
2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名 阿部　展子 アベ　ノブコ

あ 96 阿部　政則 アベ　マサノリ

相川　和之 アイカワ　カズユキ 安部　真教 アベ　マサノリ

四十物　摩呼 アイモノ　マコ 阿部　幸枝 アベ　ユキエ

青井　良太 アオイ　リョウタ 安部　洋一郎 アベ　ヨウイチロウ

青江　知彦 アオエ　トモヒコ 阿部　龍一 アベ　リュウイチ

青木　彰 アオキ　アキラ 安保　佳苗 アボ　カナエ

青木　和裕 アオキ　カズヒロ 天野　栄三 アマノ　エイゾウ

青木　健一 アオキ　ケンイチ 甘利　奈央 アマリ　ナオ

青木　憲司 アオキ　ケンジ 網谷　謙 アミタニ　ケン

青木　真理子 アオキ　マリコ 綾部　裕子 アヤベ　ユウコ

青木　優太 アオキ　ユウタ 新井　奈々 アライ　ナナ

青木　善孝 アオキ　ヨシタカ 荒井　章臣 アライ　フミオ

青木　利奈 アオキ　リナ 新井　美奈子 アライ　ミナコ

青嶋　由紀江 アオシマ　ユキエ 荒井　理歩 アライ　リホ

青山　武司 アオヤマ　タケシ 荒川　真之 アラカワ　マサユキ

青山　正 アオヤマ　タダシ 荒川　陽子 アラカワ　ヨウコ

青山　泰樹 アオヤマ　ヒロキ 新倉　久美子 アラクラ　クミコ

青山　真理子 アオヤマ　マリコ 嵐　大輔 アラシ　ダイスケ

青山　康彦 アオヤマ　ヤスヒコ 嵐　朝子 アラシ　トモコ

青山　幸生 アオヤマ　ユキオ 荒牧　良彦 アラマキ　ヨシヒコ

赤坂　威史 アカサカ　タケフミ 有坂　博史 アリサカ　ヒロフミ

赤坂　直哉 アカサカ　ナオヤ 有馬　一 アリマ　ハジメ

赤坂　徳子 アカサカ　ノリコ 有宗　睦晃 アリムネ　ムツアキ

赤田　信二 アカダ　シンジ 有村　佳修 アリムラ　ヨシノブ

赤堀　貴彦 アカホリ　タカヒコ 有山　淳 アリヤマ　ジュン

赤嶺　智教 アカミネ　トモノリ 有吉　多恵 アリヨシ　タエ

赤嶺　斉 アカミネ　ヒトシ 粟井　一博 アワイ　カズヒロ

秋永　智永子 アキナガ　チエコ 安齋　健 アンザイ　タケシ

秋永　泰嗣 アキナガ　ヤスツグ 安藤　亜希 アンドウ　アキ

秋久　友希 アキヒサ　ユキ 安藤　嘉門 アンドウ　カモン

秋山　浩一 アキヤマ　コウイチ 安藤　智子 アンドウ　サトコ

秋山　絢子 アキヤマ　ジュンコ 安藤　貴宏 アンドウ　タカヒロ

秋山　潤根 アキヤマ　ジュンネ 安藤　岳史 アンドウ　タケシ

秋山　苑生 アキヤマ　ソノオ 安藤　千尋 アンドウ　チヒロ

穐山　大治 アキヤマ　ダイジ 安藤　俊弘 アンドウ　トシヒロ

秋山　麻紀 アキヤマ　マキ 安藤　寿恵 アンドウ　ヒサエ

秋吉　浩三郎 アキヨシ　コウザブロウ 安楽　和樹 アンラク　カズキ

阿久津　麗香 アクツ　レイカ

莫根　正 アグネ　タダシ

浅井　明倫 アサイ　アキノリ

朝井　裕一 アサイ　ユウイチ

浅賀　智子 アサカ　サトコ

朝倉　雄介 アサクラ　ユウスケ

安里　文雄 アサト　フミオ

浅野　市子 アサノ　イチコ

浅野　伸将 アサノ　ノブマサ

朝野　宏子 アサノ　ヒロコ

朝日　丈尚 アサヒ　タケヒサ

朝元　雅明 アサモト　マサアキ

芦刈　英理 アシカリ　エリ

安心院　純子 アジミ　ジュンコ

麻生　知寿 アソウ　チズ

安達　厚子 アダチ　コウコ

足立　仁 アダチ　ヒトシ

安達　普至 アダチ　ヒロシ

虻川　有香子 アブカワ　ユカコ

安部　英治 アベ　エイジ

安部　伸太郎 アベ　シンタロウ

阿部　世紀 アベ　セイキ



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名 石田　公美子 イシダ　クミコ

い 189 石田　佐知 イシダ　サチ

飯井　友見 イイ　トモミ 石田　進 イシダ　ススム

飯澤　和恵 イイザワ　カズエ 石田　祐基 イシダ　ユウキ

井石　貴子 イイシ　タカコ 石田　亮介 イシダ　リョウスケ

飯田　高史 イイダ　タカフミ 石橋　桜子 イシバシ　サクラコ

飯田　美紀 イイダ　ミキ 石橋　智子 イシバシ　トモコ

飯田　容子 イイダ　ヨウコ 石村　博史 イシムラ　ヒロシ

飯沼　宏和 イイヌマ　ヒロカズ 石山　健次郎 イシヤマ　ケンジロウ

飯室　慎祐 イイムロ　シンスケ 石和　大 イシワ　ダイ

飯寄　奈保 イイヨリ　ナオ 和泉　俊輔 イズミ　シュンスケ

井浦　晃 イウラ　アキラ 伊関　憲 イセキ　ケン

家島　仁史 イエシマ　ヒトシ 井関　俊 イセキ　サトシ

井奥　綾乃 イオク　アヤノ 板垣　大雅 イタガキ　タイガ

五十嵐　海原 イガラシ　カイゲン 板倉　紗也子 イタクラ　サヤコ

五十嵐　妙 イガラシ　タエ 井谷　基 イタニ　モトイ

五十嵐　孝 イガラシ　タカシ 板橋　俊雄 イタバシ　トシオ

五十嵐　達 イガラシ　トオル 市川　敬太 イチカワ　ケイタ

井口　広靖 イグチ　ヒロノブ 市川　順子 イチカワ　ジュンコ

池上　直行 イケガミ　ナオユキ 市川　崇 イチカワ　タカシ

池上　宏美 イケガミ　ヒロミ 市川　ゆき イチカワ　ユキ

池崎　弘之 イケザキ　ヒロユキ 一澤　真珠 イチザワ　マナミ

池島　典之 イケジマ　ノリユキ 市野　隆 イチノ　タカシ

池尻　佑美 イケジリ　ユミ 市瀬　史 イチノセ　フミト

池田　英治 イケダ　エイジ 一ノ宮　大雅 イチノミヤ　タイガ

池田　衣里 イケダ　エリ 井出　進 イデ　ススム

池田　和世 イケダ　カズヨ 井手　岳 イデ　タケシ

池田　浩平 イケダ　コウヘイ 井手　政信 イデ　マサノブ

池田　智子 イケダ　サトコ 出井　真史 イデイ　マサフミ

池田　知史 イケダ　トモヒト 出内　なつ子 イデウチ　ナツコ

池田　真由美 イケダ　マユミ 伊藤　一樹 イトウ　カズキ

池田　水子 イケダ　ミズコ 伊藤　祥子 イトウ　サチコ

池田　慈子 イケダ　ヤスコ 伊東　幸日子 イトウ　サチコ

池田　嘉一 イケダ　ヨシカズ 伊東　真吾 イトウ　シンゴ

池永　十健 イケナガ　カズタケ 伊藤　壮平 イトウ　ソウヘイ

池本　剛大 イケモト　コウダイ 伊藤　大真 イトウ　タイシン

生駒　美穂 イコマ　ミホ 伊藤　貴彦 イトウ　タカヒコ

伊佐田　哲朗 イサダ　テツロウ 伊藤　奈穂美 イトウ　ナオミ

石井　賢造 イシイ　ケンゾウ 伊藤　伸子 イトウ　ノブコ

石井　祥代 イシイ　サチヨ 伊藤　英基 イトウ　ヒデキ

石井　智子 イシイ　サトコ 伊藤　紘子 イトウ　ヒロコ

石井　久成 イシイ　ヒサナリ 伊藤　博隆 イトウ　ヒロタカ

石井　仁 イシイ　ヒトシ 伊藤　博徳 イトウ　ヒロノリ

石井　瑞恵 イシイ　ミズエ 伊藤　宏之 イトウ　ヒロユキ

石垣　敬子 イシガキ　ケイコ 伊藤　裕之 イトウ　ヒロユキ

石垣　さやか イシガキ　サヤカ 伊藤　誠 イトウ　マコト

石垣　麻衣子 イシガキ　マイコ 伊藤　昌子 イトウ　マサコ

石川　明子 イシカワ　アキコ 伊藤　美保 イトウ　ミホ

石川　亜佐子 イシカワ　アサコ 伊藤　恭史 イトウ　ヤスヒト

石川　和由 イシカワ　カズヨシ 稲井　聡子 イナイ　サトコ

石川　慧介 イシカワ　ケイスケ 稲垣　雅昭 イナガキ　マサアキ

石川　高 イシカワ　コウ 稲垣　泰好 イナガキ　ヤスヨシ

石川　淳哉 イシカワ　ジュンヤ 伊奈川　岳 イナガワ　ガク

石川　剛史 イシカワ　タケシ 稲田　梓 イナダ　アズサ

石川　太郎 イシカワ　タロウ 稲葉　晋 イナバ　シン

石川　真士 イシカワ　マサシ 稲村　実穂子 イナムラ　ミホコ

石川　ゆうこ イシカワ　ユウコ 稲森　紀子 イナモリ　ノリコ

石川　玲利 イシカワ　レイリ 稲森　雅幸 イナモリ　マサユキ

伊敷　聖子 イシキ　セイコ 稲吉　梨絵 イナヨシ　リエ

石崎　卓 イシザキ　タク 乾　大資 イヌイ　ダイスケ



乾　龍男 イヌイ　タツオ 岩田　英明 イワタ　ヒデアキ

井野　研太郎 イノ　ケンタロウ 岩田　人美 イワタ　ヒトミ

井上　彰子 イノウエ　アキコ 岩田　正人 イワタ　マサト

井上　明彦 イノウエ　アキヒコ 岩田　美香 イワタ　ミカ

井上　明日香 イノウエ　アスカ 岩田　良佳 イワタ　ヨシカ

井上　敬 イノウエ　ケイ 岩永　康之 イワナガ　ヤスユキ

井上　潤一 イノウエ　ジュンイチ 岩政　浩子 イワマサ　ヒロコ

井上　莊一郎 イノウエ　ソウイチロウ 岩室　賢治 イワムロ　ケンジ

井上　恒佳 イノウエ　ノブヨシ 岩元　辰篤 イワモト　タツシゲ

井上　陽香 イノウエ　ハルカ 岩谷　久美子 イワヤ　クミコ

井上　洋 イノウエ　ヒロシ 印南　靖志 インナミ　ヤスシ

井上　麻意子 イノウエ　マイコ

井上　麻由 イノウエ　マユ

