シマザキ　アズサ

篠崎　裕樹 シノザキ　ヒロキ 島崎　綾子 シマサキ　アヤコ

篠崎　裕美 シノザキ　ヒロミ 嶋崎　希美子 シマザキ　キミコ

篠崎　正彦 シノザキ　マサヒコ 島崎　睦久 シマザキ　ムツヒサ

篠崎　未緒 シノザキ　ミオ 島尻　隆夫 シマジリ　タカオ

篠崎　義和 シノザキ　ヨシカズ 島田　久美 シマダ　クミ

篠田　重男 シノダ　シゲオ 島田　孝男 シマダ　タカオ

篠田　毅 シノダ　タケシ 島田　千里 シマダ　チサト

篠田　威人 シノダ　タケト 嶋田　哲也 シマダ　テツヤ

篠田　麻衣子 シノダ　マイコ 島田　宣弘 シマダ　ノブヒロ

篠田　正浩 シノダ　マサヒロ 島田　紀子 シマダ　ノリコ

篠原　彩子 シノハラ　アヤコ 嶋田　文彦 シマダ　フミヒコ

篠原　一彰 シノハラ　カズアキ 島田　舞衣 シマダ　マイ

篠原　慶子 シノハラ　ケイコ 島田　麻美 シマダ　マミ

篠原　耕一 シノハラ　コウイチ 島田　素子 シマダ　モトコ

篠原　康介 シノハラ　コウスケ 島津　朱美 シマヅ　アケミ

篠原　こずえ シノハラ　コズエ 島津　勇三 シマヅ　ユウゾウ

篠原　祥三 シノハラ　ショウゾウ 島原　由美子 シマハラ　ユミコ

篠原　仁 シノハラ　ジン 島袋　泰 シマブクロ　タイ

篠原　貴子 シノハラ　タカコ 島袋　勉 シマブクロ　ツトム

篠原　奈緒 シノハラ　ナオ 島村　寿男 シマムラ　ヒサオ

四宮　宗一郎 シノミヤ　ソウイチロウ 島本　博子 シマモト　ヒロコ

柴　綾子 シバ　アヤコ 清水　綾子 シミズ　アヤコ



清水　一郎 シミズ　イチロウ 東海林　圭 ショウジ　ケイ

清水　英史 シミズ　エイシ 荘司　勧 ショウジ　ススム

清水　かおり シミズ　カオリ 正司　智洋 ショウジ　トモヒロ

清水　薫 シミズ　カオル 庄司　康寛 ショウジ　ヤスヒロ

清水　和子 シミズ　カズコ 生水　清 ショウズ　キヨシ

清水　一好 シミズ　カズヨシ 生水　尊之 ショウズイ　タカユキ

清水　惠子 シミズ　ケイコ 庄田　佳未 ショウダ　ヨシミ

清水　敬介 シミズ　ケイスケ 上瀧　正三郎 ジョウタキ　ショウサブロウ

清水　賢一 シミズ　ケンイチ 庄野　敦子 ショウノ　アツコ

清水　健次 シミズ　ケンジ 鐘野　弘洋 ショウノ　コウヨウ

清水　祥子 シミズ　サチコ 城野　太一 ジョウノ　タイチ

清水　彩里 シミズ　サリ 庄村　千恵子 ショウムラ　チエコ

清水　淳 シミズ　ジュン 鄭　仁煕 ジョン　インヒ

清水　純子 シミズ　ジュンコ 白井　清彦 シライ　キヨヒコ

清水　翔太朗 シミズ　ショウタロウ 白井　直人 シライ　ナオト

清水　貴志 シミズ　タカシ 白井　ひろみ シライ　ヒロミ

清水　雄 シミズ　タケル 白井　正俊 シライ　マサトシ

清水　達彦 シミズ　タツヒコ 白石　一雅 シライシ　カズマサ

清水　智恵子 シミズ　チエコ 白石　克則 シライシ　カツノリ

清水　亨 シミズ　トオル 白石　早紀 シライシ　サキ

清水　俊行 シミズ　トシユキ 白石　尚基 シライシ　ナオキ

清水　智明 シミズ　トモアキ 白石　正治 シライシ　マサハル

清水　大喜 シミズ　ヒロキ 白石　美治 シライシ　ミハル

清水　布実子 シミズ　フミコ 白石　良久 シライシ　ヨシヒサ

清水　文浩 シミズ　フミヒロ 白川　淳二 シラカワ　ジュンジ

清水　昌宏 シミズ　マサヒロ 白川　倫代 シラカワ　ミチヨ

清水　優 シミズ　マサル 白川　美和子 シラカワ　ミワコ

清水　美彩子 シミズ　ミサコ 白崎　修一 シラサキ　シュウイチ

清水　雅子 シミズ　モトコ 白澤　由美子 シラサワ　ユミコ

清水　盛浩 シミズ　モリヒロ 白武　孝久 シラタケ　タカヒサ

清水　泰行 シミズ　ヤスユキ 白塚　秀之 シラツカ　ヒデユキ

清水　優 シミズ　ユウ 白鳥　徹 シラトリ　トオル

清水　祐子 シミズ　ユウコ 白源　清貴 シラモト　キヨタカ

清水　祐紀子 シミズ　ユキコ 白源　浩子 シラモト　ヒロコ

清水　佳甫 シミズ　ヨシモト 白桃　瞳子 シラモモ　トウコ

清水　梨江 シミズ　リエ 白水　和宏 シロウズ　カズヒロ

志村　浩 シムラ　ヒロシ 城川　雅光 シロカワ　マサミツ

志村　福子 シムラ　フクコ 城下　裕子 シロシタ　ユウコ

志村　優佳 シムラ　ユカ 白根　正裕 シロネ　マサヒロ

下　弘一 シモ　コウイチ 城野　早苗 シロノ　サナエ

霜　知浩 シモ　トモヒロ 城山　和久 シロヤマ　カズヒサ

下井　晶子 シモイ　アキコ 進　吉彰 シン　ヨシアキ

下岡　真衣 シモオカ　マイ 新江　聡 シンエ　サトシ

下川　亮 シモカワ　アキラ 新宮　千尋 シングウ　チヒロ

下里　アキヒカリ シモサト　アキヒカリ 新里　泰一 シンザト　タイイチ

下里　豪俊 シモサト　ゴウシュン 新城　武明 シンジョウ　タケアキ

下田　豊 シモダ　ユタカ 新庄　泰孝 シンジョウ　ヤスタカ

下出　典子 シモデ　ノリコ 新谷　佳大 シンタニ　ヨシヒロ

霜鳥　久 シモトリ　ヒサシ 神藤　篤史 シントウ　アツシ

下新原　直子 シモニハラ　ナオコ 神藤　慧玲 シントウ　エリ

下之薗　莉瑛子 シモノソノ　リエコ 新道　香菜子 シンドウ　カナコ

下村　啓 シモムラ　ヒラク 神野　真穂 ジンノ　マホ

下山　哲 シモヤマ　アキラ 新原　妙子 シンバラ　タエコ

下山　雄一郎 シモヤマ　ユウイチロウ 新原　信子 シンバラ　ノブコ

釋尾　知春 シャクオ　トモハル 新福　玄二 シンプク　ゲンジ

釈永　清志 シャクナガ　キヨシ 神保　一平 ジンボ　イッペイ

蒋　妍 ジャン　ヤン 新堀　博展 シンボリ　ヒロノブ

朱　府佑 シュ　プウ 新村　正蔵 シンムラ　ショウゾウ

重里　尚 ジュウリ　タカシ 新屋　苑恵 シンヤ　ソノエ

首藤　治 シュトウ　オサム



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 杉本　清治 スギモト　セイジ

す 194 杉本　匡弘 スギモト　マサヒロ

吹田　晃享 スイタ　コウキョウ 杉本　真由 スギモト　マユ

水津　悠 スイヅ　ユウ 杉本　真理子 スギモト　マリコ

須江　宣俊 スエ　ノブタカ 杉本　美幸 スギモト　ミユキ

末下　雅也 スエシタ　マサヤ 杉本　保之 スギモト　ヤスシ

末田　彩 スエダ　アヤ 杉本　由紀 スギモト　ユキ

末竹　荘八郎 スエタケ　ソウハチロウ 杉本　友希 スギモト　ユキ

末次　啓子 スエツグ　ケイコ 杉山　和英 スギヤマ　カズヒデ

末積　麻衣 スエヅミ　マイ 杉山　公利 スギヤマ　キミトシ

末永　大介 スエナガ　ダイスケ 杉山　馨祐 スギヤマ　キョウスケ

末原　知美 スエハラ　トモミ 杉山　沙織 スギヤマ　サオリ

末廣　浩一 スエヒロ　コウイチ 杉山　淳一 スギヤマ　ジュンイチ

末廣　房子 スエヒロ　フサコ 杉山　大介 スギヤマ　ダイスケ

末松　美和 スエマツ　ミワ 杉山　貴康 スギヤマ　タカヤス

末盛　智彦 スエモリ　トモヒコ 杉山　卓史 スギヤマ　タクジ

末盛　泰彦 スエモリ　ヤスヒコ 杉山　拓也 スギヤマ　タクヤ

菅　規久子 スガ　キクコ 杉山　直幹 スギヤマ　ナオミキ

須賀　大樹 スガ　ヒロキ 杉山　信子 スギヤマ　ノブコ

菅　良恵 スガ　ヨシエ 杉山　雅俊 スギヤマ　マサトシ

須賀　芳文 スガ　ヨシフミ 杉山　円 スギヤマ　マドカ

須貝　隆之 スガイ　タカユキ 杉山　由紀 スギヤマ　ユキ

須貝　温子 スガイ　ハルコ 杉山　陽子 スギヤマ　ヨウコ

菅澤　佑介 スガサワ　ユウスケ 助川　岩央 スケガワ　イワオ

菅島　裕美 スガシマ　ヒロミ 助永　親彦 スケナガ　チカヒコ

菅波　梓 スガナミ　アズサ 須佐　泰之 スサ　ヤスユキ

菅沼　絵美理 スガヌマ　エミリ 鈴木　藍子 スズキ　アイコ

菅沼　紘平 スガヌマ　コウヘイ 鈴木　陽 スズキ　アキ

菅沼　大 スガヌマ　ダイ 鈴木　昭広 スズキ　アキヒロ

菅野　敬之 スガノ　タカユキ 鈴木　麻葉 スズキ　アサハ

須加原　一博 スガハラ　カズヒロ 鈴木　あさ美 スズキ　アサミ

菅原　真哉 スガハラ　シンヤ 鈴木　あや スズキ　アヤ

須加原　史子 スガハラ　フミコ 鈴木　薫 スズキ　カオル

菅原　健 スガワラ　タケシ 鈴木　和博 スズキ　カズヒロ

菅原　友道 スガワラ　トモノリ 鈴木　喜一 スズキ　キイチ

菅原　泰常 スガワラ　ヤスツネ 鈴木　恭子 スズキ　キョウコ

菅原　陽 スガワラ　ヨウ 鈴木　清由 スズキ　キヨシ

杉　崇史 スギ　タカシ 鈴木　邦夫 スズキ　クニオ

杉浦　順子 スギウラ　ジュンコ 鈴木　恵 スズキ　ケイ

杉浦　孝広 スギウラ　タカヒロ 鈴木　恵子 スズキ　ケイコ

杉浦　健之 スギウラ　タケシ 鈴木　景子 スズキ　ケイコ

杉岡　章光 スギオカ　ノリミツ 鈴木　堅悟 スズキ　ケンゴ

杉木　馨 スギキ　ケイ 鈴木　聡 スズキ　サトシ

杉田　衣津子 スギタ　イツコ 鈴木　聡美 スズキ　サトミ

杉田　彩子 スギタ　サイコ 鈴木　滋 スズキ　シゲル

杉田　慎二 スギタ　シンジ 鈴木　潤 スズキ　ジュン

杉田　道子 スギタ　ミチコ 鈴木　祥子 スズキ　ショウコ

杉野　繁一 スギノ　シゲカズ 鈴木　章悟 スズキ　ショウゴ

杉野　貴彦 スギノ　タカヒコ 鈴木　將嗣 スズキ　ショウジ

杉原　一穂 スギハラ　カズホ 鈴木　新平 スズキ　シンペイ

杉部　清佳 スギベ　サヤカ 鈴木　盛道 スズキ　セイドウ

杉峰　里美 スギミネ　サトミ 鈴木　聡 スズキ　ソウ

杉村　翔 スギムラ　ショウ 鈴木　隆雄 スズキ　タカオ

杉目　史行 スギメ　フミユキ 鈴木　高広 スズキ　タカヒロ

杉本　亮大 スギモト　アキヒロ 鈴木　毅 スズキ　タケシ

杉本　一久 スギモト　カズヒサ 鈴木　武志 スズキ　タケシ

杉本　健三郎 スギモト　ケンザブロウ 鈴木　ちえ子 スズキ　チエコ

杉本　憲治 スギモト　ケンジ 鈴木　勉 スズキ　ツトム

杉本　健輔 スギモト　ケンスケ 鈴木　俊成 スズキ　トシナリ

杉本　純子 スギモト　ジュンコ 鈴木　敏彦 スズキ　トシヒコ



鈴木　敏之 スズキ　トシユキ 壽原　朋宏 スハラ　トモヒロ

鈴木　友和 スズキ　トモカズ 角　千恵子 スミ　チエコ

鈴木　智文 スズキ　トモフミ 角　千里 スミ　チサト

鈴木　直樹 スズキ　ナオキ 住江　麻衣子 スミエ　マイコ

鈴木　尚生子 スズキ　ナオコ 住江　誠 スミエ　マコト

鈴木　規仁 スズキ　ノリヒト 澄川　尚 スミガワ　ヒサシ

鈴木　陽世 スズキ　ハルヨ 澄田　奏子 スミタ　カナコ

鈴木　秀明 スズキ　ヒデアキ 角田　親治 スミタ　シンジ

鈴木　英雄 スズキ　ヒデオ 住田　臣造 スミタ　シンゾウ

鈴木　等 スズキ　ヒトシ 住田　直樹 スミタ　ナオキ

鈴木　博子 スズキ　ヒロコ 角田　博 スミダ　ヒロシ

鈴木　洋人 スズキ　ヒロト 住谷　昌彦 スミタニ　マサヒコ

鈴木　博人 スズキ　ヒロト 住谷　泰 スミヤ　ヤスシ

鈴木　寛寿 スズキ　ヒロトシ 住吉　美穂 スミヨシ　ミホ

鈴木　宏康 スズキ　ヒロヤス 諏訪　潤子 スワ　ジュンコ

鈴木　史子 スズキ　フミコ 諏訪　祐子 スワ　ユウコ

鈴木　帆高 スズキ　ホダカ

鈴木　真依子 スズキ　マイコ

鈴木　雅登 スズキ　マサト

鈴木　正寛 スズキ　マサヒロ

鈴木　雅美 スズキ　マサミ

鈴木　真奈美 スズキ　マナミ

鈴木　麻奈美 スズキ　マナミ

鈴木　真弓 スズキ　マユミ

鈴木　麻倫子 スズキ　マリコ

鈴木　みどり スズキ　ミドリ

鈴木　康生 スズキ　ヤスオ

鈴木　康之 スズキ　ヤスユキ

鈴木　保良 スズキ　ヤスラ

鈴木　祐二 スズキ　ユウジ

鈴木　雄之 スズキ　ユウジ

鈴木　悠太 スズキ　ユウタ

鈴木　優太郎 スズキ　ユウタロウ

鈴木　有希 スズキ　ユキ

鈴木　由貴 スズキ　ユキ

鈴木　夕希子 スズキ　ユキコ

鈴木　結実人 スズキ　ユミト

鈴木　陽介 スズキ　ヨウスケ

鈴木　愛枝 スズキ　ヨシエ

鈴木　梨恵 スズキ　リエ

鈴村　未来 スズムラ　ミキ

須田　高之 スダ　タカユキ

須田　拓郎 スダ　タクロウ

須田　陽子 スダ　ヨウコ

須田　佳美 スダ　ヨシミ

酢谷　朋子 スダニ　トモコ

須藤　貴世子 ストウ　キヨコ

首藤　聡子 スドウ　サトコ

須藤　貴史 ストウ　タカシ

須藤　知子 スドウ　トモコ

須藤　智幸 ストウ　トモユキ

首藤　誠 スドウ　マコト

須永　宏 スナガ　ヒロシ

砂川　浩 スナガワ　ヒロシ

砂川　将直 スナカワ　マサナオ

砂口　真毅 スナグチ　マサタカ

砂永　仁子 スナナガ　ジンコ

橘木　浩平 スノキ　コウヘイ

春原　啓人 スノハラ　ヒロト

春原　真理 スノハラ　マリ
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清野　雄介 セイノ　ユウスケ

清野　豊 セイノ　ユタカ

瀬尾　英哉 セオ　ヒデヤ

瀬上　伸子 セガミ　ノブコ

瀬上　和貴 セガミ　ワキ

瀬川　泰幸 セガワ　ヤスユキ

関　久美子 セキ　クミコ

関　慶子 セキ　ケイコ

関　厚一郎 セキ　コウイチロウ

関　周太郎 セキ　シュウタロウ

関　慎二郎 セキ　シンジロウ

関　博志 セキ　ヒロユキ

関川　綾乃 セキガワ　アヤノ

関川　浩樹 セキカワ　ヒロキ

関口　明子 セキグチ　アキコ

関口　淳裕 セキグチ　アツヒロ

関口　早恵 セキグチ　サエ

関口　貴代 セキグチ　タカヨ

関口　剛美 セキグチ　タケミ

関口　昌人 セキグチ　マサト

関口　真利江 セキグチ　マリエ

関口　由香里 セキグチ　ユカリ

関島　千尋 セキジマ　チヒロ

関田　昭彦 セキタ　アキヒコ

關根　一人 セキネ　カズト

関根　秀介 セキネ　シュウスケ

関根　正浩 セキネ　マサヒロ

関根　利佳 セキネ　リカ

関谷　芳明 セキヤ　ヨシアキ

關山　裕詩 セキヤマ　ヒロシ

瀬戸　篤 セト　アツシ

瀬戸　富美子 セト　フミコ

瀬戸　利香 セト　リカ

瀬藤　容子 セトウ　ヨウコ

瀬戸口　薫 セトグチ　カオル

瀬戸口　大典 セトグチ　ダイスケ

瀬浪　克彦 セナミ　カツヒコ

妹尾　浩史 セノオ　ヒロシ

脊山　雅子 セヤマ　マサコ

芹澤　陽子 セリザワ　ヨウコ

千田　絢子 センダ　アヤコ

千田　卓憲 センダ　タカノリ

千田　麻里子 センダ　マリコ

千田　麻里子 センダ　マリコ

仙頭　佳起 セントウ　ヨシキ

仙波　和記 センバ　カズノリ
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宋　語涛 ソウ　ゴトウ

徐　民恵 ソウ　ミネ

荘園　雅子 ソウエン　マサコ

副島　亜紀子 ソエジマ　アキコ

添田　岳宏 ソエダ　タケヒロ

添田　祐治 ソエダ　ユウジ

添田　理恵 ソエダ　リエ

曽我　広太 ソガ　コウタ

曽我　朋宏 ソガ　トモヒロ

曽我部　拓 ソガベ　タク

曽我部　豊 ソガベ　ユタカ

十河　大悟 ソゴウ　ダイゴ

園田　俊二 ソノダ　シュンジ

園田　拓郎 ソノダ　タクロウ

園淵　慧 ソノフチ　ケイ

園部　奨太 ソノベ　ショウタ

染井　將行 ソメイ　マサユキ

孫　慶淑 ソン　キョンス
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た 476 高谷　純司 タカタニ　ジュンジ