井上　素樹 イノウエ　モトキ

井上　克一 イノウエ　ヨシカズ

井上　理恵 イノウエ　リエ

井口　まり イノクチ　マリ

猪原　智惠 イノハラ　チエ

伊福　弥生 イフク　ヤヨイ

指宿　佳代子 イブスキ　カヨコ

今井　公子 イマイ　キミコ

今井　英一 イマイ　ヒデカズ

今井　洋介 イマイ　ヨウスケ

今泉　隆志 イマイズミ　タカシ

今給黎　南香 イマキイレ　ナカ

今宿　康彦 イマシュク　ヤスヒコ

今田　竜之 イマダ　タツユキ

今中　宣依 イマナカ　ノリエ

今西　宏和 イマニシ　ヒロカズ

今林　徹 イマバヤシ　トオル

今町　憲貴 イママチ　ノリタカ

井本　眞帆 イモト　マホ

入内島　伸尚 イリウチジマ　ノブヒサ

入江　友哉 イリエ　トモヤ

入江　洋正 イリエ　ヒロマサ

入口　梓 イリグチ　アズサ

入駒　慎吾 イリコマ　シンゴ

入澤　朋子 イリサワ　トモコ

入澤　友美 イリサワ　ユミ

入嵩西　毅 イリタケニシ　タケシ

伊禮　健 イレイ　タケシ

岩井　健一 イワイ　ケンイチ

岩井　鉄平 イワイ　テッペイ

岩川　昌平 イワカワ　ショウヘイ

岩川　力 イワカワ　ツトム

岩木　俊男 イワキ　トシオ

岩切　聡子 イワキリ　サトコ

岩倉　健夫 イワクラ　タケオ

岩倉　久幸 イワクラ　ヒサユキ

岩崎　衣津 イワサキ　エツ

岩崎　肇 イワサキ　ハジメ

岩崎　光生 イワサキ　ミツオ

岩崎　洋平 イワサキ　ヨウヘイ

岩下　耕平 イワシタ　コウヘイ

岩下　成人 イワシタ　ナリヒト

岩下　博宣 イワシタ　ヒロノブ

岩瀬　直人 イワセ　ナオト

岩田　香織 イワタ　カオリ

岩田　志保子 イワタ　シホコ

岩田　敏男 イワタ　トシオ



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名 内山　祐佳 ウチヤマ　ユカ

う 69 卯月　みつる ウヅキ　ミツル

植木　隆介 ウエキ　リュウスケ 内海　功 ウツミ　イサオ

上北　郁男 ウエキタ　イクオ 釆田　千穂 ウネダ　チホ

上嶋　浩順 ウエシマ　ヒロノブ 梅垣　岳志 ウメガキ　タケシ

上杉　貴信 ウエスギ　タカノブ 梅内　貴子 ウメナイ　タカコ

上園　晶一 ウエゾノ　ショウイチ 梅村　理恵 ウメムラ　リエ

上田　篤史 ウエダ　アツシ 浦岡　雅博 ウラオカ　マサヒロ

上田　恵理子 ウエダ　エリコ 浦里　裕子 ウラサト　ユウコ

植田　一吉 ウエタ　カズヨシ 瓜本　言哉 ウリモト　ゲンヤ

上田　要 ウエダ　カナメ 宇留野　修一 ウルノ　シュウイチ

上田　桂子 ウエダ　ケイコ

植田　健一 ウエダ　ケンイチ

上田　朋範 ウエダ　トモノリ

植田　広 ウエダ　ヒロシ

上田　雅史 ウエダ　マサシ

上田　真美 ウエダ　マミ

上田　裕介 ウエダ　ユウスケ

植田　和佐 ウエダ　ワサ

上野　脩 ウエノ　オサム

上野　剛 ウエノ　ツヨシ

上野　哲生 ウエノ　テツオ

上野　博司 ウエノ　ヒロシ

上原　圭司 ウエハラ　ケイジ

上原　健司 ウエハラ　ケンジ

上原　博和 ウエハラ　ヒロカズ

上原　浩文 ウエハラ　ヒロフミ

上原　真人 ウエハラ　マサト

植松　明美 ウエマツ　アケミ

上松　伸彦 ウエマツ　ノブヒコ

上村　聡子 ウエムラ　サトコ

植村　直哉 ウエムラ　ナオヤ

上村　裕平 ウエムラ　ユウヘイ

上山　博史 ウエヤマ　ヒロシ

魚川　礼子 ウオカワ　レイコ

宇賀　久敏 ウガ　ヒサトシ

浮田　慎 ウキタ　マコト

宇佐美　夕子 ウサミ　ユウコ

鵜澤　康二 ウザワ　コウジ

牛尾　将洋 ウシオ　マサヒロ

牛尾　倫子 ウシオ　ミチコ

潮田　梓 ウシオダ　アズサ

碓井　正 ウスイ　タダシ

碓井　久子 ウスイ　ヒサコ

臼倉　愛 ウスクラ　アイ

臼田　岩男 ウスダ　イワオ

内海　玲子 ウチウミ　レイコ

内田　明子 ウチダ　アキコ

内田　寛治 ウチダ　カンジ

内田　慎也 ウチダ　シンヤ

内田　篤治郎 ウチダ　トクジロウ

打田　智久 ウチダ　トモヒサ

内田　寛昭 ウチダ　ヒロアキ

内田　昌良 ウチダ　マサヨシ

内田　陽治 ウチダ　ヨウジ

内田　洋介 ウチダ　ヨウスケ

内野　えりか ウチノ　エリカ

内室　涼 ウチムロ　リョウ

内本　一宏 ウチモト　カズヒロ

内山　宗人 ウチヤマ　ムネヒト



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名

え 20

永川　敦士 エガワ　アツシ

恵川　淳二 エガワ　ジュンジ

江木　盛時 エギ　モリトキ

江口　広毅 エグチ　ヒロタケ

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

衛藤　陽一 エトウ　ヨウイチ

榎本　澄江 エノモト　スミエ

頴原　徹 エハラ　トオル

蛯名　稔明 エビナ　トシアキ

江間　義朗 エマ　ヨシアキ

撰　圭司 エラビ　ヨシカズ

遠藤　暢人 エンドウ　マサト

遠藤　涼 エンドウ　リョウ

塩谷　勉 エンヤ　ツトム



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名 大西　淳司 オオニシ　ジュンジ

お 162 大西　広泰 オオニシ　ヒロヤス

逢坂　佳宗 オウサカ　ヨシムネ 大西　良佳 オオニシ　ヨシカ

大井　まゆ オオイ　マユ 大沼　哲朗 オオヌマ　テツロウ

大井　康史 オオイ　ヤスフミ 大野　長良 オオノ　ナガラ

大井　良之 オオイ　ヨシユキ 大野　博和 オオノ　ヒロカズ

大石　一成 オオイシ　カズシゲ 大野　富美 オオノ　フミ

大石　博史 オオイシ　ヒロフミ 大野　まり子 オオノ　マリコ

大石　悠理 オオイシ　ユウリ 大橋　智 オオハシ　サトシ

大岩　彩乃 オオイワ　アヤノ 大橋　直紹 オオハシ　ナオツグ

大額　明子 オオガク　アキコ 大橋　夕樹 オオハシ　ユウキ

大方　直樹 オオカタ　ナオキ 大橋　祥文 オオハシ　ヨシフミ

大川　卓巳 オオカワ　タクミ 大林　俊彦 オオバヤシ　トシヒコ

大河　晴生 オオカワ　ハルオ 大房　幸浩 オオフサ　ユキヒロ

大川　恵 オオカワ　メグミ 大松　裕明 オオマツ　ヒロアキ

大城　研司 オオキ　ケンジ 大見　晋 オオミ　ススム

大久保　潤一 オオクボ　ジュンイチ 大宮　浩揮 オオミヤ　ヒロキ

大久保　義則 オオクボ　ヨシノリ 大村　繁夫 オオムラ　シゲオ

大久保　涼子 オオクボ　リョウコ 大森　亜紀 オオモリ　アキ

大倉　奈保美 オオクラ　ナホミ 岡　雅行 オカ　マサユキ

大坂　佳子 オオサカ　ヨシコ 岡崎　俊 オカザキ　シュン

大里　彰二郎 オオザト　ショウジロウ 岡崎　純子 オカザキ　ジュンコ

大澤　了 オオサワ　サトル 岡﨑　信樹 オカザキ　ノブキ

大澤　さやか オオサワ　サヤカ 小笠原　隆行 オガサワラ　リュウコウ

大路　牧人 オオジ　マキト 岡田　あゆみ オカダ　アユミ

大下　愛子 オオシタ　アイコ 岡田　清 オカダ　キヨシ

大下　恭子 オオシタ　キョウコ 尾方　純一 オガタ　ジュンイチ

大下　健輔 オオシタ　ケンスケ 岡田　貴禎 オカダ　タカヨシ

大島　勉 オオシマ　ツトム 岡田　翼 オカダ　ツバサ

大城　匡勝 オオシロ　マサカツ 岡田　俊樹 オカダ　トシキ

大杉　枝里子 オオスギ　エリコ 岡田　華子 オカダ　ハナコ

大瀬戸　清茂 オオセト　キヨシゲ 岡田　久乃 オカダ　ヒサノ

大曽根　順平 オオソネ　ジュンペイ 岡田　雅子 オカダ　マサコ

太田　志摩 オオタ　シマ 岡田　真行 オカダ　マサユキ

太田　周平 オオタ　シュウヘイ 岡田　美砂 オカダ　ミサ

大田　典之 オオタ　ノリユキ 岡田　吉史 オカダ　ヨシフミ

太田　晴子 オオタ　ハルコ 岡田　吉史 オカダ　ヨシフミ

大田　まりあ オオタ　マリア 岡田　律子 オカダ　リツコ

太田尾　剛 オオタオ　ゴウ 岡部　久美子 オカベ　クミコ

大瀧　恵 オオタキ　ケイ 岡部　大輔 オカベ　ダイスケ

大竹　孝尚 オオタケ　タカナオ 岡部　格 オカベ　タダシ

大嶽　浩司 オオタケ　ヒロシ 岡村　健太 オカムラ　ケンタ

大竹　由香 オオタケ　ユカ 岡村　誠 オカムラ　マコト

大谷　太郎 オオタニ　タロウ 岡村　美砂 オカムラ　ミサ

大谷　法理 オオタニ　ノリマサ 岡本　明久 オカモト　アキヒサ

大塚　直樹 オオツカ　ナオキ 岡本　さくら オカモト　サクラ

大塚　尚実 オオツカ　ナオミ 岡本　慎司 オカモト　シンジ

大塚　美弥子 オオツカ　ミヤコ 岡本　ゆう オカモト　ユウ

大塚　百子 オオツカ　モモコ 小川　彰子 オガワ　アキコ