大条　紘樹 ダイジョウ　ヒロキ 髙津　徹 タカツ　トオル

大膳　和華 ダイゼン　ワカ 高月　明子 タカツキ　アキコ

平　久美子 タイラ　クミコ 髙辻　小枝子 タカツジ　サエコ

平　幸輝 タイラ　コウキ 高寺　恭子 タカデラ　キョウコ

平良　裕子 タイラ　ユウコ 鷹取　誠 タカトリ　マコト

平良　豊 タイラ　ユタカ 高取　真由美 タカトリ　マユミ

妙中　浩紀 タエナカ　ヒロキ 鷹西　敏雄 タカニシ　トシオ

太尾田　正彦 タオダ　マサヒコ 髙野　慧子 タカノ　サトコ

高　ひとみ タカ　ヒトミ 高野　真美 タカノ　マミ

髙井良　美穂 タカイラ　ミホ 高野　義人 タカノ　ヨシト

高榎　由美子 タカエノキ　ユミコ 高橋　亜矢子 タカハシ　アヤコ

髙尾　あや子 タカオ　アヤコ 高橋　礼子 タカハシ　アヤコ

高雄　由美子 タカオ　ユミコ 高橋　綾子 タカハシ　アヤコ

高岡　伸行 タカオカ　ノブユキ 高橋　英輔 タカハシ　エイスケ

髙岡　悠子 タカオカ　ユウコ 高橋　枝み タカハシ　エミ

高階　隼 タカカイ　ハヤト 高橋　和成 タカハシ　カズナリ

高川　奈央 タカガワ　ナオ 高橋　和伸 タカハシ　カズノブ

高木　治 タカキ　オサム 髙橋　佳奈子 タカハシ　カナコ

高木　久見子 タカギ　クミコ 高橋　佳代子 タカハシ　カヨコ

髙木　俊介 タカキ　シュンスケ 高橋　完 タカハシ　カン

髙木　俊成 タカギ　トシシゲ 高橋　享子 タカハシ　キョウコ

高木　敏行 タカギ　トシユキ 高橋　恭子 タカハシ　キョウコ

高木　麻里 タカギ　マリ 高橋　京助 タカハシ　キョウスケ

髙木　美沙 タカギ　ミサ 高橋　邦仁 タカハシ　クニヒト

高木　美砂子 タカキ　ミサコ 高橋　慧 タカハシ　ケイ

髙木　佑芙紀 タカギ　ユフキ 高橋　桂哉 タカハシ　ケイヤ

高久　裕子 タカク　ユウコ 髙橋　健一 タカハシ　ケンイチ

高桑　一登 タカクワ　カズト 高橋　紗緒梨 タカハシ　サオリ

高崎　正人 タカサキ　マサヒト 高橋　敏 タカハシ　サトシ

高澤　知規 タカザワ　トモノリ 高橋　修治 タカハシ　シュウジ

高階　雅紀 タカシナ　マサキ 髙橋　淳子 タカハシ　ジュンコ

高島　史樹 タカシマ　フミキ 高橋　俊作 タカハシ　シュンサク

高須　昭彦 タカス　アキヒコ 高橋　俊次 タカハシ　シュンジ

高杉　直哉 タカスギ　ナオヤ 高橋　玉実 タカハシ　タマミ

高薄　敏史 タカススキ　トシフミ 高橋　哲也 タカハシ　テツヤ

高瀬　浩二郎 タカセ　コウジロウ 高橋　徹行 タカハシ　テツユキ

高瀬　友彰 タカセ　トモアキ 高橋　徹 タカハシ　トオル

高瀬谷　ひかり タカセヤ　ヒカリ 高橋　俊明 タカハシ　トシアキ

髙田　敦子 タカタ　アツコ 高橋　利文 タカハシ　トシフミ

髙田　一哉 タカダ　カズヤ 高橋　智之 タカハシ　トモユキ

高田　久美 タカダ　クミ 高橋　菜々子 タカハシ　ナナコ

高田　幸治 タカダ　コウジ 高橋　久人 タカハシ　ヒサト

高田　康輔 タカタ　コウスケ 髙橋　英夫 タカハシ　ヒデオ

高田　浩太郎 タカタ　コウタロウ 高橋　秀則 タカハシ　ヒデノリ

髙田　純子 タカタ　ジュンコ 高橋　秀徳 タカハシ　ヒデノリ

高田　祥子 タカダ　ショウコ 高橋　一司 タカハシ　ヒトシ

髙田　真二 タカダ　シンジ 高橋　裕明 タカハシ　ヒロアキ

高田　俊和 タカダ　トシカズ 髙橋　裕也 タカハシ　ヒロヤ

髙田　朋彦 タカダ　トモヒコ 髙橋　マキ タカハシ　マキ

髙田　典和 タカダ　ノリカズ 高橋　雅彦 タカハシ　マサヒコ

高田　浩明 タカダ　ヒロアキ 高橋　昌代 タカハシ　マサヨ

髙田　眞紀子 タカダ　マキコ 髙橋　三佳 タカハシ　ミカ

高田　正史 タカダ　マサフミ 髙橋　実里 タカハシ　ミノリ

高田　美沙 タカダ　ミサ 高橋　深雪 タカハシ　ミユキ

高田　稔 タカダ　ミノル 高橋　佑一朗 タカハシ　ユウイチロウ

高田　由以子 タカダ　ユイコ 高橋　祐生 タカハシ　ユウキ

高田　幸昌 タカダ　ユキマサ 高橋　由紀子 タカハシ　ユキコ

高田　結理 タカダ　ユリ 高橋　葉子 タカハシ　ヨウコ



高橋　佳子 タカハシ　ヨシコ 田口　千聡 タグチ　チアキ

髙橋　良宏 タカハシ　ヨシヒロ 田口　昇 タグチ　ノボル

高橋　良享 タカハシ　ヨシユキ 田口　典子 タグチ　ノリコ

高橋　陵太 タカハシ　リョウタ 田口　裕之 タグチ　ヒロユキ

高橋　麗子 タカハシ　レイコ 田口　真奈 タグチ　マナ

高橋　和香 タカハシ　ワカ 田口　学 タグチ　マナブ

高林　令奈 タカバヤシ　レイナ 田口　弥人 タグチ　ミツト

髙原　麻美 タカハラ　アサミ 武井　彩 タケイ　アヤ

高原　明子 タカハラ　サヤコ 武井　純二 タケイ　ジュンジ

高原　寛 タカハラ　ヒロシ 武居　哲洋 タケイ　テツヒロ

高原　洋子 タカハラ　ヨウコ 武井　祐介 タケイ　ユウスケ

髙平　陽子 タカヒラ　ヨウコ 竹市　広 タケイチ　ヒロム

髙淵　聡史 タカブチ　サトシ 竹入　由賀 タケイリ　ユカ

鷹架　博之 タカホコ　ヒロユキ 竹内　昭憲 タケウチ　アキノリ

高松　功 タカマツ　イサオ 竹内　一雄 タケウチ　カズオ

高松　美砂子 タカマツ　ミサコ 竹内　健二 タケウチ　ケンジ

田上　大作 タガミ　ダイサク 竹内　純平 タケウチ　ジュンペイ

田上　望 タガミ　ノゾム 竹内　稚依 タケウチ　チエ

田上　方子 タガミ　ノリコ 竹内　奈央 タケウチ　ナオ

田上　瑠美 タガミ　ルミ 竹内　直子 タケウチ　ナオコ

髙道　恭生 タカミチ　ヤスオ 竹内　徳子 タケウチ　ノリコ

高宮　達郎 タカミヤ　タツオ 竹内　護 タケウチ　マモル

髙村　敬子 タカムラ　ケイコ 武内　三希子 タケウチ　ミキコ

高村　はるか タカムラ　ハルカ 竹内　洋平 タケウチ　ヨウヘイ

高村　和可 タカムラ　ワカ 竹内　嘉浩 タケウチ　ヨシヒロ

髙群　博之 タカムレ　ヒロユキ 武川　仁子 タケカワ　キミコ

高本　勝博 タカモト　カツヒロ 竹口　有美 タケグチ　ユミ

高矢　雅大 タカヤ　マサヒロ 竹口　蘭 タケグチ　ラン

高柳　猛彦 タカヤナギ　タケヒコ 竹崎　亨 タケザキ　トオル

髙山　浩二 タカヤマ　コウジ 武士　昌裕 タケシ　マサヒロ

高山　千史 タカヤマ　チフミ 竹下　秀祐 タケシタ　シュウスケ

髙山　尚美 タカヤマ　ナオミ 竹下　淳 タケシタ　ジュン

高山　隆吉 タカヤマ　リュウキチ 竹下　次郎 タケシタ　ジロウ

高山　渉 タカヤマ　ワタル 竹下　裕二 タケシタ　ユウジ

田川　京子 タガワ　キョウコ 竹下　依子 タケシタ　ヨリコ

田川　剛志 タガワ　ツヨシ 竹下　利奈 タケシタ　リナ

田川　学 タガワ　マナブ 竹島　直純 タケシマ　ナオズミ

瀧　康則 タキ　ヤスノリ 武島　玲子 タケシマ　レイコ

瀧　友紀 タキ　ユキ 武末　美幸 タケスエ　ミユキ

瀧川　聰 タキガワ　サトシ 武田　明子 タケダ　アキコ

瀧川　千鶴子 タキガワ　チヅコ 武田　明 タケダ　アキラ

瀧口　咲子 タキグチ　サキコ 武田　憲治 タケダ　ケンジ

瀧口　侑子 タキグチ　ユウコ 竹田　健太 タケダ　ケンタ

滝沢　泰蔵 タキザワ　タイゾウ 武田　里美 タケダ　サトミ

滝沢　洋之 タキザワ　ヒロユキ 竹田　貴雄 タケダ　タカオ

瀧澤　裕 タキサワ　ユタカ 武田　親宗 タケダ　チカシ

滝島　千尋 タキシマ　チヒロ 竹田　智雄 タケダ　トモオ

田北　彰 タキタ　アキラ 竹田　智子 タケダ　トモコ

瀧田　栄一 タキタ　エイイチ 竹田　智浩 タケダ　トモヒロ

滝塚　敦 タキヅカ　アツシ 竹田　寛恵 タケダ　ヒロエ

瀧波　慶和 タキナミ　ヨシカズ 武田　昌子 タケダ　マサコ

滝野　和哉 タキノ　カズヤ 竹田　政史 タケダ　マサフミ

滝本　佳予 タキモト　カヨ 竹田　道宏 タケダ　ミチヒロ

瀧本　眞 タキモト　マコト 竹田　峰子 タケダ　ミネコ

田口　聡久 タグチ　アキヒサ 武田　美和子 タケダ　ミワコ

田口　敦子 タグチ　アツコ 武田　勇毅 タケダ　ユウキ

田口　さゆり タグチ　サユリ 武田　由記 タケダ　ユキ

田口　志麻 タグチ　シマ 竹田　尚功 タケダ　ヨシノリ

田口　祥子 タグチ　ショウコ 武田　圭史 タケダ　ヨシフミ

田口　真也 タグチ　シンヤ 武智　晶子 タケチ　アキコ



武智　健一 タケチ　ケンイチ 田附　三佐子 タヅケ　ミサコ

武市　桃子 タケチ　モモコ 竜田　ちひろ タツタ　チヒロ

武富　太郎 タケトミ　タロウ 立野　里織 タツノ　サオリ

武中　敏恵 タケナカ　トシエ 楯　亜紀 タテ　アキ

竹中　智昭 タケナカ　トモアキ 伊達　久子 ダテ　ヒサコ

竹中　睦子 タケナカ　ムツコ 立石　浩二 タテイシ　コウジ

竹浪　民江 タケナミ　タミエ 立岩　浩規 タテイワ　ヒロキ

竹之下　真 タケノシタ　マコト 舘浦　尚 タテウラ　ナオ

竹端　恵子 タケハナ　ケイコ 舘岡　一芳 タテオカ　カズヨシ

竹林　毅 タケバヤシ　タケシ 立志　紳一郎 タテシ　シンイチロウ

竹林　紀子 タケバヤシ　ノリコ 蓼沼　佐岐 タデヌマ　サキ

竹原　由佳 タケハラ　ユカ 立山　真吾 タテヤマ　シンゴ

竹久　紫乃 タケヒサ　シノ 田所　貴弘 タドコロ　タカヒロ

武部　真理子 タケベ　マリコ 田中　愛 タナカ　アイ

竹前　彰人 タケマエ　アキヒト 田中　愛子 タナカ　アイコ

竹峰　和宏 タケミネ　カズヒロ 田中　亜季 タナカ　アキ

竹村　瞳 タケムラ　ヒトミ 田中　彰子 タナカ　アキコ

竹村　博 タケムラ　ヒロシ 田中　暁子 タナカ　アキコ

竹村　瑞恵 タケムラ　ミズエ 田中　明美 タナカ　アケミ

竹村　佳記 タケムラ　ヨシノリ 田中　亜里沙 タナカ　アリサ

竹本　彩 タケモト　アヤ 田中　一生 タナカ　カズタカ

竹本　真理子 タケモト　マリコ 田中　克拓 タナカ　カツヒロ

竹本　安宏 タケモト　ヤスヒロ 田中　薫 タナカ　カホリ

竹森　健 タケモリ　ケン 田中　佳代 タナカ　カヨ

竹山　栄子 タケヤマ　エイコ 田中　清高 タナカ　キヨタカ

竹山　正治 タケヤマ　マサハル 田中　久美子 タナカ　クミコ

武山　まゆ子 タケヤマ　マユコ 田中　健介 タナカ　ケンスケ

田崎　大喜 タサキ　トモヨシ 田中　幸一 タナカ　コウイチ

田澤　和雅 タザワ　カズマサ 田中　厚司 タナカ　コウジ

田澤　希久子 タザワ　キクコ 田中　聡 タナカ　サトシ

田澤　利治 タザワ　トシハル 田中　悟 タナカ　サトル

田島　明子 タジマ　アキコ 田中　成和 タナカ　シゲカズ

田島　圭子 タジマ　ケイコ 田中　純哉 タナカ　ジュンヤ

田島　つかさ タジマ　ツカサ 田中　真司 タナカ　シンジ

田島　朋幸 タジマ　トモユキ 田中　せり花 タナカ　セリカ

田嶋　実 タジマ　ミノル 田中　園美 タナカ　ソノミ

田下　大海 タシモ　オオミ 田中　千香子 タナカ　チカコ

田尻　晃彦 タジリ　アキヒコ 田中　千春 タナカ　チハル

田尻　友恵 タジリ　トモエ 田中　貞雅 タナカ　テイガ

田尻　美香 タジリ　ミカ 田中　暢 タナカ　トオル

田尻　美穂 タジリ　ミホ 田中　俊光 タナカ　トシアキ

田代　章悟 タシロ　ショウゴ 田中　稔幸 タナカ　トシユキ

田代　尊久 タシロ　タカヒサ 田中　具治 タナカ　トモハル

田代　直規 タシロ　ナオキ 田中　智大 タナカ　トモヒロ

田代　友里子 タシロ　ユリコ 田中　信彦 タナカ　ノブヒコ

多田　敏彦 タダ　トシヒコ 田中　暢洋 タナカ　ノブヒロ

多田　文彦 タダ　フミヒコ 田中　敏普 タナカ　ハルユキ

多田　雅博 タダ　マサヒロ 田中　久博 タナカ　ヒサヒロ

只野　亮 タダノ　リョウ 田中　秀典 タナカ　ヒデノリ

多田羅　康章 タタラ　ヤスアキ 田中　英文 タナカ　ヒデフミ

舘　英里佳 タチ　エリカ 田中　宏明 タナカ　ヒロアキ

立川　俊一 タチカワ　シュンイチ 田中　宏 タナカ　ヒロシ

立川　真弓 タチカワ　マユミ 田中　博志 タナカ　ヒロシ

橘　かおり タチバナ　カオリ 田中　博文 タナカ　ヒロフミ

橘　薫 タチバナ　カオル 田中　宏幸 タナカ　ヒロユキ

橘　和哉 タチバナ　カズヤ 田中　宏幸 タナカ　ヒロユキ

立花　俊祐 タチバナ　シュンスケ 田中　麻衣 タナカ　マイ

橘　俊孝 タチバナ　トシタカ 田中　雅輝 タナカ　マサアキ

橘　信子 タチバナ　ノブコ 田中　学 タナカ　マナブ

立原　弘章 タチハラ　ヒロアキ 田中　真佑美 タナカ　マユミ



田中　満理恵 タナカ　マリエ 谷口　菜奈子 タニグチ　ナナコ

田中　美緒 タナカ　ミオ 谷口　文香 タニグチ　フミカ

田中　みちる タナカ　ミチル 谷口　正廣 タニグチ　マサヒロ

田中　萌生 タナカ　モエギ 谷口　美づき タニグチ　ミヅキ

田中　基 タナカ　モトシ 谷島　明秋 タニジマ　メイシュウ

田中　素成 タナカ　モトナリ 谷島　由佳理 タニジマ　ユカリ

田中　寧 タナカ　ヤスシ 谷西　秀紀 タニニシ　ヒデキ

田中　康智 タナカ　ヤストモ 谷野　雅昭 タニノ　マサアキ

田中　康規 タナカ　ヤスノリ 谷藤　方俊 タニフジ　マサトシ

田中　優 タナカ　ユウ 谷本　圭司 タニモト　ケイジ

田中　裕一 タナカ　ユウイチ 谷本　敬 タニモト　タカシ

田中　祐子 タナカ　ユウコ 谷山　唯津子 タニヤマ　イツコ

田中　幸雄 タナカ　ユキオ 田上　大祐 タノウエ　ダイスケ

田中　行夫 タナカ　ユキオ 田畑　麻里 タバタ　マリ

田中　有美 タナカ　ユミ 田原　里美 タハラ　サトミ

田中　弓子 タナカ　ユミコ 田原　慎太郎 タハラ　シンタロウ

田中　洋一 タナカ　ヨウイチ 田原　直樹 タハラ　ナオキ

田中　芳明 タナカ　ヨシアキ 田平　暢恵 タヒラ　ノブエ

田中　義一 タナカ　ヨシカズ 田渕　沙織 タブチ　サオリ

田中　禎一 タナカ　ヨシカズ 田渕　博子 タブチ　ヒロコ

田中　竜介 タナカ　リュウスケ 多保　悦夫 タボ　エツオ

田中　るみ タナカ　ルミ 玉井　謙次 タマイ　ケンジ

棚木　直人 タナギ　ナオト 玉井　裕 タマイ　ユタカ

棚田　和子 タナダ　カズコ 玉垣　伸二 タマガキ　シンジ

棚田　大輔 タナダ　ダイスケ 玉川　心吾 タマガワ　シンゴ

棚橋　振一郎 タナハシ　シンイチロウ 玉川　隆生 タマガワ　タカオ

棚橋　識生 タナハシ　ノリオ 玉川　竜平 タマガワ　リュウヘイ

棚平　大 タナヒラ　ダイ 玉木　章雅 タマキ　フミマサ

棚平　千代子 タナヒラ　チヨコ 玉城　敬史 タマシロ　ケイシ

田辺　瀬良美 タナベ　セラビ 玉里　順子 タマリ　ジュンコ

田邉　毅 タナベ　タケシ 溜渕　昌美 タマリブチ　マサミ

田辺　健 タナベ　タケシ 民井　あかね タミイ　アカネ

田邉　仁志 タナベ　ヒトシ 民井　亨 タミイ　トオル

田辺　寛子 タナベ　ヒロコ 田村　和美 タムラ　カズミ

田辺　水緒子 タナベ　ミオコ 田村　純子 タムラ　ジュンコ

田邉　光和子 タナベ　ミワコ 田村　貴彦 タムラ　タカヒコ

田邊　康彦 タナベ　ヤスヒコ 田村　高廣 タムラ　タカヒロ

田邉　優子 タナベ　ユウコ 田村　岳士 タムラ　タケシ

谷　大輔 タニ　ダイスケ 田村　有 タムラ　タモツ

谷　知久 タニ　トモヒサ 田村　哲也 タムラ　テツヤ

谷　真規子 タニ　マキコ 田村　秀樹 タムラ　ヒデキ

谷　美登利 タニ　ミドリ 田村　誠志 タムラ　マサシ

谷井　梨美 タニイ　リミ 田村　真由子 タムラ　マユコ

谷上　祥世 タニウエ　サチヨ 田村　悠希 タムラ　ユキ

谷岡　野人 タニオカ　ノヒト 田村　隆二 タムラ　リュウジ

谷岡　富美男 タニオカ　フミオ 田山　準子 タヤマ　ジュンコ

谷奥　匡 タニオク　タダシ 垂井　薫 タルイ　カオリ

谷川　沙織 タニガワ　サオリ 垂石　智重子 タルイシ　チエコ

谷川　義則 タニガワ　ヨシノリ 樽本　義男 タルモト　ヨシオ

谷口　明子 タニグチ　アキコ 田和　聖子 タワ　ショウコ

谷口　安紀子 タニグチ　アキコ 唐　思健 タン　シージャン

谷口　晃啓 タニグチ　アキヒロ 團　智芳 ダン　トモカ

谷口　彩乃 タニグチ　アヤノ 檀浦　徹也 ダンウラ　テツヤ

谷口　一男 タニグチ　カズオ 丹下　和晃 タンゲ　カズアキ

谷口　佳奈 タニグチ　カナ 丹藤　陽子 タントウ　ヨウコ

谷口　知史 タニグチ　サトシ 丹野　英 タンノ　マサル

谷口　周平 タニグチ　シュウヘイ 丹保　亜希仁 タンポ　アキヒト

谷口　淳一郎 タニグチ　ジュンイチロウ 段村　雅人 ダンムラ　マサト

谷口　妙子 タニグチ　タエコ

谷口　巧 タニグチ　タクミ
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近井　高志 チカイ　タカシ

千田　康之 チダ　ヤスユキ

千田　雄太郎 チダ　ユウタロウ

千々岩　絵里子 チヂイワ　エリコ

茅野　孝明 チノ　タカアキ

千葉　聡子 チバ　サトコ

千葉　峻士 チバ　シュンジ

千葉　俊介 チバ　シュンスケ

千葉　知史 チバ　トモフミ

千葉　桃子 チバ　モモコ

千原　孝志 チハラ　タカシ

千布　悦子 チフ　エツコ

茶木　友浩 チャキ　トモヒロ

茶谷　祐一 チャタニ　ユウイチ

Ｃｈａｎｄｒａ　Ｗｉｔｊａ チャンドラ　ウィジャヤ

張　侃 チョウ　カン

張　京浩 チョウ　キョウヒロ

趙　晃済 チョウ　コウサイ

趙　成三 チョウ　ソンサミ
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つ 91 土屋　律子 ツチヤ　リツコ