大塚　祐史 オオツカ　ユウジ 小川　覚 オガワ　サトル

大塚　洋司 オオツカ　ヨウジ 小川　敬 オガワ　タカシ

大槻　明広 オオツキ　アキヒロ 小川　真生 オガワ　マサオ

大辻　真理 オオツジ　マリ 小川　雅巳 オガワ　マサミ

大坪　俊紀 オオツボ　トシキ 沖田　寿一 オキタ　トシカズ

大戸　浩峰 オオト　ヒロタカ 興津　賢太 オキツ　ケンタ

大藤　純 オオトウ　ジュン 荻野　英樹 オギノ　ヒデキ

大友　重明 オオトモ　シゲアキ 荻野　祐一 オギノ　ユウイチ

大友　純 オオトモ　スミ 奥　和典 オク　カズノリ

大友　教暁 オオトモ　ノリアキ 奥　佳菜子 オク　カナコ

大西　詠子 オオニシ　エイコ 奥　比呂志 オク　ヒロシ



奥井　悠介 オクイ　ユウスケ

奥田　康之 オクダ　コウジ

奥田　友宏 オクダ　トモヒロ

奥田　真弘 オクダ　マサヒロ

奥谷　圭介 オクタニ　ケイスケ

奥野　隆司 オクノ　タカシ

奥村　朋子 オクムラ　トモコ

奥村　泰久 オクムラ　ヤスヒサ

奥村　綾子 オクムラ　リョウコ

奥山　陽太 オクヤマ　ヨウタ

小倉　真治 オグラ　シンジ

小倉　敬浩 オグラ　タカヒロ

小倉　冨美子 オグラ　フミコ

小倉　真由美 オグラ　マユミ

小栗　幸一 オグリ　コウイチ

尾崎　孝平 オザキ　コウヘイ

尾崎　将之 オザキ　マサユキ

尾崎　道郎 オザキ　ミチロウ

尾崎　由佳 オサキ　ユカ

小澤　美紀子 オザワ　ミキコ

鴛渕　孝雄 オシブチ　タカオ

尾関　奏子 オゼキ　カナコ

尾田　聖子 オダ　セイコ

落合　陽子 オチアイ　ヨウコ

乙咩　公通 オトメ　キミミチ

鬼塚　信 オニヅカ　シン

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　大輔 オノ　ダイスケ

小野　まゆ オノ　マユ

小野　雄一 オノ　ユウイチ

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

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　美子 オノデラ　ヨシコ

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　伸樹 オバラ　シンジュ

尾本　遥 オモト　ハルカ



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名 加藤　祐子 カトウ　ユウコ

か 153 加藤　裕子 カトウ　ユウコ

何　珮琳 カ　ハイリン 加藤　幸恵 カトウ　ユキエ

甲斐　陽一郎 カイ　ヨウイチロウ 加藤　里絵 カトウ　リエ

開田　剛史 カイダ　タケシ 門野　紀子 カドノ　ノリコ

海法　悠 カイホウ　ユウ 香留　希実子 カトメ　キミコ

垣内　好信 カキウチ　ヨシノブ 金井　真樹 カナイ　マサキ

柿沼　孝泰 カキヌマ　タカヤス 金井　優典 カナイ　マサノリ

賀来　隆治 カク　リュウジ 金井　理一郎 カナイ　リイチロウ

角田　奈美 カクタ　ナミ 金澤　剛 カナザワ　タケシ

覚本　雅也 カクモト　マサヤ 金澤　伴幸 カナザワ　トモユキ

掛水　真帆 カケミズ　マホ 金澤　裕子 カナザワ　ヒロコ

加古　英介 カコ　エイスケ 金澤　雅 カナザワ　マサシ

栫井　裕子 カコイ　ヒロコ 金丸　哲也 カナマル　テツヤ

籠谷　亜弥 カゴヤ　アヤ 金本　匡史 カナモト　マサフミ

笠井　慎也 カサイ　シンヤ 金子　勝利 カネコ　カツトシ

可西　洋之 カサイ　ヒロユキ 金子　高太郎 カネコ　コウタロウ

笠井　麻紀 カサイ　マキ 金子　真也 カネコ　シンヤ

笠置　益弘 カサギ　ヨシヒロ 金子　高穂 カネコ　タカホ

笠間　進 カサマ　ススム 金子　武彦 カネコ　タケヒコ

笠松　雅之 カサマツ　マサユキ 金子　裕子 カネコ　ユウコ

梶浦　明 カジウラ　アキラ 兼城　真帆 カネシロ　マホ

梶川　竜治 カジカワ　リュウジ 金田　考 カネダ　コウ

梶田　一郎 カジタ　イチロウ 叶多　知子 カノウダ　トモコ

梶田　裕加 カジタ　ユカ 加畑　千春 カバタ　チハル

梶谷　美砂 カジタニ　ミサ 甲　俊迪 カブト　トシミチ

梶野　友世 カジノ　トモヨ 鎌形　千尋 カマガタ　チヒロ

梶山　誠司 カジヤマ　セイジ 鎌田　ことえ カマタ　コトエ

柏木　邦友 カシワギ　クニトモ 鎌田　高彰 カマダ　タカアキ

柏木　静 カシワギ　シズカ 釜田　峰都 カマタ　ミネト

柏田　政利 カシワダ　マサトシ 鎌田　康宏 カマダ　ヤスヒロ

糟谷　周吾 カスヤ　シュウゴ 釜野　武志 カマノ　タケシ

糟谷　琢映 カスヤ　タクエイ 鎌本　洋通 カマモト　ヒロミチ

糟谷　洋平 カスヤ　ヨウヘイ 神移　佳 カミウツリ　ケイ

鹿瀬　陽一 カセ　ヨウイチ 上川　竜生 カミカワ　タツオ

片岩　真依子 カタイワ　マイコ 上島　賢哉 カミジマ　ケンヤ

片岡　宏一 カタオカ　コウイチ 上林　卓彦 カミバヤシ　タカヒコ

片山　あつ子 カタヤマ　アツコ 神原　政仁 カミハラ　マサヒト

方山　加奈 カタヤマ　カナ 上村　亮介 カミムラ　リョウスケ

片山　さやか カタヤマ　サヤカ 神谷　一郎 カミヤ　イチロウ

片山　俊子 カタヤマ　トシコ 神谷　知秀 カミヤ　トモヒデ

香月　亮 カツキ　リョウ 紙谷　義孝 カミヤ　ヨシノリ

勝田　友絵 カツタ　トモエ 神山　具也 カミヤマ　トモナリ

勝谷　裕子 カツヤ　ユウコ 亀井　政孝 カメイ　マサタカ

加登　譲 カト　ユズル 亀田　和夏子 カメダ　ワカコ

加藤　滉 カトウ　アキラ 亀山　良亘 カメヤマ　ヨシノブ

加藤　絵美 カトウ　エミ 蒲生　正裕 ガモウ　マサヒロ

加藤　清彦 カトウ　キヨヒコ 蒲地　正幸 カモチ　マサユキ

加藤　茂 カトウ　シゲル 茅島　顕治 カヤシマ　ケンジ

加藤　真也 カトウ　シンヤ 嘉山　邦仁 カヤマ　クニヒト

加藤　晋 カトウ　ススム 賀陽　亮太郎 カヨウ　リョウタロウ

加藤　崇央 カトウ　タカオ 唐澤　紀幸 カラサワ　ノリユキ

加藤　貴大 カトウ　タカヒロ 辛島　謙 カラシマ　ケン

加藤　隆文 カトウ　タカフミ 辛島　裕士 カラシマ　ユウジ

加藤　規子 カトウ　ノリコ 刈谷　隆之 カリヤ　タカユキ

加藤　治子 カトウ　ハルコ 川井　和美 カワイ　カズミ

加藤　秀哉 カトウ　ヒデヤ 河合　建 カワイ　タケル

加藤　浩克 カトウ　ヒロカツ 川合　祐介 カワイ　ユウスケ

加藤　弘美 カトウ　ヒロミ 河内　力 カワウチ　チカラ

加藤　幹芳 カトウ　ミキヨシ 川上　勝弘 カワカミ　カツヒロ



河上　寿和子 カワカミ　スワコ

川上　朋子 カワカミ　トモコ

川上　裕理 カワカミ　ヒロマサ

川上　真樹子 カワカミ　マキコ

川岸　俊也 カワギシ　トシヤ

川喜田　美穂子 カワキタ　ミホコ

川口　慎憲 カワグチ　マサノリ

川口　亮一 カワグチ　リョウイチ

川越　いづみ カワゴエ　イヅミ

川﨑　政紀 カワサキ　マサノリ

川嶋　浩平 カワシマ　コウヘイ

川島　信吾 カワシマ　シンゴ

川瀬　太助 カワセ　タイスケ

川瀬　守智 カワセ　モリサト

川名　信 カワナ　シン

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　崇 カワノ　タカシ

川端　広憲 カワバタ　ヒロノリ

河端　恭代 カワバタ　ヤスヨ

河邉　聡 カワベ　サトシ

川真田　樹人 カワマタ　ミキト

河村　岳 カワムラ　ガク

河村　尚人 カワムラ　ナオヒト

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

神田　浩嗣 カンダ　ヒロツグ

神田　恵 カンダ　メグミ

漢那　悦子 カンナ　エツコ

上林　昭景 カンバヤシ　アキカゲ

神原　惠 カンバラ　ケイ

神部　芙美子 カンベ　フミコ



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名 木谷　友洋 キヤ　トモヒロ

き 64 木山　亮介 キヤマ　リョウスケ

菊池　幸太郎 キクチ　コウタロウ 清永　夏絵 キヨナガ　ナツエ

菊池　悟 キクチ　サトル 桐林　真澄 キリバヤシ　マスミ

菊池　忠 キクチ　タダシ 桐山　圭司 キリヤマ　ケイジ

菊地　千歌 キクチ　チカ 金　信秀 キン　ノブヒデ

菊地　信明 キクチ　ノブアキ

菊池　暢子 キクチ　ノブコ

木皿　晶子 キサラ　アキコ

岸　秀行 キシ　ヒデユキ

岸川　洋昭 キシカワ　ヒロアキ

木島　正人 キジマ　マサト

木田　景子 キダ　ケイコ

木田　康太郎 キダ　コウタロウ

北　貴志 キタ　タカシ

木田　紘昌 キダ　ヒロマサ

北尾　岳 キタオ　タカシ

北岡　智子 キタオカ　ノリコ

北川　愛子 キタガワ　アイコ

北川　和彦 キタガワ　カズヒコ

北川　麻紀子 キタガワ　マキコ

北川原　康子 キタガワラ　ヤスコ

北口　宏樹 キタグチ　ヒロキ

北島　治 キタジマ　オサム

北詰　かや キタヅメ　カヤ

北林　亮子 キタバヤシ　リョウコ

北村　咲子 キタムラ　サキコ

北村　治郎 キタムラ　ジロウ

北村　倫子 キタムラ　ミチコ

北村　祐司 キタムラ　ユウジ

北山　眞任 キタヤマ　マサトウ

城戸　宝紀 キド　タカノリ

鬼頭　和裕 キトウ　カズヒロ

鬼頭　剛 キトウ　タケシ

鬼頭　秀樹 キトウ　ヒデキ

紀　敦成 キノ　アツナリ

木ノ内　万里子 キノウチ　マリコ

宜野座　到 ギノザ　イタル

木下　隆 キノシタ　タカシ

木下　尚之 キノシタ　ナオユキ

木下　真帆 キノシタ　マホ

木下　裕貴 キノシタ　ユウキ

木下　陽子 キノシタ　ヨウコ

木村　健一 キムラ　ケンイチ

木村　さおり キムラ　サオリ

木村　聡 キムラ　サトシ

木村　尚平 キムラ　ショウヘイ

木村　昌平 キムラ　ショウヘイ

木村　誠志 キムラ　セイシ

木村　哲朗 キムラ　テツロウ

木村　直暁 キムラ　ナオアキ

木村　尚正 キムラ　ナオマサ

木村　廷和 キムラ　マサカズ

木村　雅文 キムラ　マサフミ

木村　美葉 キムラ　ミヨウ

木村　素子 キムラ　モトコ

木村　靖子 キムラ　ヤスコ

木村　慶信 キムラ　ヨシノブ

木村　嘉之 キムラ　ヨシユキ

木本　吉紀 キモト　ヨシキ
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く 57

日下　裕介 クサカ　ユウスケ

日下部　良臣 クサカベ　ヨシオミ

草間　宣好 クサマ　ノブヨシ

串崎　浩行 クシザキ　ヒロユキ

久次米　依子 クジメ　ヨリコ

楠田　理絵 クスダ　リエ

楠　大弘 クスノキ　トモヒロ

楠本　剛 クスモト　ゴウ

工藤　治 クドウ　オサム

工藤　妙 クドウ　タエ

工藤　隆司 クドウ　タカシ

工藤　雅哉 クドウ　マサヤ

国沢　卓之 クニサワ　タカユキ

國徳　裕二 クニトク　ユウジ

國吉　英樹 クニヨシ　ヒデキ

久場　良也 クバ　ヨシナリ

久保　アイリーン尚美 クボ　アイリーンナオミ

久保　和宏 クボ　カズヒロ

久保　古寿江 クボ　コズエ

久保　隆嗣 クボ　タカシ

久保田　恵理 クボタ　エリ

窪田　敬子 クボタ　ケイコ

久保田　健太 クボタ　ケンタ

久保田　直人 クボタ　ナオト

熊谷　幸治郎 クマガイ　コウジロウ

熊谷　基 クマガイ　モトイ

熊倉　誠一郎 クマクラ　セイイチロウ

熊澤　昌彦 クマザワ　マサヒコ

熊田　雄太 クマダ　ユウタ

熊田　芳文 クマダ　ヨシフミ

隈元　泰輔 クマモト　タイスケ

久米　正記 クメ　マサキ

久米村　正輝 クメムラ　マサテル

公文　啓二 クモン　ケイジ

蔵　昌宏 クラ　マサヒロ

倉田　二郎 クラタ　ジロウ

倉田　正士 クラタ　マサシ

蔵谷　紀文 クラタニ　ノリフミ

栗田　茂顕 クリタ　シゲアキ

栗林　淳也 クリバヤシ　ジュンヤ

栗原　正人 クリハラ　マサト

栗山　俊之 クリヤマ　トシユキ

車　武丸 クルマ　タケマル

黒岩　香里 クロイワ　カオリ

黒岩　政之 クロイワ　マサユキ

黒川　修二 クロカワ　シュウジ

黒木　千晴 クロキ　チハル

黒河内　裕 クロゴウチ　ユタカ

黒嵜　明子 クロサキ　アキコ

黒崎　大 クロサキ　ダイ

黒澤　温 クロサワ　アツシ

黒田　幸恵 クロダ　サチエ

黒田　昌孝 クロダ　マサタカ

黒田　泰弘 クロダ　ヤスヒロ

桑島　謙 クワジマ　ケン

桑原　淳 クワバラ　アツシ

桑原　稔 クワバラ　ミノル
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檢見崎　裕 ケンミザキ　ユタカ



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名 古藤田　眞和 コトウダ　マサカズ

こ 121 小西　彩 コニシ　アヤ

伍井　由夏 ゴイ　ユカ 小西　るり子 コニシ　ルリコ

古泉　真理 コイズミ　マリ 小橋　真司 コバシ　シンジ

小磯　進太郎 コイソ　シンタロウ 小橋　帝生 コバシ　テイセイ

肥塚　恭子 コイヅカ　キョウコ 小林　綾子 コバヤシ　アヤコ

肥塚　史郎 コイヅカ　シロウ 小林　巌 コバヤシ　イワオ

小出　明知 コイデ　アキトモ 小林　収 コバヤシ　オサム

小出　博司 コイデ　ヒロシ 小林　一彦 コバヤシ　カズヒコ

鯉沼　俊貴 コイヌマ　トシタカ 小林　克也 コバヤシ　カツヤ

航　尚子 コウ　ナオコ 小林　可奈子 コバヤシ　カナコ

甲田　賢一郎 コウダ　ケンイチロウ 小林　賢輔 コバヤシ　ケンスケ

神津　成紀 コウヅ　セイキ 小林　浩一 コバヤシ　コウイチ

神津　将仁 コウヅ　マサヒト 小林　俊司 コバヤシ　シュンジ

河野　達郎 コウノ　タツロウ 小林　隆史 コバヤシ　タカシ

河野　麻衣子 コウノ　マイコ 小林　秀嗣 コバヤシ　ヒデツグ

河野　靖生 コウノ　ヤスオ 小林　信 コバヤシ　マコト

郷原　徹 ゴウハラ　トオル 小林　正明 コバヤシ　マサアキ

幸村　英文 コウムラ　ヒデフミ 小林　求 コバヤシ　モトム

神山　智幾 コウヤマ　トモキ 小林　康夫 コバヤシ　ヤスオ

高良　麻紀子 コウラ　マキコ 小林　由 コバヤシ　ユキ

古賀　聡子 コガ　サトコ 小林　洋二 コバヤシ　ヨウジ

古賀　聡人 コガ　トキト 小林　佳郎 コバヤシ　ヨシロウ

古賀　知道 コガ　トモミチ 小林　玲音 コバヤシ　レオン

古賀　美佳 コガ　ミカ 小日向　智美 コビナタ　サトミ

古賀　由香利 コガ　ユカリ 五本木　雅彦 ゴホンギ　マサヒコ

古賀　夕紀子 コガ　ユキコ 小牧　史明 コマキ　フミアキ

古賀　理恵 コガ　リエ 駒崎　真矢 コマザキ　マヤ

小金井　博昭 コガネイ　ヒロアキ 駒澤　伸泰 コマザワ　ノブヤス

後閑　大 ゴカン　ダイ 小松　郁子 コマツ　イクコ

小坂　順子 コサカ　ジュンコ 小松　修治 コマツ　シュウジ

小坂　康晴 コサカ　ヤスハル 小松　大芽 コマツ　タイガ

越川　桂 コシカワ　ケイ 小松　孝美 コマツ　タカミ

越田　智広 コシダ　トモヒロ 小松　博 コマツ　ヒロシ

小柴　真一 コシバ　シンイチ 小松　龍 コマツ　リュウ

小嶋　亜希子 コジマ　アキコ 小松崎　崇 コマツザキ　タカシ

小島　明子 コジマ　アキコ 小見田　真理 コミタ　マリ

小嶋　高志 コジマ　タカシ 古宮　陽子 コミヤ　ヨウコ

小島　康裕 コジマ　ヤスヒロ 小宮　良輔 コミヤ　リョウスケ

越村　英世 コシムラ　ヒデヨ 小村　昇 コムラ　ノボル

古謝　宏樹 コジャ　ヒロキ 小室　明子 コムロ　アキコ

小薗　祐紀 コゾノ　ユウキ 小室　祥子 コムロ　ショウコ

小高　桂子 コダカ　ケイコ 古明地　恭子 コメイチ　ヤスコ

小高　光晴 コダカ　ミツハル 米谷　聡 コメタニ　サトシ

小谷　透 コタニ　トオル 呉屋　太章 ゴヤ　モトアキ

児玉　麻依子 コダマ　マイコ 小山　薫 コヤマ　カオル

児玉　光厳 コダマ　ミツヨシ 小山　智弘 コヤマ　トモヒロ

児玉　里砂 コダマ　リサ 小山　祐介 コヤマ　ユウスケ

五反田　純 ゴタンダ　ジュン ゴルべヴ　美菜子 ゴルベヴ　ミナコ

小寺　志保 コデラ　シホ 今　紀子 コン　ノリコ

小寺　智子 コテラ　トモコ 紺崎　友晴 コンザキ　トモハル

後藤　晃一郎 ゴトウ　コウイチロウ 権田　希望 ゴンダ　ノゾミ

後藤　孝治 ゴトウ　コウジ 近藤　泉 コンドウ　イズミ

後藤　志乃 ゴトウ　シノ 近藤　一郎 コンドウ　イチロウ

後藤　真也 ゴトウ　シンヤ 近藤　香 コンドウ　カオリ

後藤　卓子 ゴトウ　タカコ 近藤　隆志 コンドウ　タカシ

後藤　隆司 ゴトウ　タカシ 近藤　竜也 コンドウ　タツヤ

後藤　尚也 ゴトウ　ナオヤ 近藤　俊樹 コンドウ　トシキ

後藤　眞理亜 ゴトウ　マリア 近藤　菜穂子 コンドウ　ナオコ

後藤　安宣 ゴトウ　ヤスノブ 近藤　博子 コンドウ　ヒロコ



近藤　裕子 コンドウ　ユウコ

近藤　祐介 コンドウ　ユウスケ

近藤　陽一 コンドウ　ヨウイチ
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さ 131 迫田　厚志 サコダ　アツシ