塚窪　俊裕 ツカクボ　トシヒロ 土屋　れい子 ツチヤ　レイコ

塚越　栄次 ツカゴシ　エイジ 筒井　冨美 ツツイ　フミ

塚越　美喜子 ツカゴシ　ミキコ 筒井　雅人 ツツイ　マサト

塚田　朗 ツカダ　アキラ 筒井　麻里 ツツイ　マリ

塚田　博史 ツカダ　ヒロシ 堤　香苗 ツツミ　カナエ

塚谷　洋美 ツカタニ　ヒロミ 堤　加奈子 ツツミ　カナコ

束野　友里 ツカノ　ユリ 堤　貴彦 ツツミ　タカヒコ

塚原　郁夫 ツカハラ　イクオ 堤　保夫 ツツミ　ヤスオ

塚原　純雄 ツカハラ　スミオ 堤　祐介 ツツミ　ユウスケ

塚本　絵里 ツカモト　エリ 堤　裕美子 ツツミ　ユミコ

塚本　哲生 ツカモト　テツオ 堤　要介 ツツミ　ヨウスケ

突沖　満則 ツキオキ　ミツノリ 恒遠　剛示 ツネトウ　タカシ

築地　崇 ツキジ　タカシ 角渕　浩央 ツノブチ　ヒロナカ

次田　佳代 ツギタ　カヨ 椿　久美子 ツバキ　クミコ

月永　晶人 ツキナガ　アキト 椿　康輔 ツバキ　コウスケ

築山　公美子 ツキヤマ　クミコ 椿　隆行 ツバキ　タカユキ

築山　裕子 ツキヤマ　ヒロコ 鍔木　紀子 ツバキ　ノリコ

継　容子 ツグ　ヨウコ 圓谷　直子 ツブラヤ　ナオコ

津久井　淳 ツクイ　アツシ 坪井　さやか ツボイ　サヤカ

津久井　亮太 ツクイ　リョウタ 坪内　宏樹 ツボウチ　ヒロキ

柘植　江里香 ツゲ　エリカ 坪川　雅子 ツボカワ　マサコ

柘植　雅嗣 ツゲ　マサツグ 坪倉　秀幸 ツボクラ　ヒデユキ

津崎　建 ツザキ　ケン 坪光　祥晃 ツボコウ　ヨシアキ

辻　匠子 ツジ　ショウコ 坪田　信三 ツボタ　シンゾウ

辻　大介 ツジ　ダイスケ 坪谷　有里 ツボタニ　ユリ

辻　貴子 ツジ　タカコ 露嵜　仁志 ツユザキ　ヒトシ

辻　達也 ツジ　タツヤ 津留　世里 ツル　セリ

辻　千晶 ツジ　チアキ 敦賀　健吉 ツルガ　ケンキチ

辻　史子 ツジ　チカコ 鶴田　俊介 ツルタ　シュンスケ

辻　菜々子 ツジ　ナナコ 鶴谷　愛 ツルタニ　アイ

辻井　英治 ツジイ　エイジ 鶴長　容子 ツルナガ　ヨウコ

辻井　健二 ツジイ　ケンジ

辻川　洋 ツジカワ　ヒロシ

辻藤　達也 ツジトウ　タツヤ

辻原　寛子 ツジハラ　ヒロコ

津嶋　宏一 ツシマ　コウイチ

辻村　恭江 ツジムラ　ヤスエ

辻本　和之 ツジモト　カズユキ

辻本　さやか ツジモト　サヤカ

辻本　宜敏 ツジモト　タカトシ

辻本　芳孝 ツジモト　ヨシタカ

津田　敦 ツダ　アツシ

津田　和信 ツダ　カズノブ

津田　詠子 ツダ　ナガコ

津田　典之 ツダ　ノリユキ

津高　省三 ツダカ　ショウゾウ

蔦原　祥 ツタハラ　ショウ

土田　実砂 ツチダ　ミサ

土田　陸平 ツチダ　リクヘイ

土橋　哲也 ツチハシ　テツヤ

土持　浩恵 ツチモチ　ヒロエ

土本　鉄平 ツチモト　テッペイ

土屋　淳 ツチヤ　アツシ

土屋　香 ツチヤ　カオリ

土屋　滋雄 ツチヤ　シゲオ

土屋　智徳 ツチヤ　トモノリ

土屋　尚久 ツチヤ　ナオヒサ

土屋　裕子 ツチヤ　ヒロコ
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出口　志保 デグチ　シホ

出口　浩之 デグチ　ヒロユキ

出口　美希 デグチ　ミキ

出口　亮 デグチ　リョウ

出崎　陽子 デサキ　ヨウコ

勅使河原　綾野 テシガワラ　アヤノ

鉄　慎一郎 テツ　シンイチロウ

出水　明 デミズ　アキラ

出村　久子 デムラ　ヒサコ

寺内　知也 テラウチ　トモヤ

寺尾　一木 テラオ　カズキ

寺尾　欣也 テラオ　キンヤ

寺尾　嘉彰 テラオ　ヨシアキ

寺門　瞳 テラカド　ヒトミ

寺崎　秀平 テラサキ　シュウヘイ

寺﨑　美沙子 テラサキ　ミサコ

寺迫　潔 テラサコ　キヨシ

寺島　哲二 テラシマ　テツジ

寺島　早人 テラシマ　ハヤト

寺島　弘康 テラシマ　ヒロヤス

寺嶋　正佳 テラシマ　マサヨシ

寺島　良幸 テラシマ　ヨシユキ

寺田　哲 テラダ　サトシ

寺田　尚弘 テラダ　タカヒロ

寺田　忠徳 テラダ　タダノリ

寺田　てる美 テラダ　テルミ

寺田　統子 テラダ　ノリコ

寺田　宏達 テラダ　ヒロミチ

寺田　政光 テラダ　マサミツ

寺田　雄紀 テラダ　ユウキ

寺田　類 テラダ　ルイ

寺端　昭博 テラハタ　アキヒロ

寺邊　伸恵 テラベ　ノブエ

寺本　仁美 テラモト　ヒトミ

寺本　友三 テラモト　ユウゾウ

寺山　公栄 テラヤマ　キミエ

寺山　祥子 テラヤマ　サチコ

照井　克生 テルイ　カツオ

照井　貴子 テルイ　タカコ

照喜名　純 テルキナ　ジュン

照屋　孝二 テルヤ　コウジ

天日　聖 テンニチ　タカシ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名

と 129 杼窪　寛 トチクボ　ヒロシ

土居　朗子 ドイ　アキコ 十時　崇彰 トトキ　タカアキ

土井　亜希子 ドイ　アキコ 戸ノ崎　志乃 トノザキ　シノ

土井　健司 ドイ　ケンジ 戸ノ崎　拓哉 トノザキ　タクヤ

土居　真太郎 ドイ　シンタロウ 外崎　充 トノサキ　ミツル

土井　拓 ドイ　タク 鳥羽　晃子 トバ　コウコ

土井　敏彦 ドイ　トシヒコ 鳥羽　好恵 トバ　ヨシエ

土井　智喜 ドイ　トモキ 土橋　伸行 ドバシ　ノブユキ

土居　ゆみ ドイ　ユミ 土橋　富美子 ドバシ　フミコ

藤　雅文 トウ　マサフミ 土肥　泰明 トヒ　ヤスアキ

董　理 トウ　リ 飛世　史則 トビセ　フミノリ

陶　莉沙 トウ　リサ 戸部　賢 トベ　マサル

東海林　秀幸 トウカイリン　ヒデユキ 富　勝治 トミ　カツジ

東郷　ひろみ トウゴウ　ヒロミ 富江　久 トミエ　ヒサシ

道幸　由香里 ドウコウ　ユカリ 冨江　有香 トミエ　ユカ

道宗　明 ドウシュウ　アキラ 富岡　昭裕 トミオカ　アキヒロ

當重　一也 トウジュウ　カズヤ 富岡　恵子 トミオカ　ケイコ

東條　健太郎 トウジョウ　ケンタロウ 冨木　麻衣子 トミキ　マイコ

堂城　真友子 ドウジョウ　マユコ 富田　明子 トミタ　アキコ

東藤　義公 トウドウ　ヨシヒロ 冨田　晶子 トミタ　アキコ

桃原　志穂 トウバル　シホ 富田　彰 トミタ　アキラ

東平　哲之 トウヘイ　サトシ 冨田　麻美 トミタ　アサミ

當別當　庸子 トウベットウ　ヨウコ 冨田　温子 トミタ　アツコ

東名　里恵 トウミョウ　リエ 富田　絵美 トミタ　エミ

銅谷　実 ドウヤ　ミノル 冨田　研 トミタ　ケン

遠井　亨 トオイ　トオル 冨田　貴子 トミタ　タカコ

遠瀬　龍二 トオセ　リュウジ 冨田　知恵 トミタ　チエ

遠山　浩平 トオヤマ　コウヘイ 富田　信行 トミタ　ノブユキ

遠山　悟史 トオヤマ　サトシ 冨田　正樹 トミダ　マサキ

遠山　貴之 トオヤマ　タカユキ 冨田　真晴 トミタ　マサハル

遠山　裕樹 トオヤマ　ユウキ 冨田　美佐緒 トミタ　ミサオ

富樫　敬 トガシ　ケイ 冨田　由紀子 トミタ　ユキコ

富樫　秀彰 トガシ　ヒデアキ 富田　有毅彦 トミタ　ユキヒコ

土岐　崇幸 トキ　タカユキ 冨地　恵子 トミチ　ケイコ

時田　幸治 トキタ　タカハル 臣永　麻子 トミナガ　アサコ

時任　剛志 トキトウ　ツヨシ 富永　喜代 トミナガ　キヨ

時任　利奈 トキトウ　リナ 富永　将三 トミナガ　ショウゾウ

時永　泰行 トキナガ　ヤスユキ 富永　拓 トミナガ　ヒロキ

釋舎　和子 トキヤ　カズコ 冨永　昌周 トミナガ　マサチカ

常盤　大樹 トキワ　ヒロキ 冨永　陽介 トミナガ　ヨウスケ

德岡　浩信 トクオカ　ヒロノブ 冨野　麻利子 トミノ　マリコ

徳川　茂樹 トクガワ　シゲキ 富野　美紀子 トミノ　ミキコ

徳田　賢太郎 トクダ　ケンタロウ 友塚　直人 トモツカ　ナオト

徳田　留衣 トクダ　ルイ 友成　雅敏 トモナリ　マサトシ

得津　裕俊 トクツ　ヒロトシ 戸谷　遼 トヤ　リョウ

得津　佳道 トクツ　ヨシミチ 外山　恵美子 トヤマ　エミコ

徳永　桂子 トクナガ　ケイコ 外山　祥子 トヤマ　サチコ

德永　紗織 トクナガ　サオリ 外山　裕章 トヤマ　ヒロアキ

徳永　元秀 トクナガ　モトヒデ 豊嶋　恭子 トヨシマ　キョウコ

徳嶺　譲芳 トクミネ　ジョウホウ 豊田　浩作 トヨタ　コウサク

徳若　純子 トクワカ　ジュンコ 豊田　梢 トヨダ　コズエ

都甲　洋子 トゴウ　ヨウコ 豊田　沙也花 トヨダ　サヤカ

戸坂　真也 トサカ　シンヤ 豊田　茂芳 トヨタ　シゲヨシ

豊島　歩美 トシマ　アユミ 豊田　大介 トヨダ　ダイスケ

戸田　繁 トダ　シゲル 豊田　智美 トヨダ　トモミ

戸田　法子 トダ　ノリコ 豊田　有加里 トヨタ　ユカリ

土地　邦彦 ドチ　クニヒコ 豊永　晋也 トヨナガ　シンヤ

栃井　都紀子 トチイ　トキコ 豊永　庸佑 トヨナガ　ヨウスケ

栃木　知子 トチギ　トモコ 豊山　奈保 トヨヤマ　ナホ



豊山　広勝 トヨヤマ　ヒロカツ

虎岩　知志 トライワ　サトシ

トラバリー　ファラ トラバリー　ファラ

寅丸　智子 トラマル　トモコ

鳥居　圭 トリイ　ケイ

鳥居　愛美 トリイ　マナミ

鳥居　ゆき トリイ　ユキ

鳥海　岳 トリウミ　タカシ

鳥飼　亜利寿 トリカイ　アリス

鳥崎　哲平 トリサキ　テッペイ

鳥谷部　政樹 トリヤベ　マサキ

鳥山　澄子 トリヤマ　スミコ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 永川　保 ナガカワ　タモツ