齊川　仁子 サイカワ　サトコ 佐々岡　紀之 ササオカ　ノリユキ

齋木　笑梨 サイキ　エミリ 佐々川　飛鳥 ササガワ　アスカ

佐伯　陽子 サイキ　ヨウコ 笹川　智貴 ササカワ　トモキ

財津　昭憲 ザイツ　アキノリ 佐々木　繁太 ササキ　シゲタ

齋藤　愛子 サイトウ　アイコ 佐々木　達郎 ササキ　タツロウ

齋藤　厚 サイトウ　アツシ 佐々木　規喜 ササキ　チカノブ

齋藤　郁恵 サイトウ　イクエ 佐々木　俊弘 ササキ　トシヒロ

齊藤　理 サイトウ　オサム 佐々木　英昭 ササキ　ヒデアキ

齊藤　和智 サイトウ　カズトモ 佐々木　宏 ササキ　ヒロシ

齊藤　公紹 サイトウ　キミツグ 佐々木　誠 ササキ　マコト

齊藤　渓 サイトウ　ケイ 佐々木　麻美子 ササキ　マミコ

齋藤　啓一郎 サイトウ　ケイイチロウ 佐々木　利佳 ササキ　リカ

齋藤　敬太 サイトウ　ケイタ 笹栗　智子 ササグリ　トモコ

齋藤　浩二 サイトウ　コウジ 笹野　寛 ササノ　ヒロシ

齋藤　繁 サイトウ　シゲル 佐多　奈歩 サタ　ナホ

齋藤　慎二郎 サイトウ　シンジロウ 佐竹　美江 サタケ　ミエ

齋藤　貴幸 サイトウ　タカユキ 定永　道明 サダナガ　ミチアキ

齋藤　朋之 サイトウ　トモユキ 里　康光 サト　ヤスミツ

斉藤　智誉 サイトウ　トモヨ 佐藤　栄留 サトウ　エイル

齋藤　豊 サイトウ　ユタカ 佐藤　大樹 サトウ　オオキ

齋藤　義孝 サイトウ　ヨシタカ 佐藤　和恵 サトウ　カズエ

齊間　俊介 サイマ　シュンスケ 佐藤　可奈子 サトウ　カナコ

佐伯　仁 サエキ　ヒロシ 佐藤　恵子 サトウ　ケイコ

佐伯　美奈子 サエキ　ミナコ 佐藤　浩司 サトウ　コウジ

酒井　明彦 サカイ　アキヒコ 佐藤　光晴 サトウ　コウセイ

酒井　彰 サカイ　アキラ 佐藤　幸子 サトウ　サチコ

境　徹也 サカイ　テツヤ 佐藤　順一 サトウ　ジュンイチ

堺　登志子 サカイ　トシコ 佐藤　晋 サトウ　シン

酒井　規広 サカイ　ノリヒロ 佐藤　大輔 サトウ　ダイスケ

坂井　秀之 サカイ　ヒデユキ 佐藤　千代 サトウ　チヨ

酒井　宏明 サカイ　ヒロアキ 佐藤　恒久 サトウ　ツネヒサ

坂井　誠 サカイ　マコト 佐藤　輝幸 サトウ　テルユキ

坂井　まりこ サカイ　マリコ 佐藤　友信 サトウ　トモノブ

坂上　浩一 サカウエ　ヒロカズ 佐藤　智行 サトウ　トモユキ

坂口　豪 サカグチ　ゴウ 佐藤　倫祥 サトウ　トモヨシ

坂口　秀弘 サカグチ　ヒデヒロ 佐藤　暢夫 サトウ　ノブオ

坂口　泰子 サカグチ　ヤスコ 佐藤　秀雄 サトウ　ヒデオ

坂倉　庸介 サカクラ　ヨウスケ 佐藤　仁 サトウ　ヒトシ

坂田　優子 サカタ　ユウコ 佐藤　宏明 サトウ　ヒロアキ

坂田　羊一朗 サカタ　ヨウイチロウ 佐藤　洋 サトウ　ヒロシ

坂梨　真木子 サカナシ　マキコ 佐藤　裕信 サトウ　ヒロノブ

坂野　正史 サカノ　マサシ 佐藤　正顕 サトウ　マサアキ

坂本　明之 サカモト　アキユキ 佐藤　正規 サトウ　マサキ

坂本　彩加 サカモト　アヤカ 佐藤　正典 サトウ　マサノリ

坂本　光太郎 サカモト　コウタロウ 佐藤　雅美 サトウ　マサミ

阪本　浩平 サカモト　コウヘイ 佐藤　正義 サトウ　マサヨシ

阪本　幸世 サカモト　サチヨ 佐藤　優 サトウ　マサル

坂本　菜摘 サカモト　ナツミ 佐藤　泰雄 サトウ　ヤスオ

坂本　元 サカモト　ハジメ 佐藤　祐子 サトウ　ユウコ

坂本　英明 サカモト　ヒデアキ 佐藤　ゆみ子 サトウ　ユミコ

﨑村　正太郎 サキムラ　ショウタロウ 佐藤　美浩 サトウ　ヨシハル

佐久間　貴裕 サクマ　タカヒロ 里元　麻衣子 サトモト　マイコ

佐久間　麻里 サクマ　マリ 眞田　かなえ サナダ　カナエ

桜井　亜沙子 サクライ　アサコ 讃井　將満 サヌイ　マサミツ

櫻井　淳 サクライ　アツシ 佐野　愛 サノ　アイ

櫻井　裕教 サクライ　ヒロノリ 佐野　逸郎 サノ　イツロウ

桜井　由佳 サクライ　ユカ 佐野　秀 サノ　シゲル

櫻田　幽美子 サクラダ　ユミコ 佐野　治彦 サノ　ハルヒコ



佐野　秀樹 サノ　ヒデキ

佐野　文昭 サノ　フミアキ

佐野　誠 サノ　マコト

座波　政美 ザハ　マサミ

佐和　貞治 サワ　テイジ

澤　智博 サワ　トモヒロ

澤井　淳 サワイ　ジュン

澤井　俊幸 サワイ　トシユキ

澤田　真如 サワダ　マコト

澤登　慶治 サワノボリ　ヨシハル

三喜　和明 サンキ　カズアキ

三部　徳恵 サンベ　ノリエ

三馬　葵 サンマ　アオイ



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名 下　弘一 シモ　コウイチ

し 91 下井　晶子 シモイ　アキコ

塩川　加奈子 シオカワ　カナコ 下里　アキヒカリ シモサト　アキヒカリ

塩川　浩輝 シオカワ　ヒロアキ 下里　豪俊 シモサト　ゴウシュン

塩崎　恭子 シオザキ　キョウコ 下田　豊 シモダ　ユタカ

志賀　卓弥 シガ　タクヤ 下出　典子 シモデ　ノリコ

志賀　由佳 シガ　ユカ 霜鳥　久 シモトリ　ヒサシ

四釜　裕睦 シカマ　ヒロチカ 下新原　直子 シモニハラ　ナオコ

重松　研二 シゲマツ　ケンジ 下山　哲 シモヤマ　アキラ

重松　次郎昌幸 シゲマツ　ジロウマサユキ 下山　雄一郎 シモヤマ　ユウイチロウ

重光　やよい シゲミツ　ヤヨイ 東海林　圭 ショウジ　ケイ

茂山　泰樹 シゲヤマ　タイキ 生水　尊之 ショウズイ　タカユキ

雫石　正明 シズクイシ　マサアキ 庄野　敦子 ショウノ　アツコ

下起　明 シタオコシ　アキラ 鐘野　弘洋 ショウノ　コウヨウ

紫藤　明美 シドウ　アケミ 白井　直人 シライ　ナオト

篠川　美希 シノカワ　ミキ 白石　早紀 シライシ　サキ

篠崎　未緒 シノザキ　ミオ 白石　美治 シライシ　ミハル

篠田　麻衣子 シノダ　マイコ 白石　良久 シライシ　ヨシヒサ

篠原　彩子 シノハラ　アヤコ 白川　倫代 シラカワ　ミチヨ

篠原　一彰 シノハラ　カズアキ 白澤　由美子 シラサワ　ユミコ

篠原　こずえ シノハラ　コズエ 白武　孝久 シラタケ　タカヒサ

篠原　仁 シノハラ　ジン 白塚　秀之 シラツカ　ヒデユキ

篠原　貴子 シノハラ　タカコ 白水　和宏 シロウズ　カズヒロ

篠原　奈緒 シノハラ　ナオ 城川　雅光 シロカワ　マサミツ

柴　禄郎 シバ　ロクロウ 城山　和久 シロヤマ　カズヒサ

柴﨑　雅志 シバサキ　マサユキ 新宮　千尋 シングウ　チヒロ

柴田　伊津子 シバタ　イツコ 新里　泰一 シンザト　タイイチ

柴田　茂樹 シバタ　シゲキ 新城　武明 シンジョウ　タケアキ

柴田　晶カール シバタ　ショウカール 新庄　泰孝 シンジョウ　ヤスタカ

柴田　紀子 シバタ　ノリコ 神藤　篤史 シントウ　アツシ

柴田　政彦 シバタ　マサヒコ 神藤　慧玲 シントウ　エリ

柴田　康之 シバタ　ヤスユキ 新福　玄二 シンプク　ゲンジ

柴田　玲子 シバタ　レイコ 新屋　苑恵 シンヤ　ソノエ

渋川　圭介 シブカワ　ケイスケ

澁田　達史 シブタ　サトシ

渋谷　博美 シブヤ　ヒロミ

島内　司 シマウチ　ツカサ

島川　勇介 シマカワ　ユウスケ

島崎　睦久 シマザキ　ムツヒサ

島田　宣弘 シマダ　ノブヒロ

嶋田　文彦 シマダ　フミヒコ

島田　素子 シマダ　モトコ

島原　由美子 シマハラ　ユミコ

島袋　泰 シマブクロ　タイ

島袋　勉 シマブクロ　ツトム

島村　寿男 シマムラ　ヒサオ

清水　一郎 シミズ　イチロウ

清水　かおり シミズ　カオリ

清水　一好 シミズ　カズヨシ

清水　敬介 シミズ　ケイスケ

清水　賢一 シミズ　ケンイチ

清水　祥子 シミズ　サチコ

清水　智明 シミズ　トモアキ

清水　大喜 シミズ　ヒロキ

清水　布実子 シミズ　フミコ

清水　文浩 シミズ　フミヒロ

清水　優 シミズ　マサル

清水　雅子 シミズ　モトコ

清水　祐紀子 シミズ　ユキコ

志村　福子 シムラ　フクコ
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す 76 鈴木　愛枝 スズキ　ヨシエ

末原　知美 スエハラ　トモミ 酢谷　朋子 スダニ　トモコ

末廣　浩一 スエヒロ　コウイチ 首藤　聡子 スドウ　サトコ

末盛　智彦 スエモリ　トモヒコ 須藤　貴史 ストウ　タカシ

菅　規久子 スガ　キクコ 首藤　誠 スドウ　マコト

須賀　芳文 スガ　ヨシフミ 須永　宏 スナガ　ヒロシ

菅澤　佑介 スガサワ　ユウスケ 砂永　仁子 スナナガ　ジンコ

菅沼　絵美理 スガヌマ　エミリ 壽原　朋宏 スハラ　トモヒロ

菅沼　紘平 スガヌマ　コウヘイ 角　千恵子 スミ　チエコ

菅沼　大 スガヌマ　ダイ 角　千里 スミ　チサト

菅野　敬之 スガノ　タカユキ 住江　誠 スミエ　マコト

須加原　史子 スガハラ　フミコ 住田　臣造 スミタ　シンゾウ

菅原　泰常 スガワラ　ヤスツネ 角田　博 スミダ　ヒロシ

菅原　陽 スガワラ　ヨウ 住谷　昌彦 スミタニ　マサヒコ

杉　崇史 スギ　タカシ 住谷　泰 スミヤ　ヤスシ

杉浦　順子 スギウラ　ジュンコ 住吉　美穂 スミヨシ　ミホ

杉浦　孝広 スギウラ　タカヒロ 諏訪　潤子 スワ　ジュンコ

杉浦　健之 スギウラ　タケシ

杉田　慎二 スギタ　シンジ

杉田　道子 スギタ　ミチコ

杉峰　里美 スギミネ　サトミ

杉目　史行 スギメ　フミユキ

杉本　憲治 スギモト　ケンジ

杉本　清治 スギモト　セイジ

杉本　真理子 スギモト　マリコ

杉山　公利 スギヤマ　キミトシ

杉山　馨祐 スギヤマ　キョウスケ

杉山　卓史 スギヤマ　タクジ

杉山　雅俊 スギヤマ　マサトシ

杉山　由紀 スギヤマ　ユキ

杉山　陽子 スギヤマ　ヨウコ

須佐　泰之 スサ　ヤスユキ

鈴木　麻葉 スズキ　アサハ

鈴木　清由 スズキ　キヨシ

鈴木　恵子 スズキ　ケイコ

鈴木　堅悟 スズキ　ケンゴ

鈴木　聡 スズキ　サトシ

鈴木　聡美 スズキ　サトミ

鈴木　章悟 スズキ　ショウゴ

鈴木　隆雄 スズキ　タカオ

鈴木　高広 スズキ　タカヒロ

鈴木　毅 スズキ　タケシ

鈴木　武志 スズキ　タケシ

鈴木　勉 スズキ　ツトム

鈴木　俊成 スズキ　トシナリ

鈴木　智文 スズキ　トモフミ

鈴木　尚生子 スズキ　ナオコ

鈴木　規仁 スズキ　ノリヒト

鈴木　秀明 スズキ　ヒデアキ

鈴木　英雄 スズキ　ヒデオ

鈴木　洋人 スズキ　ヒロト

鈴木　博人 スズキ　ヒロト

鈴木　史子 スズキ　フミコ

鈴木　雅登 スズキ　マサト

鈴木　正寛 スズキ　マサヒロ

鈴木　真奈美 スズキ　マナミ

鈴木　みどり スズキ　ミドリ

鈴木　康生 スズキ　ヤスオ

鈴木　祐二 スズキ　ユウジ
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清野　雄介 セイノ　ユウスケ

瀬尾　英哉 セオ　ヒデヤ

関　久美子 セキ　クミコ

関　厚一郎 セキ　コウイチロウ

関　博志 セキ　ヒロユキ

関島　千尋 セキジマ　チヒロ

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

瀬藤　容子 セトウ　ヨウコ

瀬戸口　大典 セトグチ　ダイスケ

瀬浪　克彦 セナミ　カツヒコ

芹澤　陽子 セリザワ　ヨウコ

千田　絢子 センダ　アヤコ

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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徐　民恵 ソウ　ミネ

荘園　雅子 ソウエン　マサコ

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

園田　俊二 ソノダ　シュンジ

園部　奨太 ソノベ　ショウタ

孫　慶淑 ソン　キョンス
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た 188 滝島　千尋 タキシマ　チヒロ

大膳　和華 ダイゼン　ワカ 田北　彰 タキタ　アキラ

平　幸輝 タイラ　コウキ 瀧波　慶和 タキナミ　ヨシカズ

太尾田　正彦 タオダ　マサヒコ 滝本　佳予 タキモト　カヨ

高榎　由美子 タカエノキ　ユミコ 田口　敦子 タグチ　アツコ

高木　治 タカキ　オサム 田口　志麻 タグチ　シマ

髙木　俊介 タカキ　シュンスケ 田口　真也 タグチ　シンヤ

高木　敏行 タカギ　トシユキ 田口　典子 タグチ　ノリコ

高木　麻里 タカギ　マリ 田口　裕之 タグチ　ヒロユキ

髙木　美沙 タカギ　ミサ 田口　学 タグチ　マナブ

高木　美砂子 タカキ　ミサコ 武居　哲洋 タケイ　テツヒロ

髙木　佑芙紀 タカギ　ユフキ 武井　祐介 タケイ　ユウスケ

高崎　正人 タカサキ　マサヒト 竹内　昭憲 タケウチ　アキノリ

高澤　知規 タカザワ　トモノリ 竹内　稚依 タケウチ　チエ

高階　雅紀 タカシナ　マサキ 竹内　直子 タケウチ　ナオコ

高須　昭彦 タカス　アキヒコ 竹内　護 タケウチ　マモル

高杉　直哉 タカスギ　ナオヤ 武川　仁子 タケカワ　キミコ

高薄　敏史 タカススキ　トシフミ 竹口　有美 タケグチ　ユミ

高瀬　友彰 タカセ　トモアキ 竹下　淳 タケシタ　ジュン

高田　幸治 タカダ　コウジ 竹下　依子 タケシタ　ヨリコ

高田　康輔 タカタ　コウスケ 武島　玲子 タケシマ　レイコ

髙田　真二 タカダ　シンジ 武田　明子 タケダ　アキコ

高田　俊和 タカダ　トシカズ 武田　憲治 タケダ　ケンジ

髙田　朋彦 タカダ　トモヒコ 竹田　健太 タケダ　ケンタ

髙田　眞紀子 タカダ　マキコ 武田　里美 タケダ　サトミ

高田　由以子 タカダ　ユイコ 竹田　貴雄 タケダ　タカオ

高田　幸昌 タカダ　ユキマサ 竹田　智子 タケダ　トモコ

高寺　恭子 タカデラ　キョウコ 竹田　智浩 タケダ　トモヒロ

鷹取　誠 タカトリ　マコト 武田　昌子 タケダ　マサコ

高橋　和伸 タカハシ　カズノブ 竹田　政史 タケダ　マサフミ

高橋　佳代子 タカハシ　カヨコ 武智　晶子 タケチ　アキコ

高橋　完 タカハシ　カン 武智　健一 タケチ　ケンイチ

高橋　桂哉 タカハシ　ケイヤ 竹中　智昭 タケナカ　トモアキ

髙橋　淳子 タカハシ　ジュンコ 竹中　睦子 タケナカ　ムツコ

高橋　俊作 タカハシ　シュンサク 竹浪　民江 タケナミ　タミエ

高橋　俊次 タカハシ　シュンジ 竹端　恵子 タケハナ　ケイコ

高橋　玉実 タカハシ　タマミ 竹林　紀子 タケバヤシ　ノリコ

高橋　徹行 タカハシ　テツユキ 武部　真理子 タケベ　マリコ

高橋　俊明 タカハシ　トシアキ 竹前　彰人 タケマエ　アキヒト

高橋　利文 タカハシ　トシフミ 竹峰　和宏 タケミネ　カズヒロ

髙橋　マキ タカハシ　マキ 竹村　瑞恵 タケムラ　ミズエ

髙橋　実里 タカハシ　ミノリ 竹村　佳記 タケムラ　ヨシノリ

高橋　佳子 タカハシ　ヨシコ 竹森　健 タケモリ　ケン

高橋　良享 タカハシ　ヨシユキ 竹山　正治 タケヤマ　マサハル

高橋　陵太 タカハシ　リョウタ 田澤　利治 タザワ　トシハル

高橋　麗子 タカハシ　レイコ 田島　明子 タジマ　アキコ

髙淵　聡史 タカブチ　サトシ 田島　圭子 タジマ　ケイコ

高松　功 タカマツ　イサオ 田島　つかさ タジマ　ツカサ

高松　美砂子 タカマツ　ミサコ 田嶋　実 タジマ　ミノル

髙群　博之 タカムレ　ヒロユキ 田尻　晃彦 タジリ　アキヒコ

高柳　猛彦 タカヤナギ　タケヒコ 田代　章悟 タシロ　ショウゴ

高山　千史 タカヤマ　チフミ 田代　尊久 タシロ　タカヒサ

髙山　尚美 タカヤマ　ナオミ 多田　敏彦 タダ　トシヒコ

高山　隆吉 タカヤマ　リュウキチ 多田　文彦 タダ　フミヒコ

高山　渉 タカヤマ　ワタル 多田羅　康章 タタラ　ヤスアキ

田川　京子 タガワ　キョウコ 立川　真弓 タチカワ　マユミ

田川　剛志 タガワ　ツヨシ 竜田　ちひろ タツタ　チヒロ

田川　学 タガワ　マナブ 楯　亜紀 タテ　アキ

瀧　康則 タキ　ヤスノリ 立石　浩二 タテイシ　コウジ



舘岡　一芳 タテオカ　カズヨシ 田村　有 タムラ　タモツ

立山　真吾 タテヤマ　シンゴ 田村　哲也 タムラ　テツヤ

田中　亜季 タナカ　アキ 田村　隆二 タムラ　リュウジ

田中　克拓 タナカ　カツヒロ 垂井　薫 タルイ　カオリ

田中　佳代 タナカ　カヨ 垂石　智重子 タルイシ　チエコ

田中　清高 タナカ　キヨタカ 田和　聖子 タワ　ショウコ

田中　健介 タナカ　ケンスケ 唐　思健 タン　シージャン

田中　幸一 タナカ　コウイチ 檀浦　徹也 ダンウラ　テツヤ

田中　厚司 タナカ　コウジ 丹下　和晃 タンゲ　カズアキ

田中　聡 タナカ　サトシ 丹保　亜希仁 タンポ　アキヒト

田中　悟 タナカ　サトル

田中　成和 タナカ　シゲカズ

田中　純哉 タナカ　ジュンヤ

田中　千春 タナカ　チハル

田中　暢 タナカ　トオル

田中　稔幸 タナカ　トシユキ

田中　具治 タナカ　トモハル

田中　信彦 タナカ　ノブヒコ

田中　暢洋 タナカ　ノブヒロ

田中　久博 タナカ　ヒサヒロ

田中　秀典 タナカ　ヒデノリ

田中　英文 タナカ　ヒデフミ

田中　雅輝 タナカ　マサアキ

田中　学 タナカ　マナブ

田中　基 タナカ　モトシ

田中　優 タナカ　ユウ

田中　行夫 タナカ　ユキオ

田中　有美 タナカ　ユミ

田中　洋一 タナカ　ヨウイチ

田中　るみ タナカ　ルミ

棚木　直人 タナギ　ナオト

棚田　和子 タナダ　カズコ

棚田　大輔 タナダ　ダイスケ

棚橋　識生 タナハシ　ノリオ

棚平　千代子 タナヒラ　チヨコ

田辺　瀬良美 タナベ　セラビ

田邉　仁志 タナベ　ヒトシ

田邉　優子 タナベ　ユウコ

谷　真規子 タニ　マキコ

谷岡　野人 タニオカ　ノヒト

谷奥　匡 タニオク　タダシ

谷川　義則 タニガワ　ヨシノリ

谷口　明子 タニグチ　アキコ

谷口　巧 タニグチ　タクミ

谷口　文香 タニグチ　フミカ

谷口　美づき タニグチ　ミヅキ

谷西　秀紀 タニニシ　ヒデキ

谷野　雅昭 タニノ　マサアキ

谷本　圭司 タニモト　ケイジ

田畑　麻里 タバタ　マリ

田原　里美 タハラ　サトミ

田原　直樹 タハラ　ナオキ

田平　暢恵 タヒラ　ノブエ

田渕　博子 タブチ　ヒロコ

玉井　謙次 タマイ　ケンジ

玉垣　伸二 タマガキ　シンジ

玉木　章雅 タマキ　フミマサ

玉里　順子 タマリ　ジュンコ

田村　和美 タムラ　カズミ

田村　岳士 タムラ　タケシ
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茅野　孝明 チノ　タカアキ

千葉　聡子 チバ　サトコ

千葉　知史 チバ　トモフミ

千葉　桃子 チバ　モモコ

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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塚越　栄次 ツカゴシ　エイジ