な 337 中川　秀之 ナカガワ　ヒデユキ

内藤　威 ナイトウ　タケシ 中川　博美 ナカガワ　ヒロミ

内藤　智孝 ナイトウ　トモタカ 中川　洵 ナカガワ　マコト

内藤　宏道 ナイトウ　ヒロミチ 中川　雅之 ナカガワ　マサユキ

内藤　祐介 ナイトウ　ユウスケ 中川　元文 ナカガワ　モトノリ

内藤　慶史 ナイトウ　ヨシフミ 中川　裕一 ナカガワ　ユウイチ

内藤　梨奈 ナイトウ　リナ 中川　陽介 ナカガワ　ヨウスケ

奈尾　幸子 ナオ　ユキコ 中川　力丸 ナカガワ　リキマル

直　有利奈 ナオ　ユリナ 中川内　章 ナカガワチ　アキラ

直井　紀子 ナオイ　ノリコ 中郷　あゆみ ナカゴウ　アユミ

中井　愛子 ナカイ　アイコ 中込　尚子 ナカゴミ　ショウコ

長井　昭宏 ナガイ　アキヒロ 長坂　修子 ナガサカ　シュウコ

永井　梓 ナガイ　アズサ 長坂　安子 ナガサカ　ヤスコ

永井　郁夫 ナガイ　イクオ 長崎　晶美 ナガサキ　アキミ

永井　絵里 ナガイ　エリ 長﨑　阿礼 ナガサキ　アレイ

中井　香 ナカイ　カオリ 長崎　剛 ナガサキ　ゴウ

永井　一成 ナガイ　カズシゲ 長﨑　宏則 ナガサキ　ヒロノリ

中井　希紫子 ナカイ　キシコ 永迫　奈巳 ナガサコ　ナミ

長井　恭子 ナガイ　キョウコ 永澤　一郎 ナガサワ　イチロウ

中井　哲慈 ナカイ　テツジ 中澤　圭介 ナカザワ　ケイスケ

中井　俊宏 ナカイ　トシヒロ 中澤　健二 ナカザワ　ケンジ

長井　仁志 ナガイ　ヒトシ 中澤　直 ナカザワ　タダシ

長井　洋 ナガイ　ヒロシ 中澤　遥 ナカザワ　ハルカ

永井　美玲 ナガイ　ミレイ 中澤　春政 ナカザワ　ハルマサ

永井　美和子 ナガイ　ミワコ 中澤　真奈 ナカザワ　マナ

永井　裕子 ナガイ　ユウコ 長澤　実佳 ナガサワ　ミカ

永井　義浩 ナガイ　ヨシヒロ 中路　佳美 ナカジ　ヨシミ

中井川　直子 ナカイガワ　ナオコ 中嶌　絵美 ナカジマ　エミ

中江　文 ナカエ　アヤ 長島　君元 ナガシマ　キミモト

長江　正晴 ナガエ　マサハル 中島　邦枝 ナカジマ　クニエ

長江　泰孝 ナガエ　ヤスタカ 中島　久美子 ナカシマ　クミコ

中尾　秋葉 ナカオ　アキハ 中島　慶子 ナカシマ　ケイコ

長尾　佳奈 ナガオ　カナ 中島　研 ナカシマ　ケン

中尾　謙太 ナカオ　ケンタ 中嶋　健 ナカシマ　ケン

長尾　知哉 ナガオ　トモヤ 中島　浩一 ナカジマ　コウイチ

長尾　乃婦子 ナガオ　ノブコ 長嶋　小百合 ナガシマ　サユリ

長尾　典尚 ナガオ　ノリヒサ 中島　史織 ナカシマ　シオリ

長尾　瞳 ナガオ　ヒトミ 長嶋　祥子 ナガシマ　ショウコ

中尾　博之 ナカオ　ヒロユキ 中島　大樹 ナカシマ　ダイキ

永尾　勝 ナガオ　マサル 中島　大介 ナカジマ　ダイスケ

中尾　三和子 ナカオ　ミワコ 中島　卓志 ナカジマ　タカシ

中尾　康尚 ナカオ　ヤスヒサ 中島　拓郎 ナカシマ　タクロウ

長尾　靖之 ナガオ　ヤスユキ 中島　伸介 ナカジマ　ノブユキ

中尾　幸晴 ナカオ　ユキハル 中島　光 ナカジマ　ヒカル

長尾　嘉晃 ナガオ　ヨシアキ 仲島　浩 ナカジマ　ヒロシ

長岡　京子 ナガオカ　キョウコ 中島　太 ナカジマ　フトシ

長岡　武彦 ナガオカ　タケヒコ 中島　理証 ナカジマ　マサアキ

長岡　治美 ナガオカ　ハルミ 中島　昌暢 ナカジマ　マサノブ

長岡　美彌子 ナガオカ　ミヤコ 長島　道生 ナガシマ　ミチオ

長岡　由姫 ナガオカ　ユキ 中島　基晶 ナカジマ　モトアキ

中上　美希 ナカガミ　ミキ 中島　康之 ナカシマ　ヤスユキ

中川　哲 ナカガワ　アキラ 長島　義人 ナガシマ　ヨシト

中川　明美 ナカガワ　アケミ 中嶋　和佳 ナカジマ　ワカ

中川　清隆 ナカガワ　キヨタカ 中筋　あや ナカスジ　アヤ

中川　景子 ナカガワ　ケイコ 長瀬　秀顕 ナガセ　ヒデアキ

中川　真志 ナカガワ　シンジ 永瀬　喜久 ナガセ　ヨシヒサ

中川　拓 ナカガワ　タク 仲宗根　しのぶ ナカソネ　シノブ

中川　健 ナカガワ　タケシ 永田　厚 ナガタ　アツシ

中河　達史 ナカガワ　タツシ 永田　功 ナガタ　イサオ



永田　悦朗 ナガタ　エツロウ 中野　伸彦 ナカノ　ノブヒコ

中田　克治 ナカダ　カツハル 長野　治和 ナガノ　ハルカズ

永田　紗弥子 ナガタ　サヤコ 中野　弘行 ナカノ　ヒロユキ

中田　純 ナカタ　ジュン 長野　真行 ナガノ　マサユキ

仲田　純也 ナカダ　ジュンヤ 中野　美紀 ナカノ　ミキ

長田　多賀子 ナガタ　タカコ 仲野　実輝 ナカノ　ミキ

永田　健充 ナガタ　タケミツ 中野　通代 ナカノ　ミチヨ

永田　環 ナガタ　タマキ 中野　もとみ ナカノ　モトミ

長田　千愛 ナガタ　チエ 中野　由惟 ナカノ　ユイ

中田　智子 ナカタ　トモコ 中野　由衣子 ナカノ　ユイコ

長田　直人 ナガタ　ナオト 中野　裕子 ナカノ　ユウコ

長田　大雅 ナガタ　ヒロマサ 中野　雄介 ナカノ　ユウスケ

中田　宏美 ナカダ　ヒロミ 長野　ゆり ナガノ　ユリ

仲田　麻衣 ナカダ　マイ 中野　庸一郎 ナカノ　ヨウイチロウ

中田　美緒 ナカタ　ミオ 中野　陽子 ナカノ　ヨウコ

永田　美和 ナガタ　ミワ 長橋　究 ナガハシ　キワム

中田　行洋 ナカタ　ユキヒロ 中橋　剛 ナカハシ　ツヨシ

中田　由梨子 ナカダ　ユリコ 中橋　勇典 ナカハシ　ユウスケ

長田　洋平 ナガタ　ヨウヘイ 中畑　克俊 ナカハタ　カツトシ

中田　善規 ナカタ　ヨシノリ 長濵　真澄 ナガハマ　マスミ

中田　亮子 ナカタ　リョウコ 中林　賢一 ナカバヤシ　ケンイチ

中田　稚子 ナカタ　ワカコ 中原　絵里 ナカハラ　エリ

中楯　陽介 ナカダテ　ヨウスケ 仲原　隆弘 ナカハラ　タカヒロ

中谷　圭男 ナカタニ　ケイオ 中原　俊之 ナカハラ　トシユキ

中谷　志保 ナカタニ　シホ 中原　春奈 ナカハラ　ハルナ

中谷　俊彦 ナカタニ　トシヒコ 中原　真由美 ナカハラ　マユミ

中谷　英彦 ナカタニ　ヒデヒコ 中原　亮 ナカハラ　リョウ

長谷　洋和 ナガタニ　ヒロカズ 中張　裕史 ナカハリ　ヒロフミ

中塚　逸央 ナカツカ　イツオ 中平　圭 ナカヒラ　ケイ

長塚　行雄 ナガツカ　ユキオ 中平　淳子 ナカヒラ　ジュンコ

長門　優 ナガト　マサル 永渕　万理 ナガフチ　マリ

仲冨　岳 ナカトミ　タケシ 長堀　かな子 ナガホリ　カナコ

長友　香苗 ナガトモ　カナエ 長間　智利 ナガマ　トモトシ

中西　一浩 ナカニシ　カズヒロ 長溝　大輔 ナガミゾ　ダイスケ

仲西　信乃 ナカニシ　シノ 永峰　克敏 ナガミネ　カツトシ

中西　千華 ナカニシ　チカ 長峯　達成 ナガミネ　タツナリ

中西　俊之 ナカニシ　トシユキ 中峯　奈央子 ナカミネ　ナオコ

中西　智博 ナカニシ　トモヒロ 長嶺　教光 ナガミネ　ノリミツ

中西　智之 ナカニシ　トモユキ 長嶺　祐介 ナガミネ　ユウスケ

中西　英世 ナカニシ　ヒデヨ 長嶺　佳弘 ナガミネ　ヨシヒロ

中西　万貴 ナカニシ　マキ 中村　藍 ナカムラ　アイ

中西　まどか ナカニシ　マドカ 中村　絵美 ナカムラ　エミ

仲西　未佳 ナカニシ　ミカ 中村　恵梨子 ナカムラ　エリコ

中西　弥智 ナカニシ　ミチ 中村　勝彦 ナカムラ　カツヒコ

中西　美保 ナカニシ　ミホ 中村　佳世 ナカムラ　カヨ

中西　侑子 ナカニシ　ユウコ 中村　公秀 ナカムラ　キミヒデ

中西　裕貴子 ナカニシ　ユキコ 中村　京子 ナカムラ　キョウコ

中西　理恵 ナカニシ　リエ 中村　京太 ナカムラ　キョウタ

中布　龍一 ナカヌノ　リュウイチ 仲村　清貴 ナカムラ　キヨタカ

長根　亜佐子 ナガネ　アサコ 中村　久美子 ナカムラ　クミコ

中野　安耶子 ナカノ　アヤコ 中村　浩司 ナカムラ　コウジ

中野　一菜 ナカノ　カズナ 中村　公輔 ナカムラ　コウスケ

仲野　耕平 ナカノ　コウヘイ 中村　さやか ナカムラ　サヤカ

中野　忍 ナカノ　シノブ 中村　尚子 ナカムラ　ショウコ

中野　祥子 ナカノ　ショウコ 中村　清哉 ナカムラ　セイヤ

中野　園子 ナカノ　ソノコ 中村　高士 ナカムラ　タカシ

中野　貴明 ナカノ　タカアキ 中村　武人 ナカムラ　タケト

中野　隆弘 ナカノ　タカヒロ 中村　正帆 ナカムラ　タダホ

中野　孝美 ナカノ　タカミ 中村　達弥 ナカムラ　タツヤ

永野　達也 ナガノ　タツヤ 中村　千賀子 ナカムラ　チカコ



中村　智奈 ナカムラ　チナ 南須原　宏城 ナスハラ　ヒロキ

中村　敏克 ナカムラ　トシカツ 七尾　大観 ナナオ　タイカン

中村　智子 ナカムラ　トモコ 七松　恭子 ナナマツ　キョウコ

中村　智之 ナカムラ　トモユキ 名西　紀子 ナニシ　ノリコ

中村　直久 ナカムラ　ナオヒサ 青天目　牧 ナバタメ　マキ

中村　のぞみ ナカムラ　ノゾミ 鍋島　正慶 ナベシマ　タダノリ

中村　信人 ナカムラ　ノブヒト 鍋田　多恵子 ナベタ　タエコ

中村　教人 ナカムラ　ノリヒト 生津　綾乃 ナマヅ　アヤノ

中村　仁 ナカムラ　ヒトシ 並木　正伸 ナミキ　マサノブ

中村　真希 ナカムラ　マキ 並木　理奈 ナミキ　リナ

中村　まぐ ナカムラ　マグ 並里　大 ナミザト　ダイ

中村　誠 ナカムラ　マコト 波平　紗織 ナミヒラ　サオリ

中村　匡男 ナカムラ　マサオ 名本　和子 ナモト　カズコ

仲村　将高 ナカムラ　マサタカ 納谷　一郎太 ナヤ　イチロウタ

中村　正人 ナカムラ　マサト 納谷　宗典 ナヤ　ムネノリ

中村　真之 ナカムラ　マサユキ 奈良　徹 ナラ　トオル

中村　繭子 ナカムラ　マユコ 奈良　範子 ナラ　ノリコ

中村　美織 ナカムラ　ミオリ 奈良井　康宏 ナライ　ヤスヒロ

中村　ミチ子 ナカムラ　ミチコ 成澤　あゆ香 ナリサワ　アユカ

仲村　光世 ナカムラ　ミツヨ 成田　沙里奈 ナリタ　サリナ

中村　元洋 ナカムラ　モトヒロ 成田　隼人 ナリタ　ハヤト

永村　陽子 ナガムラ　ヨウコ 成田　英之 ナリタ　ヒデユキ

中村　吉孝 ナカムラ　ヨシタカ 成田　湖筍 ナリタ　ホスン

中村　芳美 ナカムラ　ヨシミ 成田　真実 ナリタ　マミ

中村　里依子 ナカムラ　リエコ 成田　優子 ナリタ　ユウコ

中村　里依太 ナカムラ　リエタ 成松　英智 ナリマツ　エイチ

中村　龍 ナカムラ　リュウ 成松　紀子 ナリマツ　ノリコ

中明　結花 ナカメイ　ユカ 成宮　なつみ ナリミヤ　ナツミ

中本　あい ナカモト　アイ 鳴尾　匡史 ナルオ　マサシ

永本　盛嗣 ナガモト　セイジ 成島　光洋 ナルシマ　ミツヒロ

中本　麻衣子 ナカモト　マイコ 成瀬　智 ナルセ　サトシ

中本　盛仁 ナカモト　モリヒト 鳴海　孝 ナルミ　コウ

中森　絵里砂 ナカモリ　エリサ 縄田　瑞木 ナワタ　ミズキ

中森　裕毅 ナカモリ　ユウキ 南立　宏一郎 ナンダテ　コウイチロウ

長屋　慶 ナガヤ　ケイ 南立　秀幸 ナンダテ　ヒデユキ

中矢　雅代 ナカヤ　マサヨ 難波　研二 ナンバ　ケンジ

永谷　雅子 ナガヤ　ミヤコ 難波　力 ナンバ　チカラ

中易　夏子 ナカヤス　ナツコ 南原　菜穂子 ナンバラ　ナオコ

中山　綾子 ナカヤマ　アヤコ 南部　優介 ナンブ　ユウスケ

中山　絢未 ナカヤマ　アヤミ

中山　佳奈 ナカヤマ　カナ

中山　昌子 ナカヤマ　ショウコ

中山　慎 ナカヤマ　シン

中山　知沙香 ナカヤマ　チサカ

中山　徹三 ナカヤマ　テツゾウ

中山　晴美 ナカヤマ　ハルミ

中山　英人 ナカヤマ　ヒデト

中山　裕人 ナカヤマ　ヒロト

中山　泰典 ナカヤマ　ヤスノリ

中山　雄二朗 ナカヤマ　ユウジロウ

中山　力恒 ナカヤマ　ヨシノブ

中山　理加 ナカヤマ　リカ

長柄　祐輝 ナガラ　ユウキ

半井　悦朗 ナカライ　エツロウ

名草　芳亮 ナグサ　ヨシアキ

奈倉　武郎 ナグラ　タケオ

名倉　真紀子 ナクラ　マキコ

那須　郁子 ナス　イクコ

那須　智樹 ナス　サトキ

那須　倫範 ナス　ミチノリ
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に 115 西部　伊千恵 ニシベ　イチエ

新里　恵美菜 ニイサト　エミナ 西牧　弘奈 ニシマキ　ヒロナ

新畑　知子 ニイハタ　トモコ 西巻　浩伸 ニシマキ　ヒロノブ

新原　朗子 ニイハラ　アキコ 西見　幸英 ニシミ　ユキヒデ

新美　太祐 ニイミ　ダイスケ 西峰　直子 ニシミネ　ナオコ

新谷　貞代 ニイヤ　サダヨ 西村　温子 ニシムラ　アツコ

新谷　知久 ニイヤ　トモヒサ 西村　一彦 ニシムラ　カズヒコ

新山　修平 ニイヤマ　シュウヘイ 西村　和浩 ニシムラ　カズヒロ

新山　幸俊 ニイヤマ　ユキトシ 西村　一美 ニシムラ　カズミ

二階　哲朗 ニカイ　テツロウ 西村　佳津 ニシムラ　カヅ

二階堂　由記 ニカイドウ　ユキ 西村　健吾 ニシムラ　ケンゴ

仁木　紀子 ニキ　ノリコ 西村　太一 ニシムラ　タイチ

仁木　寛 ニキ　ヒロシ 西村　友美 ニシムラ　トモミ

二木　美由希 ニキ　ミユキ 西村　暢征 ニシムラ　ノブユキ

仁木　有理子 ニキ　ユリコ 西村　雅之 ニシムラ　マサユキ

仁木　佳実 ニキ　ヨシミ 西村　美緒 ニシムラ　ミオ

西　憲一郎 ニシ　ケンイチロウ 西村　光生 ニシムラ　ミツオ

西　啓亨 ニシ　ヒロユキ 西村　杏香 ニシムラ　モモカ

西　雄一 ニシ　ユウイチ 西村　祐希 ニシムラ　ユウキ

西池　聡 ニシイケ　サトシ 西村　裕子 ニシムラ　ユウコ

西内　辰也 ニシウチ　タツヤ 西村　祥一 ニシムラ　ヨシカズ

西浦　徳裕 ニシウラ　ノリヒロ 西村　渉 ニシムラ　ワタル

西江　宏行 ニシエ　ヒロユキ 西本　健太 ニシモト　ケンタ

西尾　由美子 ニシオ　ユミコ 西本　浩太 ニシモト　コウタ

西岡　慧 ニシオカ　アキラ 西本　久子 ニシモト　ヒサコ

西岡　憲吾 ニシオカ　ケンゴ 西本　れい ニシモト　レイ

西川　文 ニシカワ　アヤ 西森　久美子 ニシモリ　クミコ

西川　晃司 ニシカワ　コウジ 西森　俊人 ニシモリ　トシヒト

西川　毅 ニシカワ　タケシ 西森　美奈 ニシモリ　ミナ

西川　望 ニシカワ　ノゾム 西山　淳 ニシヤマ　アツシ

西川　理絵 ニシカワ　リエ 西山　謹吾 ニシヤマ　キンゴ

西木戸　修 ニシキド　オサム 西山　由希子 ニシヤマ　ユキコ

西櫻　量 ニシザクラ　リョウ 西山　芳憲 ニシヤマ　ヨシノリ

西澤　伸泰 ニシザワ　ノブヤス 西山　遼太 ニシヤマ　リョウタ

西澤　義之 ニシザワ　ヨシユキ 西良　雅夫 ニシラ　マサオ

西島　薫 ニシジマ　カオル 西脇　侑子 ニシワキ　ユウコ

西嶋　茂樹 ニシジマ　シゲキ 西和田　忠 ニシワダ　タダシ

西嶋　千絵 ニシジマ　チエ 西和田　史子 ニシワダ　フミコ

西島　博之 ニシジマ　ヒロユキ 仁田　亜由美 ニタ　アユミ

西嶌　昌子 ニシジマ　マサコ 仁多　健剛 ニタ　ケンゴ

西田　賀津子 ニシダ　カツコ 似内　久美子 ニタナイ　クミコ

西田　静香 ニシダ　シズカ 新田　麻子 ニッタ　アサコ

西田　純子 ニシダ　ジュンコ 新田　一仁 ニッタ　カズヒト

西田　太一 ニシダ　タイチ 新田　憲市 ニッタ　ケンイチ

西田　隆也 ニシダ　タカヤ 新田　俊一 ニッタ　シュンイチ

西田　昌昭 ニシダ　マサアキ 新田　武弘 ニッタ　タケヒロ

西田　遼子 ニシダ　リョウコ 新田　雅彦 ニッタ　マサヒコ

西谷　恭子 ニシタニ　キョウコ 二永　英男 ニナガ　ヒデオ

西塚　一男 ニシヅカ　カズオ 蜷川　純 ニナガワ　ジュン

西出　俊二郎 ニシデ　シュンジロウ 二橋　江理奈 ニハシ　エリナ

西中　文 ニシナカ　アヤ 仁保　敬子 ニホ　ケイコ

西成田　玲子 ニシナリタ　レイコ 丹羽　晴久 ニワ　ハルヒサ

西野　彩子 ニシノ　サイコ 丹羽　英智 ニワ　ヒデトモ

西野　淳子 ニシノ　ジュンコ 丹羽　英美 ニワ　ヒデミ

西野　涼 ニシノ　リョウ 丹羽　康則 ニワ　ヤスノリ

西原　功 ニシハラ　イサオ 丹羽　陽児 ニワ　ヨウジ

西原　仁子 ニシハラ　キミコ

西原　佑 ニシハラ　タスク

西原　教晃 ニシハラ　ノリアキ
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布川　浩子 ヌノカワ　ヒロコ

沼崎　満子 ヌマザキ　ミツコ

沼田　祐貴 ヌマタ　ユウキ
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禰宜田　武士 ネギタ　タケシ

根来　孝明 ネゴロ　タカアキ

根波　朝陽 ネハ　トモアキ

根橋　紫乃 ネハシ　シノ

根本　邦夫 ネモト　クニオ

根本　興平 ネモト　コウヘイ

根本　真人 ネモト　マサト

根本　由記 ネモト　ユキ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 野村　美智子 ノムラ　ミチコ

の 64 野村　泰充 ノムラ　ヤスミツ

直川　里香 ノウガワ　リカ 野村　ゆう子 ノムラ　ユウコ

納庄　弘基 ノウショウ　ヒロキ 野村　有紀 ノムラ　ユキ

納田　早規子 ノウダ　サキコ 野村　友紀子 ノムラ　ユキコ

能美　隆臣 ノウミ　タカオミ 野本　功一 ノモト　コウイチ

野上　悟史 ノガミ　サトシ

野上　裕子 ノガミ　ユウコ

野口　英梨子 ノグチ　エリコ

野口　浩輝 ノグチ　コウキ

野口　紗織 ノグチ　サオリ

野口　智子 ノグチ　サトコ

野口　貴志 ノグチ　タカシ

野口　輝夫 ノグチ　テルオ

野口　直子 ノグチ　ナオコ

野口　信弘 ノグチ　ノブヒロ

野口　裕記 ノグチ　ヒロキ

野口　将 ノグチ　マサシ

乃込　みちる ノゴミ　ミチル

野坂　裕理佳 ノサカ　ユリカ

野﨑　純一 ノザキ　ジュンイチ

野崎　千里 ノザキ　チサト

野崎　藤章 ノザキ　フジノリ

野崎　昌久 ノザキ　マサヒサ

野崎　裕介 ノザキ　ユウスケ

野沢　朗子 ノザワ　アキコ

野地　善恵 ノジ　ヨシエ

野島　宏悦 ノジマ　ヒロヨシ

野住　雄策 ノズミ　ユウサク

野瀬　浩文 ノセ　ヒロフミ

野田　英一郎 ノダ　エイイチロウ

野田　祐子 ノダ　ユウコ

野田　縁 ノダ　ユカリ

野竹　早智子 ノタケ　サチコ

野竹　理洋 ノタケ　ミチヒロ

野土　信司 ノヅチ　シンジ

野手　安美香 ノテ　アミカ

野中　明彦 ノナカ　アキヒコ

野中　信一郎 ノナカ　シンイチロウ

野中　崇広 ノナカ　タカヒロ

野中　輝美 ノナカ　テルミ

野中　裕子 ノナカ　ヒロコ

野々垣　幹雄 ノノガキ　ミキオ

野々村　智子 ノノムラ　トモコ

野原　明美 ノハラ　アケミ

野原　淳司 ノハラ　アツシ

野原　淳 ノハラ　ジュン

野原　俊雄 ノハラ　トシオ

野原　紀子 ノハラ　ノリコ

信國　桂子 ノブクニ　ケイコ

延原　英介 ノブハラ　エイスケ

野間　研一 ノマ　ケンイチ

野間　祥子 ノマ　ショウコ

野間　秀樹 ノマ　ヒデキ

野村　岳志 ノムラ　タケシ

野村　俊之 ノムラ　トシユキ

野村　直人 ノムラ　ナオト

野村　肇 ノムラ　ハジメ

野村　正剛 ノムラ　マサタカ

野村　麻由子 ノムラ　マユコ
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は 306 橋本　奈己 ハシモト　ナミ

裵　惺哲 ハイ　セイテツ 橋本　典夫 ハシモト　ノリオ

灰谷　あずさ ハイタニ　アズサ 橋本　明佳 ハシモト　ハルカ

羽賀　亜矢子 ハガ　アヤコ 橋本　宇 ハシモト　ヒロシ

芳賀　忍 ハガ　シノブ 橋本　正博 ハシモト　マサヒロ

芳賀　美奈子 ハガ　ミナコ 橋本　まち子 ハシモト　マチコ

博多　紗綾 ハカタ　サヤ 橋本　学 ハシモト　マナブ

萩岡　信吾 ハギオカ　シンゴ 橋本　真弓 ハシモト　マユミ

萩原　信太郎 ハギハラ　シンタロウ 橋本　雄一 ハシモト　ユウイチ

萩原　由梨子 ハギハラ　ユリコ 橋本　禎夫 ハシモト　ヨシオ

萩谷　圭一 ハギヤ　ケイイチ 橋谷　舞 ハシヤ　マイ

萩谷　雅人 ハギヤ　マサト 羽尻　悦朗 ハジリ　エツロウ

萩原　綾希子 ハギワラ　アキコ 蓮輪　恭子 ハスワ　キョウコ

萩原　大士 ハギワラ　ダイシ 長谷　一郎 ハセ　イチロウ

萩原　隆 ハギワラ　タカシ 長谷　徹太郎 ハセ　テツタロウ

萩原　伸昭 ハギワラ　ノブアキ 長谷　知美 ハセ　トモミ

萩原　康郎 ハギワラ　ヤスオ 長谷川　輝 ハセガワ　アキラ

萩原　竜次 ハギワラ　リュウジ 長谷川　綾子 ハセガワ　アヤコ

萩原　和歌子 ハギワラ　ワカコ 長谷川　和彦 ハセガワ　カズヒコ

朴　基彦 パク　キオン 長谷川　公一 ハセガワ　コウイチ

朴　廣業 パク　クアンオップ 長谷川　志生 ハセガワ　シオ

白　晋 ハク　シン 長谷川　淳一 ハセガワ　ジュンイチ

伯水　崇史 ハクスイ　タカシ 長谷川　丈 ハセガワ　ジョウ

白藤　達雄 ハクトウ　タツオ 長谷川　隆 ハセガワ　タカシ

箱﨑　貴大 ハコザキ　タカヒロ 長谷川　達也 ハセガワ　タツヤ

箱根　雅子 ハコネ　マサコ 長谷川　知早 ハセガワ　チサ

羽阪　めぐみ ハサカ　メグミ 長谷川　朋子 ハセガワ　トモコ

羽間　恵太 ハザマ　ケイタ 長谷川　奈美 ハセガワ　ナミ

土師　初美 ハジ　ハツミ 長谷川　晴子 ハセガワ　ハルコ

橋内　章 ハシウチ　アキラ 長谷川　麻衣子 ハセガワ　マイコ

箸方　紘子 ハシカタ　ヒロコ 長谷川　真貴子 ハセガワ　マキコ

橋口　久美子 ハシグチ　クミコ 長谷川　誠 ハセガワ　マコト

橋口　哲昭 ハシグチ　テツアキ 長谷川　まどか ハセガワ　マドカ

橋口　英雄 ハシグチ　ヒデオ 長谷川　閑堂 ハセガワ　ヤスタカ

橋田　芙紗子 ハシダ　フサコ 長谷川　優子 ハセガワ　ユウコ

橋爪　勇介 ハシヅメ　ユウスケ 長谷川　佑介 ハセガワ　ユウスケ

橋詰　勇祐 ハシヅメ　ユウスケ 長谷川　義隆 ハセガワ　ヨシタカ

橋爪　義隆 ハシヅメ　ヨシタカ 長谷川　義治 ハセガワ　ヨシハル

橋場　英二 ハシバ　エイジ 長谷川　里音 ハセガワ　リネ

橋村　俊哉 ハシムラ　トシヤ 長谷川　隆一 ハセガワ　リュウイチ

橋本　晶子 ハシモト　アキコ 畑　亜樹 ハタ　アキ

橋本　篤 ハシモト　アツシ 秦　要人 ハタ　カナト

橋本　英輔 ハシモト　エイスケ 秦　琢磨 ハタ　タクマ

橋本　和磨 ハシモト　カズマ 秦　径子 ハタ　ミチコ

橋本　和美 ハシモト　カズミ 羽田　玲子 ハダ　レイコ

橋本　一哉 ハシモト　カズヤ 畑山　聖 ハタケヤマ　キヨシ

橋本　和昌 ハシモト　カズヨシ 畠山　登 ハタケヤマ　ノボル

橋本　克彦 ハシモト　カツヒコ 畠山　陽介 ハタケヤマ　ヨウスケ

橋本　圭司 ハシモト　ケイシ 畑澤　佐知 ハタザワ　サチ

橋本　賢 ハシモト　ケン 畑島　淳 ハタシマ　スナオ

橋本　光三 ハシモト　コウゾウ 畑中　哲生 ハタナカ　テツオ

橋本　慎介 ハシモト　シンスケ 畑中　浩成 ハタナカ　ヒロシゲ

橋本　壮志 ハシモト　ソウシ 畠中　由里恵 ハタナカ　ユリエ

橋元　高博 ハシモト　タカヒロ 波多野　貴彦 ハタノ　キヨヒコ

橋本　武志 ハシモト　タケシ 波多野　俊之 ハタノ　トシユキ

橋本　健 ハシモト　タケシ 蜂屋　好子 ハチヤ　ヨシコ

橋本　龍也 ハシモト　タツヤ 初雁　育介 ハツカリ　イクスケ

橋本　聡一 ハシモト　トシカズ 八田　万里子 ハッタ　マリコ

橋本　智貴 ハシモト　トモキ 八反丸　善康 ハッタンマル　ヨシヤス



服部　晶子 ハットリ　アキコ 濱地　理通 ハマチ　タダミチ

服部　貢士 ハットリ　コウシ 濵野　宣行 ハマノ　ノブユキ

服部　淳一 ハットリ　ジュンイチ 濱場　啓史 ハマバ　ヒロフミ

服部　政治 ハットリ　セイジ 浜辺　宏介 ハマベ　コウスケ

服部　友紀 ハットリ　トモノリ 浜部　奈穂 ハマベ　ナオ

服部　雅仁 ハットリ　マサヒト 浜見　原 ハマミ　ゲン

服部　真理子 ハットリ　マリコ 濱屋　和泉 ハマヤ　イズミ

服部　瑞樹 ハットリ　ミズキ 濱屋　千佳 ハマヤ　チカ

服部　洋一郎 ハットリ　ヨウイチロウ 羽牟　裕一郎 ハム　ユウイチロウ

波戸　章郎 ハト　アキオ 早川　準 ハヤカワ　ジュン

羽鳥　英樹 ハトリ　エイキ 早川　翔 ハヤカワ　ショウ

花井　紗弥子 ハナイ　サヤコ 早川　聖子 ハヤカワ　セイコ

花上　和生 ハナウエ　カズキ 早川　峰司 ハヤカワ　ミネジ

花岡　佐知子 ハナオカ　サチコ 早川　由夏 ハヤカワ　ユカ

花岡　透子 ハナオカ　トオコ 早川　佳彦 ハヤカワ　ヨシヒコ

花岡　勅行 ハナオカ　ノリユキ 早坂　怜 ハヤサカ　サトシ

華岡　由香里 ハナオカ　ユカリ 早坂　知子 ハヤサカ　トモコ

花形　和之 ハナガタ　カズユキ 早坂　朋彦 ハヤサカ　トモヒコ

花崎　元彦 ハナザキ　モトヒコ 林　映至 ハヤシ　エイジ

花城　久米夫 ハナシロ　クメオ 林　和敏 ハヤシ　カズトシ

花田　諭史 ハナダ　サトシ 林　久美子 ハヤシ　クミコ

花田　留美 ハナダ　ルミ 林　慶州 ハヤシ　ケイシュウ

花山　千恵 ハナヤマ　チエ 林　健児 ハヤシ　ケンジ

馬場　浩介 ババ　コウスケ 林　堅二 ハヤシ　ケンジ

馬場　美華 ババ　ミカ 林　健太郎 ハヤシ　ケンタロウ

馬場　幹夫 ババ　ミキオ 林　健太郎 ハヤシ　ケンタロウ

馬場　三和 ババ　ミワ 林　怜史 ハヤシ　サトシ

馬場　靖子 ババ　ヤスコ 林　進 ハヤシ　ススム

羽原　利枝 ハバラ　トシエ 林　大 ハヤシ　ダイ

土生　晶子 ハブ　アキコ 林　哲也 ハヤシ　テツヤ

羽深　鎌一郎 ハブカ　ケンイチロウ 林　督人 ハヤシ　トクヒト

波部　和俊 ハベ　カズトシ 林　智絵 ハヤシ　トモエ

濱　直 ハマ　タダシ 林　経人 ハヤシ　ノリヒト

浜井　紘子 ハマイ　ヒロコ 林　尚徳 ハヤシ　ヒサノリ

濵井　康貴 ハマイ　ヤスタカ 林　英明 ハヤシ　ヒデアキ

濵井　優輔 ハマイ　ユウスケ 林　浩伸 ハヤシ　ヒロノブ

濱生　和加子 ハマオ　ワカコ 林　浩正 ハヤシ　ヒロマサ

濱岡　早枝子 ハマオカ　サエコ 林　裕之 ハヤシ　ヒロユキ

濱岡　直也 ハマオカ　ナオヤ 林　万亀男 ハヤシ　マキオ

濱川　陽亮 ハマカワ　アキヒサ 林　真雄 ハヤシ　マサオ

浜川　綾子 ハマカワ　アヤコ 林　正清 ハヤシ　マサキヨ

濱川　俊朗 ハマカワ　トシロウ 林　雅子 ハヤシ　マサコ

濱口　孝幸 ハマグチ　タカユキ 林　雅信 ハヤシ　マサチカ

濱﨑　真一 ハマサキ　シンイチ 林　茉実 ハヤシ　マミ

濱田　暁 ハマダ　アキラ 林　真美 ハヤシ　マミ

濱田　絢華 ハマダ　アヤカ 林　美鈴 ハヤシ　ミスズ

浜田　一郎 ハマダ　イチロウ 林　実 ハヤシ　ミノル

濵田　高太郎 ハマダ　コウタロウ 林　美蓉 ハヤシ　ミヨウ

濵田　梢 ハマダ　コズエ 林　穏江 ハヤシ　ヤスエ

濱田　献 ハマダ　ササグ 林　裕二 ハヤシ　ユウジ

濱田　さつき ハマダ　サツキ 林　優里 ハヤシ　ユウリ

濱田　哲 ハマダ　サトシ 林　裕美子 ハヤシ　ユミコ

濱田　拓 ハマダ　タク 林　淑朗 ハヤシ　ヨシロウ

濱田　富美男 ハマダ　トミオ 林　伶奈 ハヤシ　レイナ

濱田　奈保 ハマダ　ナホ 林田　敬 ハヤシダ　ケイ

浜田　翠 ハマダ　ミドリ 林田　真吾 ハヤシダ　シンゴ

濵田　美帆 ハマダ　ミホ 林田　泰一郎 ハヤシダ　タイイチロウ

濱田　隆太 ハマダ　リュウタ 林田　裕美 ハヤシダ　ヒロミ

浜谷　和雄 ハマタニ　カズオ 早瀬　一馬 ハヤセ　カズマ

浜谷　進 ハマタニ　ススム 早瀬　知 ハヤセ　トモ



早藤　昌樹 ハヤフジ　マサキ 伴　麻希子 バン　マキコ

早渕　光代 ハヤブチ　ミツヨ 伴　誠之 バン　マサユキ

葉山　国城 ハヤマ　コクジョウ 伴　泰考 バン　ヤスタカ

葉山　智子 ハヤマ　トモコ 半谷　圭一郎 ハンガイ　ケイイチロウ

葉山　洋子 ハヤマ　ヨウコ 半澤　晋二 ハンザワ　シンジ

速水　元 ハヤミ　ハジメ 半田　舞 ハンダ　マイ

速水　弘 ハヤミ　ヒロシ 板東　瑞樹 バンドウ　ミズキ

早水　憲吾 ハヤミズ　ケンゴ 番場　伸明 バンバ　ノブアキ

早水　真理子 ハヤミズ　マリコ

原　厚子 ハラ　アツコ

原　温子 ハラ　アツコ

原　詠子 ハラ　エイコ

原　かおる ハラ　カオル

原　克実 ハラ　カツミ

原　三郎 ハラ　サブロウ

原　鉄人 ハラ　テツヒト

原　哲也 ハラ　テツヤ

原　朋子 ハラ　トモコ

原　将人 ハラ　マサト

原　万里恵 ハラ　マリエ

原　美紗子 ハラ　ミサコ

原　りさ ハラ　リサ

原賀　勇壮 ハラガ　イサオ

原木　俊明 ハラキ　トシアキ

原口　哲子 ハラグチ　サトコ

原口　靖比古 ハラグチ　ヤスヒコ

原澤　怜 ハラサワ　レイ

原薗　登紀子 ハラゾノ　トキコ

原田　秋穂 ハラダ　アキホ

原田　郁 ハラダ　カオリ

原田　幸二 ハラダ　コウジ

原田　聡子 ハラダ　サトコ

原田　修人 ハラダ　シュウト

原田　紳介 ハラダ　シンスケ

原田　高志 ハラダ　タカシ

原田　千枝子 ハラダ　チエコ

原田　迅明 ハラダ　トシアキ

原田　知和 ハラダ　トモカズ

原田　那津美 ハラダ　ナツミ

原田　英宜 ハラダ　ヒデノリ

原田　浩輝 ハラダ　ヒロキ

原田　真梨 ハラダ　マリ

原田　由起子 ハラダ　ユキコ

原田　陽一郎 ハラダ　ヨウイチロウ

原田　佳実 ハラダ　ヨシミ

原武　義和 ハラタケ　ヨシカズ

原村　陽子 ハラムラ　ヨウコ

波里　純子 ハリ　ジュンコ

播磨　恵 ハリマ　メグミ

針谷　伸 ハリヤ　シン

春田　佳代子 ハルタ　カヨコ

春田　祐子 ハルタ　ユウコ

春田　怜子 ハルタ　リョウコ

春名　純一 ハルナ　ジュンイチ

春名　優樹 ハルナ　マサキ

春名　理恵子 ハルナ　リエコ

春山　直子 ハルヤマ　ナオコ

春山　廣記 ハルヤマ　ヒロキ

ハロッド　美佐子 ハロッド　ミサコ

伴　妹子 バン　マイコ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 平井　亜葵 ヒライ　アキ

ひ 146 平井　絢子 ヒライ　アヤコ

日生下　由紀 ヒウゲ　ユキ 平井　えい子 ヒライ　エイコ

日尾　早香 ヒオ　サヤカ 平井　孝直 ヒライ　タカナオ

比嘉　愛 ヒガ　アイ 平井　昂宏 ヒライ　タカヒロ

比嘉　孝雅 ヒガ　タカマサ 平井　健 ヒライ　タケシ

比嘉　達也 ヒガ　タツヤ 平井　菜穂 ヒライ　ナホ

比嘉　久栄 ヒガ　ヒサエ 平井　規雅 ヒライ　ノリマサ

比嘉　康敏 ヒガ　ヤストシ 平井　裕康 ヒライ　ヒロヤス

比嘉　裕樹 ヒガ　ユウキ 平石　禎子 ヒライシ　テイコ

檜垣　暢宏 ヒガキ　ノブヒロ 平石　舞 ヒライシ　マイ

東　晶子 ヒガシ　アキコ 平出　恵理 ヒライデ　エリ

東　奈央子 ヒガシ　ナオコ 平尾　収 ヒラオ　オサム

東　みどり子 ヒガシ　ミドリコ 平岡　いづみ ヒラオカ　イヅミ

東　有紀 ヒガシ　ユキ 平岡　知江子 ヒラオカ　チエコ

東澤　知輝 ヒガシザワ　トモアキ 平岡　治彦 ヒラオカ　ハルヒコ

東島　潮 ヒガシジマ　ウシオ 平賀　徳人 ヒラガ　ノリヒト

東島　祥代 ヒガシジマ　サチヨ 平川　啓 ヒラカワ　ケイ

東元　幾代 ヒガシモト　イクヨ 平川　千代子 ヒラカワ　チヨコ

東元　壮建 ヒガシモト　ソウケン 平川　由佳 ヒラカワ　ユカ

比企　美加 ヒキ　ミカ 平木　照之 ヒラキ　テルユキ

疋田　訓子 ヒキタ　クニコ 開　信郎 ヒラキ　ノブオ

疋田　陽子 ヒキダ　ヨウコ 平崎　盟人 ヒラサキ　アキヒト

樋口　慧 ヒグチ　サトシ 平崎　貴則 ヒラサキ　タカノリ

樋口　純 ヒグチ　ジュン 平崎　裕二 ヒラサキ　ユウジ

樋口　拓志 ヒグチ　タクシ 平沢　玲子 ヒラサワ　レイコ

樋口　智康 ヒグチ　トモヤス 平田　一雄 ヒラタ　カズオ

樋口　直子 ヒグチ　ナオコ 平田　顕士 ヒラタ　ケンシ

樋口　美沙子 ヒグチ　ミサコ 平田　孝夫 ヒラタ　タカオ

樋口　恭子 ヒグチ　ヤスコ 平田　直之 ヒラタ　ナオユキ

日暮　亜矢 ヒグラシ　アヤ 平田　麻衣子 ヒラタ　マイコ

肥後　友紀 ヒゴ　ユウキ 平田　昌史 ヒラタ　マサシ

久野　健二郎 ヒサノ　ケンジロウ 平田　学 ヒラタ　マナブ

久野　聡子 ヒサノ　サトコ 平田　友里 ヒラタ　ユリ

菱沼　典正 ヒシヌマ　ノリマサ 平田　陽祐 ヒラタ　ヨウスケ

菱山　壮平 ヒシヤマ　ソウヘイ 平手　博之 ヒラテ　ヒロユキ

飛田　文 ヒダ　アヤ 平沼　多加志 ヒラヌマ　タカシ

日高　康治 ヒダカ　コウジ 平野　敦子 ヒラノ　アツコ

日髙　康太郎 ヒダカ　コウタロウ 平野　勝介 ヒラノ　カツスケ

日高　昌三 ヒダカ　ショウゾウ 平野　洋子 ヒラノ　ヒロコ

日高　正剛 ヒダカ　セイゴウ 平野　博史 ヒラノ　ヒロフミ

日高　秀邦 ヒダカ　ヒデクニ 平野　昌人 ヒラノ　マサト

肥田野　求実 ヒダノ　グミ 平野　真由美 ヒラノ　マユミ

肥塚　幸太郎 ヒヅカ　コウタロウ 平野　真理 ヒラノ　マリ

仁杉　直子 ヒトスギ　ナオコ 平野　龍平 ヒラノ　リュウヘイ

人見　英司 ヒトミ　エイジ 平畑　枝里子 ヒラハタ　エリコ

日名　太一 ヒナ　タイチ 平林　綾香 ヒラバヤシ　アヤカ

日根野谷　一 ヒネノヤ　ハジメ 平林　和也 ヒラバヤシ　カズヤ

日野　未来 ヒノ　ミキ 平林　清子 ヒラバヤシ　キヨコ

旭爪　章統 ヒノツメ　アキノリ 平林　政人 ヒラバヤシ　マサト

日野原　宏 ヒノハラ　ヒロシ 平林　由広 ヒラバヤシ　ヨシヒロ

日比　大亮 ヒビ　ダイスケ 平松　大典 ヒラマツ　ダイスケ

日比野　世光 ヒビノ　トキミツ 平松　利章 ヒラマツ　トシアキ

一二三　亨 ヒフミ　トオル 平松　瑠奈 ヒラマツ　ルナ

日昔　秀岳 ヒムカシ　シュウガク 平本　有美 ヒラモト　ユミ

百留　和雄 ヒャクトメ　カズオ 平本　芳行 ヒラモト　ヨシユキ

日山　愛 ヒヤマ　アイ 平森　朋子 ヒラモリ　トモコ

日山　敦子 ヒヤマ　アツコ 平山　果与子 ヒラヤマ　カヨコ

日向　俊輔 ヒュウガ　シュンスケ 平山　優 ヒラヤマ　ユウ

玄　運官 ヒョン　ウングァン 比留川　沙知 ヒルカワ　サチ



蛭田　章子 ヒルタ　アキコ

比留間　孝広 ヒルマ　タカヒロ

昼間　優隆 ヒルマ　マサタカ

廣　加奈子 ヒロ　カナコ

廣岡　慧子 ヒロオカ　ケイコ

廣岡　龍之進 ヒロオカ　リョウノシン

官川　響 ヒロカワ　トオル

廣木　茜 ヒロキ　アカネ

広木　公一 ヒロキ　コウイチ

廣木　忠直 ヒロキ　タダナオ

廣崎　早江子 ヒロサキ　サエコ

廣澤　壽一 ヒロサワ　ジュイチ

廣瀬　健 ヒロセ　ケン

廣瀬　徹也 ヒロセ　テツヤ

廣瀬　俊郎 ヒロセ　トシロウ

広田　喜一 ヒロタ　キイチ

廣田　幸次郎 ヒロタ　コウジロウ

広田　智子 ヒロタ　サトコ

廣田　誠二 ヒロタ　セイジ

廣田　智美 ヒロタ　トモミ

弘田　博子 ヒロタ　ヒロコ

廣田　遥子 ヒロタ　ヨウコ

廣津　聡子 ヒロツ　アキコ

廣戸　孝行 ヒロト　タカユキ

廣冨　恵里奈 ヒロトミ　エリナ

廣橋　美穂 ヒロハシ　ミホ

廣松　恵美子 ヒロマツ　エミコ

広山　万希子 ヒロヤマ　マキコ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 福元　千尋 フクモト　チヒロ

ふ 221 福元　智子 フクモト　トモコ

黄　輝広 ファン　フィグァン 福本　望美 フクモト　ノゾミ

深尾　丞 フカオ　タスク 福本　正俊 フクモト　マサトシ

深尾　麻由 フカオ　マユ 福本　雅美 フクモト　マサミ

深川　大吾 フカガワ　ダイゴ 福元　友梨 フクモト　ユリ

深川　博志 フカガワ　ヒロシ 福谷　敏彦 フクヤ　トシヒコ

深澤　恭太 フカザワ　キョウタ 福家　陽奈 フクヤ　ハルナ

深澤　圭太 フカザワ　ケイタ 福山　達也 フクヤマ　タツヤ

深澤　正之 フカザワ　マサユキ 福山　由理佳 フクヤマ　ユリカ

深澤　まどか フカザワ　マドカ 福家　伸夫 フケ　ノブオ

深野　拓 フカノ　タク 藤井　文 フジイ　アヤ

深見　栄 フカミ　サカエ 藤井　ありさ フジイ　アリサ

深見　紀彦 フカミ　ノリヒコ 藤井　勇雄 フジイ　イサオ

深見　礼美 フカミ　レイミ 藤井　啓介 フジイ　ケイスケ

吹浦　邦幸 フキウラ　クニユキ 藤井　宏一 フジイ　コウイチ

福井　公子 フクイ　キミコ 藤井　俊輔 フジイ　シュンスケ

福井　哲郎 フクイ　テツロウ 藤井　園子 フジイ　ソノコ

福井　秀公 フクイ　ヒデキミ 藤井　高宏 フジイ　タカヒロ

福井　博雅 フクイ　ヒロマサ 藤井　祐 フジイ　タスク

福井　道彦 フクイ　ミチヒコ 藤井　輝之 フジイ　テルユキ

福井　康人 フクイ　ヤスト 藤井　知昭 フジイ　トモアキ

福井　遼 フクイ　リョウ 藤井　智章 フジイ　トモアキ

福内　清史 フクウチ　キヨシ 藤井　智子 フジイ　トモコ

福岡　俊宗 フクオカ　トシムネ 藤井　尚子 フジイ　ナオコ

福岡　尚和 フクオカ　ナオカズ 藤井　範子 フジイ　ノリコ

福岡　良佑 フクオカ　リョウスケ 藤井　真樹子 フジイ　マキコ

福ヶ迫　学人 フクガサコ　ヒサト 藤井　雅士 フジイ　マサシ

福崎　誠 フクサキ　マコト 藤井　靖子 フジイ　ヤスコ

福士　貞男 フクシ　サダオ 藤井　優佳 フジイ　ユカ

福島　歩 フクシマ　アユミ 藤井　之正 フジイ　ユキマサ

福島　沙夜乃 フクシマ　サヤノ 藤井　りか フジイ　リカ

福島　哲志 フクシマ　テツシ 藤井　理沙 フジイ　リサ

福島　東浩 フクシマ　トウコウ 藤江　透 フジエ　トオル

福島　久史 フクシマ　ヒサシ 藤岡　頌子 フジオカ　ショウコ

福島　弘子 フクシマ　ヒロコ 藤岡　照久 フジオカ　テルヒサ

福島　紘子 フクシマ　ヒロコ 藤岡　奈加子 フジオカ　ナカコ

福島　美奈子 フクシマ　ミナコ 藤垣　徹 フジガキ　トオル

福島　泰法 フクシマ　ヤスノリ 藤掛　数馬 フジカケ　カズマ

福島　悠基 フクシマ　ユウキ 藤倉　あい フジクラ　アイ

福島　祐樹 フクシマ　ユウキ 藤倉　健三 フジクラ　ケンゾウ

福島　祐二 フクシマ　ユウジ 藤嵜　江美子 フジサキ　エミコ

福島　豊 フクシマ　ユタカ 藤崎　宣友 フジサキ　ノリトモ

福田　和弘 フクダ　カズヒロ 藤里　正視 フジサト　マサミ

福田　志朗 フクダ　シロウ 藤澤　美智子 フジサワ　ミチコ

福田　博一 フクダ　ヒロカズ 藤重　有紀 フジシゲ　アキ

福田　正子 フクダ　マサコ 藤田　愛 フジタ　アイ

福田　征孝 フクダ　マサタカ 藤田　晃彦 フジタ　アキヒコ

福田　勝 フクダ　マサル 藤田　和明 フジタ　カズアキ

福田　光恵 フクダ　ミツエ 藤田　和子 フジタ　カズコ

福田　陽子 フクダ　ヨウコ 藤田　公彦 フジタ　キミヒコ

福田　玲緒奈 フクダ　レオナ 藤田　淳子 フジタ　ジュンコ

福地　萌香 フクチ　モエカ 藤田　靖子 フジタ　セイコ

福德　花菜 フクトク　カナ 藤田　貴子 フジタ　タカコ

福留　拓哉 フクドメ　タクヤ 藤田　那恵 フジタ　トモエ

福永　彩子 フクナガ　サイコ 藤田　尚 フジタ　ナオ

福永　千佳子 フクナガ　チカコ 藤田　信子 フジタ　ノブコ

福永　智栄 フクナガ　トモエ 藤田　治人 フジタ　ハルト

福升　晃子 フクマス　アキコ 藤田　啓起 フジタ　ヒロキ

福本　剛之 フクモト　タカユキ 藤田　裕壮 フジタ　ヒロマサ



藤田　文彦 フジタ　フミヒコ 舟尾　友晴 フナオ　トモハル

藤田　正人 フジタ　マサト 舩木　一美 フナキ　カズミ

藤田　将英 フジタ　マサヒデ 舩越　裕美 フナコシ　ヒロミ

藤田　麻耶 フジタ　マヤ 船津　玉枝 フナツ　タマエ

藤田　ミキ フジタ　ミキ 舩津　直彦 フナツ　ナオヒコ

藤田　泰宣 フジタ　ヤスキ 舩津　春美 フナツ　ハルミ

藤田　佑紀 フジタ　ユキ 舟橋　秀利 フナハシ　ヒデトシ

藤田　義人 フジタ　ヨシヒト 舩原　隆史 フナハラ　タカシ

藤田　理恵 フジタ　リエ 布間　寛章 フマ　ヒロアキ

藤立　康貴 フジタテ　ヤスタカ 文沢　公美子 フミサワ　クミコ

藤谷　太郎 フジタニ　タロウ 不聞　一貴 フモン　カズキ

藤谷　仁 フジタニ　ヒトシ 麩山　勇 フヤマ　イサム

藤永　あゆみ フジナガ　アユミ 冬田　昌樹 フユタ　マサキ

藤永　雅彦 フジナガ　マサヒコ 古井　郁恵 フルイ　イクエ

藤野　紗貴 フジノ　サキ 古市　昌之 フルイチ　マサユキ

藤野　裕士 フジノ　ユウジ 古市　結富子 フルイチ　ユウコ

藤原　辰也 フジハラ　タツヤ 古内　宏和 フルウチ　ヒロカズ

冨士原　亨 フジハラ　トオル 古川　佳穂 フルカワ　カホ

藤原　秀憲 フジハラ　ヒデノリ 古川　直樹 フルカワ　ナオキ

藤間　順一 フジマ　ジュンイチ 古川　宗 フルカワ　ハジメ

伏見　美紀 フシミ　ミキ 古川　遥 フルカワ　ハルカ

藤峯　拓哉 フジミネ　タクヤ 古川　雄一 フルカワ　ユウイチ

藤本　枝里 フジモト　エリ 古川　雄一 フルカワ　ユウイチ

藤本　一弘 フジモト　カズヒロ 古木　勲 フルキ　イサオ

藤本　久実子 フジモト　クミコ 古澤　高廣 フルサワ　タカヒロ

藤本　幸一 フジモト　コウイチ 古島　夏奈 フルシマ　ナナ

藤本　淳 フジモト　ジュン 古庄　千代 フルショウ　チヨ

藤本　俊一 フジモト　シュンイチ 古荘　裕史 フルショウ　ヒロフミ

藤本　潤一 フジモト　ジュンイチ 古瀬　晋吾 フルセ　シンゴ

藤本　正司 フジモト　ショウジ 古田　愛 フルタ　アイ

藤本　大地 フジモト　ダイチ 古田　裕子 フルタ　ヒロコ

藤本　寛子 フジモト　ヒロコ 古田　真知子 フルタ　マチコ

藤本　昌史 フジモト　マサフミ 古谷　明子 フルタニ　アキコ

藤本　真弓 フジモト　マユミ 古野　雅恵 フルノ　マサエ

藤本　理子 フジモト　ミチコ 古橋　亜沙子 フルハシ　アサコ

藤本　実 フジモト　ミノル 古本　恭子 フルモト　キョウコ

藤本　由貴 フジモト　ユキ 古屋　賀津雄 フルヤ　カヅオ

藤本　侑里 フジモト　ユリ 古谷　友則 フルヤ　トモノリ

藤本　佳久 フジモト　ヨシヒサ 古屋　美香 フルヤ　ミカ

藤吉　哲宏 フジヨシ　テツヒロ 古谷　実 フルヤ　ミノル

藤原　愛 フジワラ　アイ 古山　和恵 フルヤマ　カズエ

藤原　亜紀 フジワラ　アキ 古山　康彦 フルヤマ　ヤスヒコ

藤原　淳 フジワラ　アツシ 不破　礼美 フワ　レミ

藤原　俊介 フジワラ　シュンスケ

藤原　大輔 フジワラ　ダイスケ

藤原　貴 フジワラ　タカシ

藤原　孝志 フジワラ　タカシ

藤原　治子 フジワラ　ハルコ

藤原　恵 フジワラ　メグミ

藤原　康嗣 フジワラ　ヤスツグ

藤原　優子 フジワラ　ユウコ

藤原　ゆかり フジワラ　ユカリ

藤原　利江 フジワラ　リエ

布施谷　仁志 フセヤ　サトシ

二上　昭 フタガミ　アキラ

二神　利絵 フタガミ　リエ

二木　貴弘 フタツキ　タカヒロ

渕田　瑛 フチタ　エイ

渕辺　誠 フチベ　マコト

舟井　優介 フナイ　ユウスケ
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平家　史博 ヘイケ　フミヒロ