塚越　美喜子 ツカゴシ　ミキコ

塚谷　洋美 ツカタニ　ヒロミ

塚原　郁夫 ツカハラ　イクオ

塚本　加奈子 ツカモト　カナコ

突沖　満則 ツキオキ　ミツノリ

築地　崇 ツキジ　タカシ

次田　佳代 ツギタ　カヨ

築山　裕子 ツキヤマ　ヒロコ

辻井　英治 ツジイ　エイジ

辻井　健二 ツジイ　ケンジ

辻川　洋 ツジカワ　ヒロシ

辻本　芳孝 ツジモト　ヨシタカ

津田　敦 ツダ　アツシ

土橋　哲也 ツチハシ　テツヤ

土本　鉄平 ツチモト　テッペイ

土屋　滋雄 ツチヤ　シゲオ

土屋　智徳 ツチヤ　トモノリ

堤　保夫 ツツミ　ヤスオ

恒遠　剛示 ツネトウ　タカシ

角渕　浩央 ツノブチ　ヒロナカ

椿　隆行 ツバキ　タカユキ

鍔木　紀子 ツバキ　ノリコ

坪井　さやか ツボイ　サヤカ

坪内　宏樹 ツボウチ　ヒロキ

坪光　祥晃 ツボコウ　ヨシアキ

坪田　信三 ツボタ　シンゾウ

坪谷　有里 ツボタニ　ユリ

敦賀　健吉 ツルガ　ケンキチ
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出崎　陽子 デサキ　ヨウコ

寺尾　嘉彰 テラオ　ヨシアキ

寺崎　秀平 テラサキ　シュウヘイ

寺迫　潔 テラサコ　キヨシ

寺田　尚弘 テラダ　タカヒロ

寺田　忠徳 テラダ　タダノリ

寺田　雄紀 テラダ　ユウキ

寺端　昭博 テラハタ　アキヒロ

寺本　友三 テラモト　ユウゾウ

寺山　公栄 テラヤマ　キミエ

照井　貴子 テルイ　タカコ

照屋　孝二 テルヤ　コウジ
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土井　健司 ドイ　ケンジ

土居　真太郎 ドイ　シンタロウ

土井　敏彦 ドイ　トシヒコ

土居　ゆみ ドイ　ユミ

藤　雅文 トウ　マサフミ

道幸　由香里 ドウコウ　ユカリ

當重　一也 トウジュウ　カズヤ

堂城　真友子 ドウジョウ　マユコ

東名　里恵 トウミョウ　リエ

遠山　浩平 トオヤマ　コウヘイ

遠山　悟史 トオヤマ　サトシ

遠山　裕樹 トオヤマ　ユウキ

富樫　秀彰 トガシ　ヒデアキ

時永　泰行 トキナガ　ヤスユキ

徳田　賢太郎 トクダ　ケンタロウ

徳永　元秀 トクナガ　モトヒデ

徳嶺　譲芳 トクミネ　ジョウホウ

戸坂　真也 トサカ　シンヤ

戸田　法子 トダ　ノリコ

鳥羽　晃子 トバ　コウコ

鳥羽　好恵 トバ　ヨシエ

土橋　玉枝 ドバシ　タマエ

土肥　泰明 トヒ　ヤスアキ

飛世　史則 トビセ　フミノリ

戸部　賢 トベ　マサル

富岡　昭裕 トミオカ　アキヒロ

富岡　恵子 トミオカ　ケイコ

冨木　麻衣子 トミキ　マイコ

富田　彰 トミタ　アキラ

冨田　麻美 トミタ　アサミ

冨田　温子 トミタ　アツコ

冨田　研 トミタ　ケン

冨田　貴子 トミタ　タカコ

冨田　美佐緒 トミタ　ミサオ

富田　有毅彦 トミタ　ユキヒコ

富永　拓 トミナガ　ヒロキ

冨永　陽介 トミナガ　ヨウスケ

富野　美紀子 トミノ　ミキコ

友塚　直人 トモツカ　ナオト

友成　雅敏 トモナリ　マサトシ

外山　祥子 トヤマ　サチコ

外山　裕章 トヤマ　ヒロアキ

豊田　浩作 トヨタ　コウサク

豊田　茂芳 トヨタ　シゲヨシ

豊田　大介 トヨダ　ダイスケ

豊永　晋也 トヨナガ　シンヤ

豊山　広勝 トヨヤマ　ヒロカツ

鳥海　岳 トリウミ　タカシ

鳥飼　亜利寿 トリカイ　アリス

鳥谷部　政樹 トリヤベ　マサキ

鳥山　澄子 トリヤマ　スミコ



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名 中野　祥子 ナカノ　ショウコ

な 121 中野　貴明 ナカノ　タカアキ

内藤　智孝 ナイトウ　トモタカ 長野　真行 ナガノ　マサユキ

内藤　宏道 ナイトウ　ヒロミチ 中野　通代 ナカノ　ミチヨ

内藤　慶史 ナイトウ　ヨシフミ 中野　庸一郎 ナカノ　ヨウイチロウ

内藤　梨奈 ナイトウ　リナ 中橋　剛 ナカハシ　ツヨシ

中井　愛子 ナカイ　アイコ 中橋　勇典 ナカハシ　ユウスケ

永井　絵里 ナガイ　エリ 中畑　克俊 ナカハタ　カツトシ

永井　美玲 ナガイ　ミレイ 中林　賢一 ナカバヤシ　ケンイチ

永井　裕子 ナガイ　ユウコ 中原　絵里 ナカハラ　エリ

中江　文 ナカエ　アヤ 中原　俊之 ナカハラ　トシユキ

長江　正晴 ナガエ　マサハル 中原　真由美 ナカハラ　マユミ

長尾　乃婦子 ナガオ　ノブコ 中平　圭 ナカヒラ　ケイ

長尾　典尚 ナガオ　ノリヒサ 中平　淳子 ナカヒラ　ジュンコ

中尾　博之 ナカオ　ヒロユキ 永渕　万理 ナガフチ　マリ

永尾　勝 ナガオ　マサル 長堀　かな子 ナガホリ　カナコ

長尾　靖之 ナガオ　ヤスユキ 長嶺　祐介 ナガミネ　ユウスケ

長尾　嘉晃 ナガオ　ヨシアキ 中村　勝彦 ナカムラ　カツヒコ

長岡　京子 ナガオカ　キョウコ 中村　京太 ナカムラ　キョウタ

長岡　武彦 ナガオカ　タケヒコ 中村　久美子 ナカムラ　クミコ

長岡　由姫 ナガオカ　ユキ 中村　公輔 ナカムラ　コウスケ

中川　哲 ナカガワ　アキラ 中村　清哉 ナカムラ　セイヤ

中川　清隆 ナカガワ　キヨタカ 中村　高士 ナカムラ　タカシ

中川　景子 ナカガワ　ケイコ 中村　武人 ナカムラ　タケト

永川　保 ナガカワ　タモツ 中村　正帆 ナカムラ　タダホ

中川　秀之 ナカガワ　ヒデユキ 中村　達弥 ナカムラ　タツヤ

中川　雅之 ナカガワ　マサユキ 中村　千賀子 ナカムラ　チカコ

中川　元文 ナカガワ　モトノリ 中村　智之 ナカムラ　トモユキ

中川　裕一 ナカガワ　ユウイチ 中村　信人 ナカムラ　ノブヒト

中川内　章 ナカガワチ　アキラ 中村　教人 ナカムラ　ノリヒト

長坂　安子 ナガサカ　ヤスコ 中村　誠 ナカムラ　マコト

長崎　剛 ナガサキ　ゴウ 中村　真之 ナカムラ　マサユキ

永迫　奈巳 ナガサコ　ナミ 中村　繭子 ナカムラ　マユコ

中澤　圭介 ナカザワ　ケイスケ 中村　ミチ子 ナカムラ　ミチコ

中澤　春政 ナカザワ　ハルマサ 仲村　光世 ナカムラ　ミツヨ

中嶌　絵美 ナカジマ　エミ 中村　元洋 ナカムラ　モトヒロ

中島　邦枝 ナカジマ　クニエ 永村　陽子 ナガムラ　ヨウコ

中島　浩一 ナカジマ　コウイチ 中村　里依太 ナカムラ　リエタ

長嶋　小百合 ナガシマ　サユリ 中本　あい ナカモト　アイ

長島　道生 ナガシマ　ミチオ 中森　絵里砂 ナカモリ　エリサ

中島　基晶 ナカジマ　モトアキ 長屋　慶 ナガヤ　ケイ

中嶋　和佳 ナカジマ　ワカ 中易　夏子 ナカヤス　ナツコ

永田　功 ナガタ　イサオ 中山　裕人 ナカヤマ　ヒロト

永田　悦朗 ナガタ　エツロウ 中山　雄二朗 ナカヤマ　ユウジロウ

中田　純 ナカタ　ジュン 中山　力恒 ナカヤマ　ヨシノブ

仲田　純也 ナカダ　ジュンヤ 中山　理加 ナカヤマ　リカ

永田　健充 ナガタ　タケミツ 長柄　祐輝 ナガラ　ユウキ

長田　大雅 ナガタ　ヒロマサ 名草　芳亮 ナグサ　ヨシアキ

中田　善規 ナカタ　ヨシノリ 奈倉　武郎 ナグラ　タケオ

中田　亮子 ナカタ　リョウコ 那須　郁子 ナス　イクコ

中田　稚子 ナカタ　ワカコ 七松　恭子 ナナマツ　キョウコ

中楯　陽介 ナカダテ　ヨウスケ 名西　紀子 ナニシ　ノリコ

中谷　英彦 ナカタニ　ヒデヒコ 青天目　牧 ナバタメ　マキ

長谷　洋和 ナガタニ　ヒロカズ 並木　正伸 ナミキ　マサノブ

中塚　逸央 ナカツカ　イツオ 並木　理奈 ナミキ　リナ

長友　香苗 ナガトモ　カナエ 名本　和子 ナモト　カズコ

仲西　未佳 ナカニシ　ミカ 奈良井　康宏 ナライ　ヤスヒロ

中西　美保 ナカニシ　ミホ 成松　紀子 ナリマツ　ノリコ

中西　理恵 ナカニシ　リエ 成島　光洋 ナルシマ　ミツヒロ

中布　龍一 ナカヌノ　リュウイチ 成瀬　智 ナルセ　サトシ



南立　宏一郎 ナンダテ　コウイチロウ

難波　研二 ナンバ　ケンジ

難波　力 ナンバ　チカラ
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新畑　知子 ニイハタ　トモコ

新原　朗子 ニイハラ　アキコ

新山　修平 ニイヤマ　シュウヘイ

新山　幸俊 ニイヤマ　ユキトシ

二階　哲朗 ニカイ　テツロウ

二階堂　由記 ニカイドウ　ユキ

仁木　紀子 ニキ　ノリコ

仁木　有理子 ニキ　ユリコ

西　憲一郎 ニシ　ケンイチロウ

西　啓亨 ニシ　ヒロユキ

西池　聡 ニシイケ　サトシ

西内　辰也 ニシウチ　タツヤ

西江　宏行 ニシエ　ヒロユキ

西川　晃司 ニシカワ　コウジ

西木戸　修 ニシキド　オサム

西島　薫 ニシジマ　カオル

西嶋　茂樹 ニシジマ　シゲキ

西田　賀津子 ニシダ　カツコ

西田　昌昭 ニシダ　マサアキ

西谷　恭子 ニシタニ　キョウコ

西出　俊二郎 ニシデ　シュンジロウ

西野　涼 ニシノ　リョウ

西巻　浩伸 ニシマキ　ヒロノブ

西村　一彦 ニシムラ　カズヒコ

西村　佳津 ニシムラ　カヅ

西村　暢征 ニシムラ　ノブユキ

西村　雅之 ニシムラ　マサユキ

西村　光生 ニシムラ　ミツオ

西村　祥一 ニシムラ　ヨシカズ

西本　れい ニシモト　レイ

西森　美奈 ニシモリ　ミナ

西山　芳憲 ニシヤマ　ヨシノリ

西良　雅夫 ニシラ　マサオ

西和田　忠 ニシワダ　タダシ

仁多　健剛 ニタ　ケンゴ

新田　一仁 ニッタ　カズヒト

新田　憲市 ニッタ　ケンイチ

新田　俊一 ニッタ　シュンイチ

蜷川　純 ニナガワ　ジュン

丹羽　晴久 ニワ　ハルヒサ

丹羽　英智 ニワ　ヒデトモ

丹羽　康則 ニワ　ヤスノリ
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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