別宮　小由理 ベック　サユリ

別府　賢 ベップ　サトル

別府　幸岐 ベップ　ユキ

彭　懌 ペン　イー

平安山　剛 ヘンザン　ゴウ

邉見　弥生 ヘンミ　ヤヨイ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 堀尾　裕子 ホリオ　ヒロコ

ほ 94 堀川　順子 ホリカワ　ジュンコ

帆足　修一 ホアシ　シュウイチ 堀川　英世 ホリカワ　ヒデヨ

坊垣　昌彦 ボウガキ　マサヒコ 堀口　茂子 ホリグチ　シゲコ

北條　絵理 ホウジョウ　エリ 堀口　貴行 ホリグチ　タカユキ

北條　貴也 ホウジョウ　タカヤ 堀口　徹 ホリグチ　トオル

北條　尋美 ホウジョウ　ヒロミ 堀口　佑 ホリグチ　ユウ

法里　慧 ホウリ　ケイ 堀越　雄太 ホリコシ　ユウタ

外園　英彬 ホカゾノ　ヒデアキ 堀下　貴文 ホリシタ　タカフミ

保坂　恵里佳 ホサカ　エリカ 堀下　玲子 ホリシタ　レイコ

星　邦彦 ホシ　クニヒコ 堀之内　智子 ホリノウチ　トモコ

星　歩美 ホシ　フミ 堀場　容子 ホリバ　ヨウコ

星　有己枝 ホシ　ユキエ 本郷　修平 ホンゴウ　シュウヘイ

星加　麻衣子 ホシカ　マイコ 本田　亜季 ホンダ　アキ

星川　民恵 ホシカワ　タミエ 本田　あやか ホンダ　アヤカ

斗野　敦士 ホシノ　アツシ 本田　絢子 ホンダ　アヤコ

星野　和夫 ホシノ　カズオ 本田　あや子 ホンダ　アヤコ

星野　克信 ホシノ　カツノブ 本田　泉 ホンダ　イズミ

干野　晃嗣 ホシノ　コウジ 本田　香織 ホンダ　カオリ

星野　典子 ホシノ　ノリコ 本田　潤 ホンダ　ジュン

星野　一 ホシノ　ハジメ 本田　高史 ホンダ　タカシ

星野　真里子 ホシノ　マリコ 本田　悌一 ホンダ　テイイチ

星野　裕子 ホシノ　ユウコ 本田　奈緒 ホンダ　ナオ

星野　陽子 ホシノ　ヨウコ 本田　直子 ホンダ　ナオコ

星野　林太郎 ホシノ　リンタロウ 本田　尚典 ホンダ　ナオフミ

星野　麗子 ホシノ　レイコ 本多　信雅 ホンダ　ノブマサ

星山　琇 ホシヤマ　シュウ 本田　博之 ホンダ　ヒロユキ

星山　裕介 ホシヤマ　ユウスケ 本田　康子 ホンダ　ヤスコ

細井　貞則 ホソイ　サダノリ 本多　亮子 ホンダ　リョウコ

細川　康二 ホソカワ　コウジ 本間　勇 ホンマ　イサム

細川　滋俊 ホソカワ　シゲトシ 本間　恵子 ホンマ　ケイコ

細川　幸希 ホソカワ　ユキ 本間　隆幸 ホンマ　タカユキ

細田　幸子 ホソダ　ユキコ 本間　裕之 ホンマ　ヒロユキ

細谷　俊介 ホソタニ　シュンスケ 本間　舞子 ホンマ　マイコ

細野　敦之 ホソノ　アツユキ 本間　康浩 ホンマ　ヤスヒロ

細谷　真人 ホソヤ　マサト 本間　裕子 ホンマ　ユウコ

細谷　浩 ホソヤ　ユタカ

法華　真衣 ホッカ　マイ

堀田　亜希子 ホッタ　アキコ

堀田　有沙 ホッタ　アリサ

堀田　訓久 ホッタ　クニヒサ

堀田　直志 ホッタ　ナオシ

堀田　蘭 ホッタ　ラン

穂積　淳 ホヅミ　ジュン

程野　茂樹 ホドノ　シゲキ

保富　佐穂里 ホトミ　サオリ

甫母　章太郎 ホボ　ショウタロウ

堀　悦代 ホリ　エツヨ

堀　浩一朗 ホリ　コウイチロウ

堀　耕太郎 ホリ　コウタロウ

保利　直助 ホリ　ナオスケ

堀　直人 ホリ　ナオト

堀　佳美 ホリ　ヨシミ

堀　義幸 ホリ　ヨシユキ

堀井　靖彦 ホリイ　ヤスヒコ

堀内　桂 ホリウチ　カツラ

堀内　大志郎 ホリウチ　ダイシロウ

堀内　辰男 ホリウチ　タツオ

堀江　彩織 ホリエ　サオリ

堀江　利彰 ホリエ　トシアキ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 正岡　光智子 マサオカ　ミチコ

ま 286 真崎　藍 マザキ　アイ

前川　謙悟 マエカワ　ケンゴ 正木　豪 マサキ　ゴウ

前川　仁子 マエカワ　サトコ 真砂　佳代 マサゴ　カヨ

前川　俊 マエカワ　シュン 政田　希容子 マサダ　キョウコ

前川　紀雅 マエカワ　ノリマサ 政次　美代子 マサツグ　ミヨコ

前川　真基 マエカワ　マサキ 真尾　秀幸 マシオ　ヒデユキ

前川　衛 マエカワ　マモル 間嶋　望 マジマ　ノゾミ

前迫　雅樹 マエサコ　マサキ 増井　健一 マスイ　ケンイチ

前島　和美 マエシマ　カズミ 益子　進也 マスコ　シンヤ

前島　亨一郎 マエシマ　キョウイチロウ 増澤　宗洋 マスザワ　ムネヒロ

前田　愛子 マエダ　アイコ 増田　恵里香 マスダ　エリカ

前田　晃彦 マエダ　アキヒコ 増田　香織 マスダ　カオリ

前田　亜佐子 マエダ　アサコ 増田　健太郎 マスダ　ケンタロウ

前田　薫 マエダ　カオル 増田　清夏 マスダ　サヤカ

前田　紘一朗 マエダ　コウイチロウ 増田　貴子 マスダ　タカコ

前田　祥子 マエダ　サチコ 増田　都志彦 マスダ　トシヒコ

前田　成夫 マエダ　シゲオ 升田　茉莉子 マスダ　マリコ

前田　翔 マエダ　ショウ 増田　裕一郎 マスダ　ユウイチロウ

前田　隆求 マエダ　タカヤス 増田　祐也 マスダ　ユウヤ

前田　琢磨 マエダ　タクマ 益田　友里 マスダ　ユリ

前田　岳 マエダ　タケシ 桝田　庸子 マスダ　ヨウコ

前田　剛 マエダ　タケシ 舛田　吉伸 マスダ　ヨシノブ

前田　知香 マエダ　チカ 増田　義之 マスダ　ヨシユキ

前田　剛 マエダ　ツヨシ 増谷　正人 マスタニ　マサト

前田　利昭 マエダ　トシアキ 増渕　哲仁 マスブチ　テツヒト

前田　豊敬 マエダ　トヨタカ 増茂　薫 マスモ　カオル

前田　倫子 マエダ　ノリコ 益本　憲太郎 マスモト　ケンタロウ

前田　浩 マエダ　ヒロシ 益山　隆志 マスヤマ　タカシ

前田　舞 マエダ　マイ 間瀬　大司 マセ　ヒロシ

前田　正人 マエタ　マサト 又吉　重彰 マタヨシ　シゲアキ

前田　真由美 マエダ　マユミ 又吉　宏昭 マタヨシ　ヒロアキ

前田　洋典 マエダ　ヨウスケ 町　俊夫 マチ　トシオ

前田　祥範 マエダ　ヨシノリ 町田　貴正 マチダ　タカマサ

前田　亮子 マエダ　リョウコ 町田　匡成 マチダ　マサナリ

前田　亮二 マエダ　リョウジ 町野　麻美 マチノ　アサミ

前田　良太 マエダ　リョウタ 松井　晃紀 マツイ　アキノリ

前鼻　紗也香 マエハナ　サヤカ 松井　一幸 マツイ　カズユキ

前原　智 マエハラ　サトシ 松井　弦一郎 マツイ　ゲンイチロウ

前原　大 マエハラ　ダイ 松井　研人 マツイ　ケント

前村　由美 マエムラ　ユミ 松井　紗希代 マツイ　サキヨ

眞一　弘士 マカズ　ヒロシ 松井　周平 マツイ　シュウヘイ

曲渕　達雄 マガリブチ　タツオ 松井　寿美 マツイ　スミ

槇　誠俊 マキ　ナリトシ 松井　智子 マツイ　トモコ

牧　裕一 マキ　ユウイチ 松井　宏樹 マツイ　ヒロキ

槇尾　真理 マキオ　マリ 松井　博義 マツイ　ヒロヨシ

牧瀬　杏子 マキセ　キョウコ 松井　美貴 マツイ　ミキ

牧瀬　則子 マキセ　ノリコ 松井　祐介 マツイ　ユウスケ

牧園　玲子 マキゾノ　レイコ 松浦　恵梨 マツウラ　エリ

槇田　徹次 マキタ　テツジ 松浦　加恵 マツウラ　カエ

牧戸　香詠子 マキト　カナコ 松浦　康荘 マツウラ　コウソウ

槇殿　佳子 マキドノ　ヨシコ 松浦　壮吾 マツウラ　ショウゴ

牧野　朝子 マキノ　アサコ 松浦　正 マツウラ　タダシ

牧野　佐和 マキノ　サワ 松浦　菜穂子 マツウラ　ナオコ

巻野　将平 マキノ　ショウヘイ 松浦　秀記 マツウラ　ヒデキ

牧野　隆司 マキノ　タカシ 松浦　史博 マツウラ　フミヒロ

槇野　仁奈 マキノ　ニナ 松浦　正司 マツウラ　マサジ

牧野　佑斗 マキノ　ユウト 松浦　優 マツウラ　ユウ

牧野　裕美 マキノ　ユミ 松尾　顯 マツオ　アキラ

牧野　義文 マキノ　ヨシフミ 松尾　綾芳 マツオ　アヤカ



松尾　和雅 マツオ　カズマサ 松田　力哉 マツダ　リキヤ

松尾　佳那子 マツオ　カナコ 松田　留美子 マツダ　ルミコ

松尾　佳代子 マツオ　カヨコ 松谷　真理子 マツタニ　マリコ

松尾　敬介 マツオ　ケイスケ 松永　雄太 マツナガ　ユウタ

松尾　孝一 マツオ　コウイチ 松永　渉 マツナガ　ワタル

松尾　史郎 マツオ　シロウ 松波　恵里佳 マツナミ　エリカ

松尾　秀樹 マツオ　ヒデキ 松浪　薫 マツナミ　カオル

松尾　光浩 マツオ　ミツヒロ 松浪　勝昭 マツナミ　カツアキ

松尾　由希恵 マツオ　ユキエ 松波　紀行 マツナミ　ノリユキ

松岡　鐘文 マツオカ　カネフミ 松成　泰典 マツナリ　ヤスノリ

松岡　慶 マツオカ　ケイ 松野　賢一 マツノ　ケンイチ

松岡　慶太 マツオカ　ケイタ 松野　悟 マツノ　サトル

松岡　香哲 マツオカ　コウテツ 松野　伸哉 マツノ　シンヤ

松岡　修平 マツオカ　シュウヘイ 松野　史孝 マツノ　フミタカ

松岡　拓 マツオカ　タク 松野　美幸 マツノ　ミユキ

松岡　徹 マツオカ　トオル 松野　由以 マツノ　ユイ

松岡　友香 マツオカ　トモカ 松橋　麻里 マツハシ　マリ

松岡　信広 マツオカ　ノブヒロ 松林　理 マツバヤシ　リ

松岡　伸悦 マツオカ　ノブヨシ 松原　珠美 マツバラ　タマミ

松岡　宏晃 マツオカ　ヒロアキ 松原　千里 マツバラ　チサト

松岡　博史 マツオカ　ヒロシ 松原　陽子 マツバラ　ヨウコ

松岡　美紗子 マツオカ　ミサコ 松久　大希 マツヒサ　ダイキ

松岡　康子 マツオカ　ヤスコ 松三　絢弥 マツミ　ジュンヤ

松岡　豊 マツオカ　ユタカ 松宮　桂 マツミヤ　ケイ

松岡　義和 マツオカ　ヨシカズ 松村　純也 マツムラ　ジュンヤ

松川　志乃 マツカワ　シノ 松村　千穂子 マツムラ　チホコ

松川　公一 マツカワ　マサカズ 松村　典子 マツムラ　ノリコ

松木　郷 マツキ　ゴウ 松村　実穂 マツムラ　ミホ

松木　泰成 マツキ　ヤスナリ 松村　陽子 マツムラ　ヨウコ

松木　悠佳 マツキ　ユカ 松本　充弘 マツモト　アツヒロ

松窪　恭子 マツクボ　キョウコ 松本　杏菜 マツモト　アンナ

松﨑　明子 マツザキ　アキコ 松本　香織 マツモト　カオリ

松﨑　重之 マツザキ　シゲユキ 松本　克平 マツモト　カッペイ

松崎　孝 マツサキ　タカシ 松本　圭子 マツモト　ケイコ

松﨑　千明 マツサキ　チアキ 松元　恵輔 マツモト　ケイスケ

松澤　伸好 マツザワ　ノブヨシ 松本　浩一 マツモト　コウイチ

松澤　吉保 マツザワ　ヨシヤス 松本　聡 マツモト　サトシ

松下　明子 マツシタ　アキコ 松本　さゆき マツモト　サユキ

松下　克之 マツシタ　カツユキ 松本　重清 マツモト　シゲキヨ

松下　至誠 マツシタ　シセイ 松本　慈寛 マツモト　シゲヒロ

松島　久雄 マツシマ　ヒサオ 松本　茂美 マツモト　シゲミ

松島　麻由佳 マツシマ　マユカ 松元　茂 マツモト　シゲル

松瀬　信二 マツセ　シンジ 松本　周平 マツモト　シュウヘイ

松田　敬一郎 マツダ　ケイイチロウ 松本　祥 マツモト　ショウ

松田　敬子 マツダ　ケイコ 松本　進一 マツモト　シンイチ

松田　昌子 マツダ　ショウコ 松本　真一 マツモト　シンイチ

松田　高志 マツダ　タカシ 松本　森作 マツモト　シンサク

松田　千栄 マツダ　チエ 松本　聖子 マツモト　セイコ

松田　千尋 マツダ　チヒロ 松本　聡治朗 マツモト　ソウジロウ

松田　智明 マツダ　トモアキ 松本　園子 マツモト　ソノコ

松田　真子 マツダ　ナオコ 松本　卓也 マツモト　タクヤ

松田　憲昌 マツダ　ノリマサ 松本　千恵子 マツモト　チエコ

松田　弘美 マツダ　ヒロミ 松本　勉 マツモト　ツトム

松田　雅子 マツダ　マサコ 松本　知子 マツモト　トモコ

松田　光正 マツダ　ミツマサ 松本　朋美 マツモト　トモミ

松田　愛 マツダ　メグミ 松本　知之 マツモト　トモユキ

松田　優子 マツダ　ユウコ 松本　直樹 マツモト　ナオキ

松田　祐典 マツダ　ユウスケ 松本　英樹 マツモト　ヒデキ

松田　陽一 マツダ　ヨウイチ 松本　宏 マツモト　ヒロシ

松田　善文 マツダ　ヨシフミ 松本　布紀子 マツモト　フキコ



松本　麻理 マツモト　マリ

松本　都 マツモト　ミヤコ

松本　恵 マツモト　メグミ

松本　守正 マツモト　モリマサ

松本　裕則 マツモト　ヤスノリ

松本　悠 マツモト　ユウ

松本　豊 マツモト　ユタカ

松本　友里 マツモト　ユリ

松本　禎久 マツモト　ヨシヒサ

松本　怜子 マツモト　レイコ

松谷　厚子 マツヤ　アツコ

松山　智紀 マツヤマ　トモノリ

松山　尚弘 マツヤマ　ナオヒロ

松山　宗子 マツヤマ　モトコ

松山　恭悠 マツヤマ　ヤスヒロ

松吉　健夫 マツヨシ　タケオ

真部　信毅 マナベ　ノブキ

真鍋　素子 マナベ　モトコ

真山　崇 マヤマ　タカシ

真弓　研作 マユミ　ケンサク

丸　浩明 マル　ヒロアキ

丸内　貴子 マルウチ　タカコ

丸岡　志歩 マルオカ　シホ

丸岡　司 マルオカ　ツカサ

丸岡　博史 マルオカ　ヒロシ

丸川　愛子 マルカワ　アイコ

丸田　京子 マルタ　キョウコ

丸田　豊明 マルタ　トヨアキ

丸田　望 マルタ　ノゾミ

丸田　創 マルタ　ハジメ

丸谷　恵子 マルタニ　ケイコ

丸中　淳 マルナカ　スナオ

丸野　暢彦 マルノ　ノブヒコ

丸茂　祥人 マルモ　サチト

丸茂　穂積 マルモ　ホヅミ

丸山　晃一 マルヤマ　コウイチ

丸山　淳子 マルヤマ　ジュンコ

丸山　大介 マルヤマ　ダイスケ

丸山　崇 マルヤマ　タカシ

丸山　智之 マルヤマ　トモユキ

丸山　直子 マルヤマ　ナオコ

丸山　宏 マルヤマ　ヒロシ

丸山　史 マルヤマ　フミ

丸山　祐子 マルヤマ　ユウコ

丸山　友紀 マルヤマ　ユキ

丸山　由起子 マルヤマ　ユキコ

丸山　洋一 マルヤマ　ヨウイチ

萬代　良一 マンダイ　リョウイチ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 水野　隆芳 ミズノ　タカヨシ

み 211 水野　光規 ミズノ　ミツノリ

見市　光寿 ミイチ　ミツヒサ 水野　裕子 ミズノ　ユウコ

三浦　邦久 ミウラ　クニヒサ 水野　祐介 ミズノ　ユウスケ

三浦　耕資 ミウラ　コウスケ 水野　里香 ミズノ　リカ

三浦　梢 ミウラ　コズエ 水野谷　和之 ミズノヤ　カズユキ

三浦　大介 ミウラ　ダイスケ 水村　郁 ミズムラ　カオル

三浦　智美 ミウラ　トモミ 水本　靖 ミズモト　キヨシ

三浦　尚友 ミウラ　ナオトモ 水山　和之 ミズヤマ　カズユキ

三浦　倫一 ミウラ　ノリカズ 水山　勇人 ミズヤマ　ハヤト

三浦　弘樹 ミウラ　ヒロキ 水山　有紀 ミズヤマ　ユキ

三浦　裕子 ミウラ　ヒロコ 溝田　敏幸 ミゾタ　トシユキ

三浦　正明 ミウラ　マサアキ 溝田　陽子 ミゾタ　ヨウコ

三浦　真由美 ミウラ　マユミ 御園生　与志 ミソノオ　ヨシ

三浦　基嗣 ミウラ　モトツグ 溝渕　有助 ミゾブチ　ユウスケ

三浦　由紀子 ミウラ　ユキコ 三田　えり ミタ　エリ

三浦　芳則 ミウラ　ヨシノリ 三田　建一郎 ミタ　ケンイチロウ

三浦　美英 ミウラ　ヨシヒデ 箕田　直治 ミタ　ナオジ

三枝　勉 ミエダ　ツトム 三田　範勝 ミタ　ノリカツ

水枝谷　一仁 ミエタニ　カズヒト 三田村　小百合 ミタムラ　サユリ

三尾　英之 ミオ　ヒデユキ 道野　朋洋 ミチノ　トモヒロ

三尾　寧 ミオ　ヤスシ 道山　琴美 ミチヤマ　コトミ

三笠　裕美 ミカサ　ヒロミ 三井　孝則 ミツイ　タカノリ

實金　健 ミカネ　タケシ 三井　裕介 ミツイ　ユウスケ

三上　敦子 ミカミ　アツコ 三井　由希子 ミツイ　ユキコ

三上　惠理 ミカミ　エリ 満瀬　哲郎 ミツセ　テツロウ

三上　久美子 ミカミ　クミコ 光田　将憲 ミツダ　マサノリ

三上　さおり ミカミ　サオリ 光田　祐樹 ミツタ　ユウキ

三上　大介 ミカミ　ダイスケ 光成　誉明 ミツナリ　ヒロアキ

三河　美佳 ミカワ　ミカ 光藤　努 ミツフジ　ツトム

三木　聡子 ミキ　サトコ 三ツ堀　琴美 ミツボリ　コトミ

三木　美津子 ミキ　ミツコ 三ツ間　祐介 ミツマ　ユウスケ

三木　優美 ミキ　ユミ 三溝　慎次 ミツミゾ　シンジ

右田　貴子 ミギタ　タカコ 三ツ本　直弘 ミツモト　ナオヒロ

三国　生臣 ミクニ　イクオミ 三世　敏彦 ミツヨ　トシヒコ

操　奈美 ミサオ　ナミ 水戸　龍一 ミト　リュウイチ

身﨑　伊織 ミサキ　イオリ 水戸野　裕之 ミトノ　ヒロユキ

三澤　和秀 ミサワ　カズヒデ 緑川　由紀夫 ミドリカワ　ユキオ

三澤　学 ミサワ　マナブ 南方　綾 ミナカタ　アヤ

見塩　六生 ミシオ　ムツオ 皆川　陽子 ミナカワ　ヨウコ

三島　康典 ミシマ　ヤスノリ 皆木　有希 ミナギ　ユキ

水落　雄一朗 ミズオチ　ユウイチロウ 湊　弘之 ミナト　ヒロユキ

水川　俊一 ミズカワ　シュンイチ 湊　文昭 ミナト　フミアキ

水口　泰介 ミズグチ　タイスケ 南　悦子 ミナミ　エツコ

水越　圭子 ミズコシ　ケイコ 南　絵里子 ミナミ　エリコ

水澤　教子 ミズサワ　キョウコ 南　公人 ミナミ　キミト

水田　大介 ミズタ　ダイスケ 南　俊孝 ミナミ　トシタカ

水田　菜々子 ミズタ　ナナコ 南　智子 ミナミ　トモコ

水田　幸恵 ミズタ　ユキエ 南　雅美 ミナミ　マサミ

水谷　明男 ミズタニ　アキオ 三浪　陽介 ミナミ　ヨウスケ

水谷　健司 ミズタニ　ケンジ 南澤　聡 ミナミサワ　サトシ

水谷　仁 ミズタニ　ヒトシ 三根　大乗 ミネ　オオノリ

水谷　吉宏 ミズタニ　ヨシヒロ 美根　智子 ミネ　トモコ

水沼　隆秀 ミズヌマ　タカヒデ 三根　奈々 ミネ　ナナ

水沼　大 ミズヌマ　マサル 三根　里絵 ミネ　リエ

水野　圭一郎 ミズノ　ケイイチロウ 美濃口　和洋 ミノグチ　カズヒロ

水野　幸一 ミズノ　コウイチ 美濃口　洋一 ミノグチ　ヨウイチ

水野　樹 ミズノ　ジュ 箕西　利之 ミノニシ　トシユキ

水野　祥子 ミズノ　ショウコ 蓑輪　尭久 ミノワ　タカヒサ

水野　省司 ミズノ　ショウジ 箕輪　麻友美 ミノワ　マユミ



蓑輪　行輝 ミノワ　ユキテル 宮田　妙子 ミヤタ　タエコ

水原　敬洋 ミハラ　タカヒロ 宮田　有香 ミヤタ　ユカ

三原　千拡 ミハラ　チヒロ 宮田　嘉久 ミヤタ　ヨシヒサ

三原　亨 ミハラ　トオル 宮津　光範 ミヤヅ　ミツノリ

三原　聡仁 ミハラ　トシヒト 宮林　真沙代 ミヤバヤシ　マサヨ

三原　良介 ミハラ　リョウスケ 宮原　桂子 ミヤハラ　ケイコ

美馬　裕之 ミマ　ヒロユキ 宮原　誠二 ミヤハラ　セイジ

三股　美帆里 ミマタ　ミホリ 宮原　ひろみ ミヤハラ　ヒロミ

三股　亮介 ミマタ　リョウスケ 宮村　加奈子 ミヤムラ　カナコ

三村　大悟 ミムラ　ダイゴ 宮本　和之 ミヤモト　カズユキ

三村　文昭 ミムラ　フミアキ 宮本　沙美 ミヤモト　サミ

御室　総一郎 ミムロ　ソウイチロウ 宮本　晋之介 ミヤモト　シンノスケ

宮井　善三 ミヤイ　ヨシミツ 宮本　竜之 ミヤモト　タツユキ

宮市　功典 ミヤイチ　トシノリ 宮本　千里 ミヤモト　チサト

宮尾　真理子 ミヤオ　マリコ 宮本　奈穂子 ミヤモト　ナホコ

宮川　貴光 ミヤガワ　タカミツ 宮本　寛 ミヤモト　ヒロシ

宮川　直子 ミヤガワ　ナオコ 宮本　真紀 ミヤモト　マキ

宮川　秀俊 ミヤカワ　ヒデトシ 宮本　将 ミヤモト　マサシ

宮川　博司 ミヤカワ　ヒロシ 宮本　政春 ミヤモト　マサハル

宮川　貴圭 ミヤガワ　ヨシカド 宮本　美希 ミヤモト　ミキ

宮城　健 ミヤギ　ケン 宮本　由利絵 ミヤモト　ユリエ

宮城　光正 ミヤギ　ミツマサ 宮本　義久 ミヤモト　ヨシヒサ

三宅　久美子 ミヤケ　クミコ 宮山　直樹 ミヤヤマ　ナオキ

三宅　周一 ミヤケ　シュウイチ 宮脇　順子 ミヤワキ　ジュンコ

三宅　聰行 ミヤケ　トシユキ 宮脇　弘樹 ミヤワキ　ヒロキ

三宅　奈苗 ミヤケ　ナナエ 茗荷　良則 ミョウガ　ヨシノリ

三宅　裕 ミヤケ　ユウ 明星　康裕 ミョウジョウ　ヤスヒロ

三宅　来夢 ミヤケ　ライム 三好　亜希子 ミヨシ　アキコ

三宅　隆一郎 ミヤケ　リュウイチロウ 三好　寛二 ミヨシ　ヒロツグ

都　正彦 ミヤコ　マサヒコ 三好　ふたば ミヨシ　フタバ

都　有花 ミヤコ　ユカ 三好　由紀子 ミヨシ　ユキコ

宮坂　清之 ミヤサカ　キヨユキ 三輪　明子 ミワ　アキコ

宮崎　敦 ミヤザキ　アツシ 三輪　立夫 ミワ　タツオ

宮﨑　いづみ ミヤザキ　イヅミ

宮崎　恵美子 ミヤザキ　エミコ

宮﨑　絵里佳 ミヤザキ　エリカ

宮崎　恵子 ミヤザキ　ケイコ

宮﨑　紗衣子 ミヤザキ　サエコ

宮崎　聡 ミヤザキ　サトシ

宮﨑　信一郎 ミヤザキ　シンイチロウ

宮崎　智之 ミヤザキ　トモユキ

宮﨑　直樹 ミヤザキ　ナオキ

宮﨑　紀彰 ミヤザキ　ノリアキ

宮崎　博文 ミヤザキ　ヒロフミ

宮崎　弘行 ミヤザキ　ヒロユキ

宮崎　平祐 ミヤザキ　ヘイスケ

宮崎　真理恵 ミヤザキ　マリエ

宮崎　美由紀 ミヤザキ　ミユキ

宮崎　雄介 ミヤザキ　ユウスケ

宮﨑　裕也 ミヤザキ　ユウヤ

宮﨑　里佳 ミヤザキ　リカ

宮崎　良平 ミヤザキ　リョウヘイ

宮里　岳志 ミヤザト　タケシ

宮澤　一治 ミヤザワ　カズハル

宮澤　恵果 ミヤザワ　ケイカ

宮下　和広 ミヤシタ　カズヒロ

宮下　龍 ミヤシタ　リョウ

宮下　亮一 ミヤシタ　リョウイチ

宮田　章正 ミヤタ　アキマサ

宮田　和人 ミヤタ　カズト



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 村田　正喜 ムラタ　マサキ

む 75 村田　雄哉 ムラタ　ユウヤ

向　陽 ムカイ　アキラ 村田　裕 ムラタ　ユタカ

向井　敦子 ムカイ　アツコ 村谷　忠利 ムラタニ　タダトシ

向井　信弘 ムカイ　ノブヒロ 村橋　一 ムラハシ　ハジメ

向江　美智子 ムカエ　ミチコ 村松　愛 ムラマツ　アイ

武川　理恵 ムカワ　リエ 村松　明日香 ムラマツ　アスカ

椋本　知佐子 ムクモト　チサコ 村松　隆宏 ムラマツ　タカヒロ

向原　恭子 ムコハラ　ヤスコ 村山　清之 ムラヤマ　キヨシ

虫本　新恵 ムシモト　シンエ 村山　賢起 ムラヤマ　ケンキ

牟田　寿美 ムタ　ヒサミ 村山　隆紀 ムラヤマ　タカノリ

武藤　官大 ムトウ　カンダイ 村山　裕美 ムラヤマ　ヒロミ

武藤　孝夫 ムトウ　タカオ 室井　賢一 ムロイ　ケンイチ

武藤　典子 ムトウ　ノリコ 室内　健志 ムロウチ　タケシ

武藤　昌幸 ムトウ　マサユキ 室岡　由紀恵 ムロオカ　ユキエ

武藤　茉莉子 ムトウ　マリコ 室伏　真里 ムロフシ　マリ

武藤　友美 ムトウ　ユミ 室屋　充明 ムロヤ　ミツアキ

武藤　容典 ムトウ　ヨシノリ

宗像　和彦 ムナカタ　カズヒコ

宗村　由紀 ムネムラ　ユキ

村井　邦彦 ムライ　クニヒコ

村岡　陽大 ムラオカ　アキヒロ

村上　亜紀子 ムラカミ　アキコ

村上　あきつ ムラカミ　アキツ

村上　育子 ムラカミ　イクコ

村上　幸太郎 ムラカミ　コウタロウ

村上　俊介 ムラカミ　シュンスケ

村上　晶子 ムラカミ　ショウコ

村上　真一 ムラカミ　シンイチ

村上　隆司 ムラカミ　タカシ

村上　隆文 ムラカミ　タカフミ

村上　敬之 ムラカミ　タカユキ

村上　千晶 ムラカミ　チアキ

村上　徹 ムラカミ　トオル

村上　徹 ムラカミ　トオル

村上　法子 ムラカミ　ノリコ

村上　憲孝 ムラカミ　ノリタカ

村上　仁志 ムラカミ　ヒトシ

村上　史高 ムラカミ　フミタカ

村上　雅子 ムラカミ　マサコ

村上　衛 ムラカミ　マモル

村上　真理 ムラカミ　マリ

村上　祐子 ムラカミ　ユウコ

村上　優子 ムラカミ　ユウコ

村川　和重 ムラカワ　カズシゲ

村木　大志 ムラキ　ヒロシ

村社　瑞穂 ムラコソ　ミズホ

村崎　岬 ムラサキ　ミサキ

村島　浩二 ムラシマ　コウジ

村瀨　洋敏 ムラセ　ヒロトシ

村瀬　頼子 ムラセ　ヨリコ

村瀬　玲子 ムラセ　レイコ

村田　明子 ムラタ　アキコ

村田　久仁子 ムラタ　クニコ

村田　聡美 ムラタ　サトミ

村田　志乃 ムラタ　シノ

村田　哲哉 ムラタ　テツヤ

村田　智彦 ムラタ　トモヒコ

村田　寛明 ムラタ　ヒロアキ

村田　文子 ムラタ　フミコ
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2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 森川　洋平 モリカワ　ヨウヘイ

も 115 森河内　豊 モリコウチ　ユタカ

毛利　昭郎 モウリ　アキオ 森嵜　晴喜 モリサキ　ハルキ

毛利　英之 モウリ　ヒデユキ 森繁　秀太 モリシゲ　シュウタ

持田　晋輔 モチダ　シンスケ 森下　佳穂 モリシタ　カホ

持田　崇 モチダ　タカシ 森下　真至 モリシタ　シンジ

持田　奈緒美 モチダ　ナオミ 森下　誠治 モリシタ　セイジ

望月　挙 モチヅキ　アグル 森島　徹朗 モリシマ　テツロウ

望月　さや モチヅキ　サヤ 森田　恵 モリタ　ケイ

望月　夏紀 モチヅキ　ナツキ 森田　さおり モリタ　サオリ

望月　憲招 モチヅキ　ノリアキ 森田　智教 モリタ　トモノリ

望月　則孝 モチヅキ　ノリタカ 守田　季郎 モリタ　ヒデオ

望月　徳光 モチヅキ　ノリミツ 森田　麻己 モリタ　マキ

茂木　勝義 モテキ　カツヨシ 森田　真紀恵 モリタ　マキエ

茂木　僚一郎 モテギ　リョウイチロウ 森田　正人 モリタ　マサト

本池　有希 モトイケ　ユキ 守田　道由 モリタ　ミチヨシ

本岡　明浩 モトオカ　アキヒロ 森田　美則 モリタ　ミノリ

元木　敦子 モトキ　アツコ 森田　美由紀 モリタ　ミユキ

元村　裕二 モトムラ　ユウジ 森田　慶久 モリタ　ヨシヒサ

本山　あすみ モトヤマ　アスミ 森田　泰央 モリタ　ヨシヒサ

本山　正岩 モトヤマ　マサイワ 森田　善仁 モリタ　ヨシヒト

本山　泰士 モトヤマ　ヤスシ 森谷　実佳 モリタニ　ミカ

籾山　幸紀 モミヤマ　ユキノリ 森近　雅之 モリチカ　マサユキ

桃﨑　美香 モモザキ　ミカ 森永　俊彦 モリナガ　トシヒコ

百瀬　望 モモセ　ノゾミ 盛永　直樹 モリナガ　ナオキ

森　亜希 モリ　アキ 森永　將裕 モリナガ　マサヒロ

森　梓 モリ　アズサ 森永　真矢 モリナガ　マヤ

森　敦子 モリ　アツコ 森主　絵美 モリヌシ　エミ

森　一朗 モリ　イチロウ 森野　良蔵 モリノ　リョウゾウ

森　かおり モリ　カオリ 森松　博史 モリマツ　ヒロシ

森　我久史 モリ　ガクシ 森本　賢治 モリモト　ケンジ

森　啓介 モリ　ケイスケ 森本　直樹 モリモト　ナオキ

森　研也 モリ　ケンヤ 森本　典行 モリモト　ノリユキ

森　浩一 モリ　コウイチ 森本　冬樹 モリモト　フユキ

森　咲久絡 モリ　サクラ 森本　正昭 モリモト　マサアキ

森　沙和子 モリ　サワコ 森本　昌宏 モリモト　マサヒロ

森　俊輔 モリ　シュンスケ 森本　眞美 モリモト　マミ

森　信一郎 モリ　シンイチロウ 森本　充男 モリモト　ミツオ

森　哲 モリ　テツ 森本　康裕 モリモト　ヤスヒロ

森　敏洋 モリ　トシヒロ 守谷　幸一郎 モリヤ　コウイチロウ

森　知久 モリ　トモヒサ 森谷　真知佳 モリヤ　マチカ

盛　直博 モリ　ナオヒロ 守屋　佳恵 モリヤ　ヨシエ

森　久剛 モリ　ヒサタケ 森山　潔 モリヤマ　キヨシ

森　麻衣子 モリ　マイコ 森山　久美 モリヤマ　クミ

森　正和 モリ　マサカズ 森山　孝宏 モリヤマ　タカヒロ

守　真輝 モリ　マサキ 森山　直樹 モリヤマ　ナオキ

森　正信 モリ　マサノブ 森脇　翔太 モリワキ　ショウタ

森　美喜 モリ　ミキ 森脇　菜々子 モリワキ　ナナコ

森　由紀子 モリ　ユキコ 諸石　耕介 モロイシ　コウスケ

森　由美子 モリ　ユミコ 諸岡　あかり モロオカ　アカリ

森　芳映 モリ　ヨシテル 諸岡　威 モロオカ　タケシ

森　玲央那 モリ　レオナ 諸隈　明子 モロクマ　アキコ

森尾　篤 モリオ　アツシ 両角　幸平 モロズミ　コウヘイ

森岡　宣伊 モリオカ　ノブタダ 諸橋　徹 モロハシ　トオル

森川　修 モリカワ　オサム 諸原　清香 モロハラ　サヤカ

森川　要 モリカワ　カナメ 門田　庸子 モンデン　ヨウコ

森川　真吾 モリカワ　シンゴ 門馬　和枝 モンマ　カズエ

森川　高宗 モリカワ　タカノリ

森川　裕史 モリカワ　ヒロシ

森川　真由美 モリカワ　マユミ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 柳　明男 ヤナギ　アキオ

や 319 栁　大介 ヤナギ　ダイスケ

矢数　芳英 ヤカズ　ヨシヒデ 柳　宏美 ヤナギ　ヒロミ

八木　馨 ヤギ　カオリ 柳　祐樹 ヤナギ　ユウキ

八木　成夫 ヤギ　シゲオ 柳　由紀 ヤナギ　ユキ

八木　俊 ヤギ　スグル 柳澤　晃広 ヤナギサワ　アキヒロ

八木　拓也 ヤギ　タクヤ 柳澤　綾子 ヤナギサワ　アヤコ

八木　知佐子 ヤギ　チサコ 柳澤　克嘉 ヤナギサワ　カツヨシ

八木　真実 ヤギ　マサミ 柳田　憲志 ヤナギダ　ケンジ

八木　泰憲 ヤギ　ヤスノリ 柳田　豊伸 ヤナギダ　トヨノブ

八木原　正浩 ヤギハラ　マサヒロ 柳田　翼 ヤナギタ　ヨク

夜久　英明 ヤク　ヒデアキ 柳村　春江 ヤナギムラ　ハルエ

藥師寺　竜太 ヤクシジ　リュウタ 簗瀬　賢 ヤナセ　ケン

矢口　裕一 ヤグチ　ユウイチ 簗瀬　史貴 ヤナセ　フミタカ

八子　一 ヤコ　ハジメ 簗詰　泰彦 ヤナヅメ　ヤスヒコ

矢越　ちひろ ヤコシ　チヒロ 柳本　富士雄 ヤナモト　フジオ

矢崎　誠治 ヤザキ　セイジ 矢鳴　智明 ヤナル　トモアキ

矢崎　泰司 ヤザキ　タイジ 矢野　喜一 ヤノ　キイチ

矢﨑　美和 ヤザキ　ミワ 矢野　隆郎 ヤノ　タカオ

矢澤　智子 ヤザワ　トモコ 矢野　高志 ヤノ　タカシ

矢島　聡 ヤジマ　サトシ 矢野　武志 ヤノ　タケシ

八島　望 ヤシマ　ノゾミ 矢野　都子 ヤノ　ミヤコ

矢島　緑 ヤジマ　ミドリ 矢作　直樹 ヤハギ　ナオキ

八代　英子 ヤシロ　エイコ 矢作　武蔵 ヤハギ　ムサシ

安井　百代 ヤスイ　モモヨ 八幡　真代 ヤハタ　マサヨ

安井　豊 ヤスイ　ユタカ 薮内　康博 ヤブウチ　ヤスヒロ

安氏　正和 ヤスウジ　マサカズ 矢吹　志津葉 ヤブキ　シヅハ

安江　雄一 ヤスエ　ユウイチ 藪崎　貴美子 ヤブザキ　キミコ

安岡　栄美 ヤスオカ　エミ 薮田　浩一 ヤブタ　コウイチ

安岡　直子 ヤスオカ　ナオコ 矢部　雅哉 ヤベ　マサヤ

保岡　宏彰 ヤスオカ　ヒロアキ 山内　章裕 ヤマウチ　アキヒロ

安川　毅 ヤスカワ　タケシ 山内　英子 ヤマウチ　エイコ

安田　朗雄 ヤスダ　アキオ 山内　千世里 ヤマウチ　チヨリ

安田　篤史 ヤスダ　アツシ 山内　教宏 ヤマウチ　ノリヒロ

安田　勇 ヤスダ　イサム 山内　浩揮 ヤマウチ　ヒロキ

安田　邦春 ヤスダ　クニハル 山内　康裕 ヤマウチ　ヤスヒロ

安田　茂 ヤスダ　シゲル 山岡　彩子 ヤマオカ　サイコ

安田　忠伸 ヤスダ　タダノブ 山岡　正和 ヤマオカ　マサカズ

安田　智嗣 ヤスダ　トモツグ 山岡　祐子 ヤマオカ　ユウコ

安田　信彦 ヤスダ　ノブヒコ 山賀　綾乃 ヤマガ　アヤノ

安田　則久 ヤスダ　ノリヒサ 山家　智紀 ヤマガ　トモキ

安田　博之 ヤスダ　ヒロユキ 山賀　昌治 ヤマガ　マサハル

保田　公子 ヤスダ　マサコ 山縣　文 ヤマガタ　アヤ

安田　吉孝 ヤスダ　ヨシタカ 山縣　克之 ヤマガタ　カツユキ

安永　秀一 ヤスナガ　シュウイチ 山形　晃太 ヤマガタ　コウタ

安間　記世 ヤスマ　フミヨ 山形　忠永 ヤマガタ　タダヒサ

安村　里絵 ヤスムラ　リエ 山上　裕章 ヤマガミ　ヒロアキ

安本　和正 ヤスモト　カズマサ 山上　有紀 ヤマガミ　ユキ

安元　聰之 ヤスモト　サトシ 山川　健太郎 ヤマカワ　ケンタロウ

安本　高規 ヤスモト　タカノリ 山川　伸子 ヤマカワ　ノブコ

安本　寛章 ヤスモト　ヒロアキ 山川　真由美 ヤマカワ　マユミ

矢高　勉 ヤタカ　ツトム 山川　美樹子 ヤマカワ　ミキコ

矢田部　智昭 ヤタベ　トモアキ 山木　良一 ヤマキ　リョウイチ

矢津田　麻里 ヤツダ　マリ 山岸　昭夫 ヤマギシ　アキオ

八塚　秀彦 ヤツヅカ　ヒデヒコ 山岸　一也 ヤマギシ　カズヤ

矢内　るみな ヤナイ　ルミナ 山岸　頌子 ヤマギシ　ショウコ

柳泉　亮太 ヤナイズミ　リョウタ 山北　俊介 ヤマキタ　シュンスケ

柳井谷　深志 ヤナイダニ　フカシ 山口　綾子 ヤマグチ　アヤコ

矢永　茄津 ヤナガ　カツ 山口　和将 ヤマグチ　カズマサ

柳川　慎平 ヤナガワ　シンペイ 山口　勝也 ヤマグチ　カツヤ



山口　桂司 ヤマグチ　ケイジ 山下　和範 ヤマシタ　カズノリ

山口　敬介 ヤマグチ　ケイスケ 山下　和之 ヤマシタ　カズユキ

山口　慧太郎 ヤマグチ　ケイタロウ 山下　健次 ヤマシタ　ケンジ

山口　こずえ ヤマグチ　コズエ 山下　早希 ヤマシタ　サキ

山口　怜 ヤマグチ　サトシ 山下　理 ヤマシタ　サトシ

山口　忍 ヤマグチ　シノブ 山下　淳 ヤマシタ　ジュン

山口　慎也 ヤマグチ　シンヤ 山下　昌子 ヤマシタ　ショウコ

山口　卓哉 ヤマグチ　タクヤ 山下　友子 ヤマシタ　トモコ

山口　達郎 ヤマグチ　タツオ 山下　智範 ヤマシタ　トモノリ

山口　知紀 ヤマグチ　トモキ 山下　智充 ヤマシタ　トモミツ

山口　智子 ヤマグチ　トモコ 山下　智之 ヤマシタ　トモユキ

山口　直城 ヤマグチ　ナオキ 山下　奈奈 ヤマシタ　ナナ

山口　奈央子 ヤマグチ　ナオコ 山下　順正 ヤマシタ　ノブマサ

山口　春子 ヤマグチ　ハルコ 山下　春奈 ヤマシタ　ハルナ

山口　浩史 ヤマグチ　ヒロシ 山下　雄介 ヤマシタ　ユウスケ

山口　裕充 ヤマグチ　ヒロミツ 山科　元範 ヤマシナ　モトノリ

山口　昌一 ヤマグチ　マサカズ 山嶋　誠一 ヤマシマ　セイイチ

山口　美知子 ヤマグチ　ミチコ 山代　亜紀子 ヤマシロ　アキコ

山口　由紀 ヤマグチ　ユキ 山城　晃 ヤマシロ　アキラ

山口　由紀子 ヤマグチ　ユキコ 山住　勲 ヤマズミ　イサオ

山口　由莉 ヤマグチ　ユリ 山瀬　裕美 ヤマセ　ヒロミ

山口　嘉一 ヤマグチ　ヨシカズ 山添　泰佳 ヤマゾエ　ヤスヨシ

山口　佳子 ヤマグチ　ヨシコ 山田　阿貴子 ヤマダ　アキコ

山腰　美代香 ヤマコシ　ミヨカ 山田　暁大 ヤマダ　アキヒロ

山崎　晶 ヤマサキ　アキラ 山田　新 ヤマダ　アラタ

山崎　彩 ヤマサキ　アヤ 山田　衣璃 ヤマダ　エリ

山﨑　悦子 ヤマザキ　エツコ 山田　佳奈 ヤマダ　カナ

山崎　花衣 ヤマザキ　カイ 山田　清恵 ヤマダ　キヨエ

山崎　恭子 ヤマサキ　キョウコ 山田　恵子 ヤマダ　ケイコ

山崎　景子 ヤマサキ　ケイコ 山田　圭輔 ヤマダ　ケイスケ

山崎　聡子 ヤマザキ　サトコ 山田　佐世子 ヤマダ　サヨコ

山崎　諭 ヤマザキ　サトシ 山田　茂久 ヤマダ　シゲヒサ

山崎　潤二 ヤマザキ　ジュンジ 山田　茂行 ヤマダ　シゲユキ

山﨑　翔 ヤマザキ　ショウ 山田　淳子 ヤマダ　ジュンコ

山﨑　隆史 ヤマサキ　タカシ 山田　伸 ヤマダ　シン

山崎　一 ヤマザキ　ハジメ 山田　信一 ヤマダ　シンイチ

山﨑　肇 ヤマザキ　ハジメ 山田　晋也 ヤマダ　シンヤ

山崎　治幸 ヤマザキ　ハルユキ 山田　高成 ヤマダ　タカシゲ

山崎　広之 ヤマサキ　ヒロユキ 山田　高之 ヤマダ　タカユキ

山崎　文恵 ヤマザキ　フミエ 山田　寿彦 ヤマダ　トシヒコ

山崎　史幹 ヤマサキ　フミモト 山田　富雄 ヤマダ　トミオ

山﨑　文平 ヤマサキ　ブンペイ 山田　友克 ヤマダ　トモカツ

山﨑　正記 ヤマサキ　マサキ 山田　智子 ヤマダ　トモコ

山﨑　倫子 ヤマサキ　ミチコ 山田　知嗣 ヤマダ　トモツグ

山崎　実 ヤマザキ　ミノル 山田　知見 ヤマダ　トモミ

山崎　康夫 ヤマザキ　ヤスオ 山田　直人 ヤマダ　ナオト

山﨑　由香里 ヤマザキ　ユカリ 山田　均 ヤマダ　ヒトシ

山崎　豊 ヤマザキ　ユタカ 山田　宏和 ヤマダ　ヒロカズ

山﨑　理絵 ヤマザキ　リエ 山田　宏 ヤマダ　ヒロシ

山嵜　遼 ヤマサキ　リョウ 山田　真樹 ヤマダ　マキ

山里　政智 ヤマザト　マサトモ 山田　真紀子 ヤマダ　マキコ

山路　敦子 ヤマジ　アツコ 山田　将紀 ヤマダ　マサキ

山路　寛人 ヤマジ　ヒロト 山田　正名 ヤマダ　マサナ

山下　明子 ヤマシタ　アキコ 山田　昌宏 ヤマダ　マサヒロ

山下　哲秀 ヤマシタ　アキヒデ 山田　麻由子 ヤマダ　マユコ

山下　麻子 ヤマシタ　アサコ 山田　万代 ヤマダ　マヨ

山下　敦生 ヤマシタ　アツオ 山田　美紀 ヤマダ　ミキ

山下　敦 ヤマシタ　アツシ 山田　美咲 ヤマダ　ミサキ

山下　理比路 ヤマシタ　アヤヒロ 山田　倫子 ヤマダ　ミチコ

山下　和人 ヤマシタ　カズト 山田　康貴 ヤマダ　ヤスタカ



山田　裕樹 ヤマダ　ユウキ 山本　雅子 ヤマモト　マサコ

山田　由林 ヤマダ　ユリン 山本　真崇 ヤマモト　マサタカ

山田　洋平 ヤマダ　ヨウヘイ 山本　麻里 ヤマモト　マリ

山田　理恵子 ヤマダ　リエコ 山本　真理子 ヤマモト　マリコ

山田　梨香子 ヤマダ　リカコ 山本　美佐紀 ヤマモト　ミサキ

山田　瑠美子 ヤマダ　ルミコ 山本　基佳 ヤマモト　モトヨシ

山鳥　佑輔 ヤマドリ　ユウスケ 山本　泰久 ヤマモト　ヤスヒサ

山名　健 ヤマナ　ケン 山本　祐 ヤマモト　ユウ

山中　明美 ヤマナカ　アケミ 山本　悠介 ヤマモト　ユウスケ

山長　修 ヤマナガ　オサム 山本　裕梨 ヤマモト　ユリ

山中　大樹 ヤマナカ　ダイキ 山本　庸子 ヤマモト　ヨウコ

山中　渚 ヤマナカ　ナギサ 山本　陽子 ヤマモト　ヨウコ

山中　秀則 ヤマナカ　ヒデノリ 山本　洋介 ヤマモト　ヨウスケ

山中　寛男 ヤマナカ　ヒロオ 山本　佳子 ヤマモト　ヨシコ

山梨　義高 ヤマナシ　ヨシタカ 山本　理恵 ヤマモト　リエ

山根　毅郎 ヤマネ　タケロウ 山本　里恵 ヤマモト　リエ

山根　由唯 ヤマネ　ユイ 山本　令子 ヤマモト　レイコ

山根　悠 ヤマネ　ユウ 矢本　真城 ヤモト　マキ

山之井　智子 ヤマノイ　トモコ 屋良　美紀 ヤラ　ミキ

山間　義弘 ヤママ　ヨシヒロ 梁　勉 ヤン　ツトム

山村　愛 ヤマムラ　アイ 山家　陽児 ヤンベ　ヨウジ

山村　彩 ヤマムラ　アヤ

山村　光一 ヤマムラ　コウイチ

山村　宏嘉 ヤマムラ　ヒロヨシ

山本　厚子 ヤマモト　アツコ

山本　英一郎 ヤマモト　エイイチロウ

山本　香 ヤマモト　カオリ

山本　克己 ヤマモト　カツミ

山本　邦彦 ヤマモト　クニヒコ

山本　慶 ヤマモト　ケイ

山本　桂子 ヤマモト　ケイコ

山本　健 ヤマモト　ケン

山本　兼二 ヤマモト　ケンジ

山本　賢太郎 ヤマモト　ケンタロウ

山本　公三 ヤマモト　コウゾウ

山本　さおり ヤマモト　サオリ

山本　聡美 ヤマモト　サトミ

山本　さやか ヤマモト　サヤカ

山本　俊介 ヤマモト　シュンスケ

山本　俊介 ヤマモト　シュンスケ

山本　偉 ヤマモト　スグル

山本　純偉 ヤマモト　スミイ

山本　剛史 ヤマモト　タカシ

山本　匠 ヤマモト　タクミ

山本　達郎 ヤマモト　タツオ

山本　達夫 ヤマモト　タツオ

山元　たまき ヤマモト　タマキ

山本　智久 ヤマモト　トモヒサ

山本　知裕 ヤマモト　トモヒロ

山本　夏子 ヤマモト　ナツコ

山本　夏啓 ヤマモト　ナツヒロ

山本　花子 ヤマモト　ハナコ

山本　英明 ヤマモト　ヒデアキ

山元　浩 ヤマモト　ヒロシ

山本　泰史 ヤマモト　ヒロシ

山本　博俊 ヤマモト　ヒロトシ

山本　史子 ヤマモト　フミコ

山本　舞 ヤマモト　マイ

山本　牧子 ヤマモト　マキコ

山本　真記子 ヤマモト　マキコ
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湯浅　真由美 ユアサ　マユミ

油井　勝彦 ユイ　カツヒコ

結城　法子 ユウキ　ノリコ

結城　由香子 ユウキ　ユカコ

行岡　秀和 ユキオカ　ヒデカズ

雪平　基子 ユキヒラ　モトコ

行正　翔 ユキマサ　ショウ

油座　美花 ユザ　ミカ

湯澤　則子 ユザワ　ノリコ

湯野川　隻 ユノカワ　セキ

湯野川　依理子 ユノカワ　ヨリコ

柚木　圭子 ユノキ　ケイコ

油布　克巳 ユフ　カツミ

湯舟　晋也 ユフネ　シンヤ

弓野　真由子 ユミノ　マユコ

湯本　充規子 ユモト　ミキコ

柚留木　朋子 ユルキ　トモコ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 吉川　菜々子 ヨシカワ　ナナコ

よ 152 吉川　博昭 ヨシカワ　ヒロアキ

余語　久則 ヨゴ　ヒサノリ 芳川　瑞紀 ヨシカワ　ミズキ

横井　礼子 ヨコイ　アヤコ 義川　祐子 ヨシカワ　ユウコ

横井　信哉 ヨコイ　ノブヤ 吉川　裕介 ヨシカワ　ユウスケ

横内　かつみ ヨコウチ　カツミ 吉河　義人 ヨシカワ　ヨシト

横内　貴子 ヨコウチ　タカコ 吉﨑　真依 ヨシザキ　マイ

横尾　倫子 ヨコオ　ノリコ 吉澤　明孝 ヨシザワ　アキタカ

横川　清 ヨコカワ　キヨシ 吉住　花子 ヨシズミ　ハナコ

横川　直美 ヨコカワ　ナオミ 吉住　祐紀 ヨシズミ　ユウキ

横島　弥栄子 ヨコシマ　ヤエコ 吉田　朱里 ヨシダ　アカリ

横瀬　千枝 ヨコセ　チエ 吉田　明子 ヨシダ　アキコ

横瀬　真志 ヨコセ　マサシ 吉田　亜紀子 ヨシダ　アキコ

横田　航志 ヨコタ　コウシ 吉田　明 ヨシダ　アキラ

横田　茂 ヨコタ　シゲル 吉田　亜古 ヨシダ　アコ

横田　泰佑 ヨコタ　タイスケ 吉田　圭佑 ヨシダ　ケイスケ

横田　秀子 ヨコタ　ヒデコ 吉田　元 ヨシダ　ゲン

横田　啓 ヨコタ　ヒロシ 吉田　拡二 ヨシダ　コウジ

横田　麻衣子 ヨコタ　マイコ 吉田　宗司 ヨシダ　シュウジ

横田　愛 ヨコタ　マナ 吉田　真一郎 ヨシダ　シンイチロウ

横田　真優子 ヨコタ　マユコ 吉田　伸司 ヨシダ　シンジ

横田　有理 ヨコタ　ユリ 吉田　敬之 ヨシダ　タカユキ

横塚　牧人 ヨコヅカ　マキト 吉田　卓矢 ヨシダ　タクヤ

横塚　基 ヨコヅカ　モトイ 吉田　伴子 ヨシダ　トモコ

横野　敦子 ヨコノ　アツコ 吉田　友菜 ヨシダ　トモナ

横野　諭 ヨコノ　サトシ 吉田　典史 ヨシダ　ノリフミ

横濱　洋也 ヨコハマ　ヒロヤ 吉田　仁 ヨシダ　ヒトシ

横溝　那々 ヨコミゾ　ナナ 吉田　洋 ヨシダ　ヒロシ

横溝　美智子 ヨコミゾ　ミチコ 吉田　昌人 ヨシダ　マサヒト

横山　和明 ヨコヤマ　カズアキ 吉田　昌弘 ヨシダ　マサヒロ

横山　健 ヨコヤマ　タケシ 吉田　美伽 ヨシダ　ミカ

横山　達郎 ヨコヤマ　タツロウ 吉田　操 ヨシダ　ミサオ

横山　千里 ヨコヤマ　チサト 吉田　光剛 ヨシダ　ミツヨシ

横山　徹 ヨコヤマ　トオル 吉田　恵 ヨシダ　メグミ

横山　俊郎 ヨコヤマ　トシロウ 吉田　悠紀子 ヨシダ　ユキコ

横山　秀之 ヨコヤマ　ヒデユキ 吉田　豊 ヨシタ　ユタカ

横山　博俊 ヨコヤマ　ヒロトシ 吉田　洋介 ヨシダ　ヨウスケ

横山　弥栄 ヨコヤマ　ヤエ 吉田　理恵 ヨシダ　リエ

横山　雄樹 ヨコヤマ　ユウキ 吉鷹　志保 ヨシタカ　シホ

横山　祐太郎 ヨコヤマ　ユウタロウ 吉武　重徳 ヨシタケ　シゲノリ

横山　友香 ヨコヤマ　ユカ 吉武　慎一郎 ヨシタケ　シンイチロウ

横山　有紀 ヨコヤマ　ユキ 吉武　奈見 ヨシタケ　ナミ

横山　良太 ヨコヤマ　リョウタ 吉武　美緒 ヨシタケ　ミオ

與座　浩次 ヨザ　コウジ 吉積　優子 ヨシヅミ　ユウコ

吉井　俊二 ヨシイ　シュンジ 吉富　修 ヨシトミ　オサム

吉井　徹哉 ヨシイ　テツヤ 吉永　明彦 ヨシナガ　アキヒコ

義家　ひろみ ヨシイエ　ヒロミ 吉永　晃一 ヨシナガ　コウイチ

吉江　和佳 ヨシエ　カズカ 吉永　惇一 ヨシナガ　ジュンイチ

吉岡　清行 ヨシオカ　キヨユキ 吉野　秋男 ヨシノ　アキオ

吉岡　鉱平 ヨシオカ　コウヘイ 吉野　和久 ヨシノ　カズヒサ

吉岡　直紀 ヨシオカ　ナオキ 吉野　華菜 ヨシノ　カナ

吉岡　成知 ヨシオカ　マサトモ 吉野　淳 ヨシノ　ジュン

吉岡　真実 ヨシオカ　マサミ 吉野　富紀子 ヨシノ　トキコ

吉岡　愛 ヨシオカ　メグミ 芳野　博臣 ヨシノ　ヒロオミ

吉岡　征夫 ヨシオカ　ユキオ 吉野　裕子 ヨシノ　ユウコ

吉川　晶子 ヨシカワ　アキコ 吉松　文 ヨシマツ　アヤ

吉河　惇 ヨシカワ　アツシ 吉松　薫 ヨシマツ　カオル

吉河　久美子 ヨシカワ　クミコ 吉松　美紀 ヨシマツ　ミキ

吉川　慶三 ヨシカワ　ケイゾウ 吉見　誠一 ヨシミ　セイイチ

吉川　武樹 ヨシカワ　タケキ 吉村　晶子 ヨシムラ　アキコ



吉村　敦 ヨシムラ　アツシ

吉村　薫子 ヨシムラ　カオルコ

吉村　季恵 ヨシムラ　キエ

吉村　真一朗 ヨシムラ　シンイチロウ

吉村　聖子 ヨシムラ　セイコ

吉村　達也 ヨシムラ　タツヤ

吉村　望 ヨシムラ　ノゾム

吉村　文貴 ヨシムラ　ノリタカ

吉村　学 ヨシムラ　マナブ

吉村　安広 ヨシムラ　ヤスヒロ

義元　徳祥 ヨシモト　ノリタダ

吉山　和代 ヨシヤマ　カズヨ

善山　栄俊 ヨシヤマ　サカトシ

吉山　毅 ヨシヤマ　タケシ

吉山　勇樹 ヨシヤマ　ユウキ

四維　東州 ヨツイ　トウシュウ

淀川　祐紀 ヨドガワ　ユウキ

米内　大輔 ヨナイ　ダイスケ

與那覇　哲 ヨナハ　テツ

米　温子 ヨネ　アツコ

米川　裕子 ヨネカワ　ユウコ

米倉　寛 ヨネクラ　ヒロシ

米澤　香 ヨネザワ　カオリ

米澤　貴理子 ヨネザワ　キリコ

米澤　みほこ ヨネザワ　ミホコ

米田　高宏 ヨネダ　タカヒロ

米田　良子 ヨネダ　リョウコ

米谷　新 ヨネタニ　アラタ

米満　亨 ヨネミツ　トオル

米本　紀子 ヨネモト　ノリコ

米本　洋次 ヨネモト　ヨウジ

米山　充彦 ヨネヤマ　ミツヒコ

萬　知子 ヨロズ　トモコ

萬屋　勇治 ヨロズヤ　ユウジ
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李　暁正 リ　アキマサ

李　家文 リ　カブン

劉　丹 リュウ　ダン

林下　浩士 リンカ　ヒロシ
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六角　由紀 ロッカク　ユキ



2020年度麻酔科専門医医一覧（2020年4月1日現在）全6,712名 渡辺　桂 ワタナベ　カツラ

わ 100 渡辺　邦太郎 ワタナベ　クニタロウ

若井　綾子 ワカイ　アヤコ 渡邊　啓介 ワタナベ　ケイスケ

若泉　謙太 ワカイズミ　ケンタ 渡邉　健司 ワタナベ　ケンジ

若尾　政弘 ワカオ　マサヒロ 渡邊　興次 ワタナベ　コウジ

若尾　佳子 ワカオ　ヨシコ 渡部　晃士 ワタナベ　コウジ

若崎　るみ枝 ワカサキ　ルミエ 渡部　功三 ワタナベ　コウゾウ

若杉　佳子 ワカスギ　ケイコ 渡邉　潤子 ワタナベ　ジュンコ

若田　竜一 ワカタ　リュウイチ 渡部　達範 ワタナベ　タツノリ

若菜　秀美 ワカナ　ヒデミ 渡辺　千晶 ワタナベ　チアキ

若林　彩子 ワカバヤシ　サイコ 渡邊　千恵 ワタナベ　チエ

若林　潤二 ワカバヤシ　ジュンジ 渡辺　徹 ワタナベ　トオル

若林　ちえ子 ワカバヤシ　チエコ 渡辺　倫子 ワタナベ　トモコ

若林　美帆 ワカバヤシ　ミホ 渡邊　具史 ワタナベ　トモフミ

若林　諒 ワカバヤシ　リョウ 渡辺　とよ子 ワタナベ　トヨコ

若原　志保 ワカハラ　シホ 渡部　直人 ワタナベ　ナオト

若松　拓彦 ワカマツ　タクヒコ 渡邉　奈津子 ワタナベ　ナツコ

若松　弘也 ワカマツ　ヒロヤ 渡部　菜穂 ワタナベ　ナホ

若松　正樹 ワカマツ　マサキ 渡辺　晴香 ワタナベ　ハレカ

若松　優子 ワカマツ　ユウコ 渡邉　秀和 ワタナベ　ヒデカズ

若宮　里恵 ワカミヤ　リエ 渡辺　裕生 ワタナベ　ヒロオ

若山　江里砂 ワカヤマ　エリサ 渡辺　弘道 ワタナベ　ヒロミチ

若山　茂春 ワカヤマ　シゲハル 渡邉　文雄 ワタナベ　フミオ

若山　寛 ワカヤマ　ヒロシ 渡邊　雅嗣 ワタナベ　マサツグ

脇口　治暁 ワキグチ　チアキ 渡辺　政徳 ワタナベ　マサノリ

脇坂　マリコ ワキサカ　マリコ 渡辺　雅之 ワタナベ　マサユキ

脇田　勝敏 ワキタ　カツトシ 渡辺　美佳 ワタナベ　ミカ

脇本　将寛 ワキモト　マサヒロ 渡邉　美貴 ワタナベ　ミキ

脇本　麻由子 ワキモト　マユコ 渡邉　美由紀 ワタナベ　ミユキ

和久井　宣秀 ワクイ　ノブヒデ 渡邊　美由樹 ワタナベ　ミユキ

和久田　千晴 ワクダ　チハル 渡辺　泰彦 ワタナベ　ヤスヒコ

和久田　みゆき ワクタ　ミユキ 渡部　恭大 ワタナベ　ヤスヒロ

鷲尾　花菜 ワシオ　カナ 渡部　祐子 ワタナベ　ユウコ

鷲尾　輝明 ワシオ　テルアキ 渡部　由美 ワタナベ　ユミ

早稲田　祐子 ワセダ　ユウコ 渡邊　陽子 ワタナベ　ヨウコ

和田　晶子 ワダ　アキコ 渡辺　洋子 ワタナベ　ヨウコ

和田　啓一 ワダ　ケイイチ 渡辺　陽子 ワタナベ　ヨウコ

和田　佳子 ワダ　ケイコ 渡邉　美子 ワタナベ　ヨシコ

和田　圭伊子 ワダ　ケイコ 綿貫　知世 ワタヌキ　チヨ

和田　浩輔 ワダ　コウスケ 綿引　奈苗 ワタビキ　ナナエ

和田　努 ワダ　ツトム 渡部　亮 ワタベ　アキラ

和田　直樹 ワダ　ナオキ 和智　純子 ワチ　ジュンコ

和田　なつ美 ワダ　ナツミ

和田　弘樹 ワダ　ヒロキ

和田　万里子 ワダ　マリコ

和田　美紀 ワダ　ミキ

和田　穰 ワダ　ミノリ

和田　盛人 ワダ　モリト

和田　玲太朗 ワダ　リョウタロウ

渡部　愛子 ワタナベ　アイコ

渡邊　愛沙 ワタナベ　アイサ

渡辺　昭夫 ワタナベ　アキオ

渡邉　明彦 ワタナベ　アキヒコ

渡邊　朝香 ワタナベ　アサカ

渡邉　麻紗子 ワタナベ　アサコ

渡邊　麻美 ワタナベ　アサミ

渡辺　郁世 ワタナベ　イクヨ

渡辺　逸平 ワタナベ　イッペイ

渡邉　栄子 ワタナベ　エイコ

渡邊　和宏 ワタナベ　カズヒロ
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