根本　真人 ネモト　マサト



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名

の 23

直川　里香 ノウガワ　リカ

野上　悟史 ノガミ　サトシ

野口　英梨子 ノグチ　エリコ

野口　浩輝 ノグチ　コウキ

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　将 ノグチ　マサシ

野瀬　浩文 ノセ　ヒロフミ

野田　英一郎 ノダ　エイイチロウ

野土　信司 ノヅチ　シンジ

野中　明彦 ノナカ　アキヒコ

野中　崇広 ノナカ　タカヒロ

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　淳司 ノハラ　アツシ

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　正剛 ノムラ　マサタカ

野村　麻由子 ノムラ　マユコ

野村　泰充 ノムラ　ヤスミツ

野村　有紀 ノムラ　ユキ
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は 103 馬場　靖子 ババ　ヤスコ

羽賀　亜矢子 ハガ　アヤコ 羽原　利枝 ハバラ　トシエ

萩岡　信吾 ハギオカ　シンゴ 羽深　鎌一郎 ハブカ　ケンイチロウ

萩原　伸昭 ハギワラ　ノブアキ 濱田　暁 ハマダ　アキラ

萩原　竜次 ハギワラ　リュウジ 濵田　高太郎 ハマダ　コウタロウ

萩原　和歌子 ハギワラ　ワカコ 濵田　梢 ハマダ　コズエ

伯水　崇史 ハクスイ　タカシ 濱田　献 ハマダ　ササグ

箱﨑　貴大 ハコザキ　タカヒロ 濱田　拓 ハマダ　タク

羽阪　めぐみ ハサカ　メグミ 濱地　理通 ハマチ　タダミチ

橋口　英雄 ハシグチ　ヒデオ 濵野　宣行 ハマノ　ノブユキ

橋場　英二 ハシバ　エイジ 濱屋　和泉 ハマヤ　イズミ

橋村　俊哉 ハシムラ　トシヤ 早川　由夏 ハヤカワ　ユカ

橋本　篤 ハシモト　アツシ 林　堅二 ハヤシ　ケンジ

橋本　和美 ハシモト　カズミ 林　健太郎 ハヤシ　ケンタロウ

橋本　和昌 ハシモト　カズヨシ 林　督人 ハヤシ　トクヒト

橋本　圭司 ハシモト　ケイシ 林　英明 ハヤシ　ヒデアキ

橋本　光三 ハシモト　コウゾウ 林　真雄 ハヤシ　マサオ

橋本　慎介 ハシモト　シンスケ 林　雅子 ハヤシ　マサコ

橋本　壮志 ハシモト　ソウシ 林　裕美子 ハヤシ　ユミコ

橋元　高博 ハシモト　タカヒロ 林　淑朗 ハヤシ　ヨシロウ

橋本　龍也 ハシモト　タツヤ 早瀬　一馬 ハヤセ　カズマ

橋本　聡一 ハシモト　トシカズ 早瀬　知 ハヤセ　トモ

橋本　典夫 ハシモト　ノリオ 葉山　国城 ハヤマ　コクジョウ

橋本　宇 ハシモト　ヒロシ 速水　元 ハヤミ　ハジメ

橋本　正博 ハシモト　マサヒロ 速水　弘 ハヤミ　ヒロシ

橋本　まち子 ハシモト　マチコ 早水　憲吾 ハヤミズ　ケンゴ

橋本　学 ハシモト　マナブ 原　厚子 ハラ　アツコ

橋本　真弓 ハシモト　マユミ 原　かおる ハラ　カオル

橋本　雄一 ハシモト　ユウイチ 原　克実 ハラ　カツミ

橋本　禎夫 ハシモト　ヨシオ 原　将人 ハラ　マサト

蓮輪　恭子 ハスワ　キョウコ 原賀　勇壮 ハラガ　イサオ

長谷　一郎 ハセ　イチロウ 原木　俊明 ハラキ　トシアキ

長谷　徹太郎 ハセ　テツタロウ 原口　哲子 ハラグチ　サトコ

長谷川　和彦 ハセガワ　カズヒコ 原田　修人 ハラダ　シュウト

長谷川　丈 ハセガワ　ジョウ 原田　紳介 ハラダ　シンスケ

長谷川　隆 ハセガワ　タカシ 原田　浩輝 ハラダ　ヒロキ

長谷川　朋子 ハセガワ　トモコ 原武　義和 ハラタケ　ヨシカズ

長谷川　奈美 ハセガワ　ナミ 播磨　恵 ハリマ　メグミ

長谷川　麻衣子 ハセガワ　マイコ 春名　純一 ハルナ　ジュンイチ

長谷川　まどか ハセガワ　マドカ 春名　理恵子 ハルナ　リエコ

長谷川　閑堂 ハセガワ　ヤスタカ 春山　直子 ハルヤマ　ナオコ

長谷川　優子 ハセガワ　ユウコ 伴　麻希子 バン　マキコ

長谷川　義治 ハセガワ　ヨシハル 伴　誠之 バン　マサユキ

畑　亜樹 ハタ　アキ 伴　泰考 バン　ヤスタカ

畑山　聖 ハタケヤマ　キヨシ

波多野　俊之 ハタノ　トシユキ

蜂屋　好子 ハチヤ　ヨシコ

八反丸　善康 ハッタンマル　ヨシヤス

服部　淳一 ハットリ　ジュンイチ

服部　友紀 ハットリ　トモノリ

波戸　章郎 ハト　アキオ

羽鳥　英樹 ハトリ　エイキ

花岡　透子 ハナオカ　トオコ

花岡　勅行 ハナオカ　ノリユキ

花崎　元彦 ハナザキ　モトヒコ

花田　諭史 ハナダ　サトシ

花田　留美 ハナダ　ルミ

馬場　浩介 ババ　コウスケ

馬場　美華 ババ　ミカ



2020年度麻酔科指導医一覧（2020年4月1日現在）全2461名

ひ 52

日生下　由紀 ヒウゲ　ユキ

比嘉　達也 ヒガ　タツヤ

比嘉　久栄 ヒガ　ヒサエ

比嘉　裕樹 ヒガ　ユウキ

東　みどり子 ヒガシ　ミドリコ

東　有紀 ヒガシ　ユキ

東島　潮 ヒガシジマ　ウシオ

疋田　訓子 ヒキタ　クニコ

疋田　陽子 ヒキダ　ヨウコ

樋口　拓志 ヒグチ　タクシ

肥後　友紀 ヒゴ　ユウキ

久野　健二郎 ヒサノ　ケンジロウ

久野　聡子 ヒサノ　サトコ

菱沼　典正 ヒシヌマ　ノリマサ

日高　昌三 ヒダカ　ショウゾウ

日高　正剛 ヒダカ　セイゴウ

日高　秀邦 ヒダカ　ヒデクニ

肥田野　求実 ヒダノ　グミ

日根野谷　一 ヒネノヤ　ハジメ

旭爪　章統 ヒノツメ　アキノリ

日野原　宏 ヒノハラ　ヒロシ

日山　愛 ヒヤマ　アイ

日山　敦子 ヒヤマ　アツコ

玄　運官 ヒョン　ウングァン

平井　絢子 ヒライ　アヤコ

平井　昂宏 ヒライ　タカヒロ

平井　健 ヒライ　タケシ

平井　裕康 ヒライ　ヒロヤス

平石　禎子 ヒライシ　テイコ

平出　恵理 ヒライデ　エリ

平木　照之 ヒラキ　テルユキ

平崎　盟人 ヒラサキ　アキヒト

平田　一雄 ヒラタ　カズオ

平田　孝夫 ヒラタ　タカオ

平田　直之 ヒラタ　ナオユキ

平田　昌史 ヒラタ　マサシ

平田　学 ヒラタ　マナブ

平手　博之 ヒラテ　ヒロユキ

平野　敦子 ヒラノ　アツコ

平野　博史 ヒラノ　ヒロフミ

平野　昌人 ヒラノ　マサト

平野　真理 ヒラノ　マリ

平林　清子 ヒラバヤシ　キヨコ

平林　由広 ヒラバヤシ　ヨシヒロ

平森　朋子 ヒラモリ　トモコ

蛭田　章子 ヒルタ　アキコ

廣　加奈子 ヒロ　カナコ

官川　響 ヒロカワ　トオル

廣木　茜 ヒロキ　アカネ

廣木　忠直 ヒロキ　タダナオ

広田　喜一 ヒロタ　キイチ

廣田　誠二 ヒロタ　セイジ
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ふ 80 藤原　貴 フジワラ　タカシ

深川　大吾 フカガワ　ダイゴ 藤原　治子 フジワラ　ハルコ

深川　博志 フカガワ　ヒロシ 藤原　康嗣 フジワラ　ヤスツグ

深澤　圭太 フカザワ　ケイタ 藤原　優子 フジワラ　ユウコ

深野　拓 フカノ　タク 布施谷　仁志 フセヤ　サトシ

吹浦　邦幸 フキウラ　クニユキ 渕辺　誠 フチベ　マコト

福井　秀公 フクイ　ヒデキミ 舟井　優介 フナイ　ユウスケ

福内　清史 フクウチ　キヨシ 舟尾　友晴 フナオ　トモハル

福岡　尚和 フクオカ　ナオカズ 舩木　一美 フナキ　カズミ

福岡　良佑 フクオカ　リョウスケ 冬田　昌樹 フユタ　マサキ

福島　東浩 フクシマ　トウコウ 古市　昌之 フルイチ　マサユキ

福島　久史 フクシマ　ヒサシ 古市　結富子 フルイチ　ユウコ

福島　弘子 フクシマ　ヒロコ 古川　直樹 フルカワ　ナオキ

福島　祐二 フクシマ　ユウジ 古川　宗 フルカワ　ハジメ

福島　豊 フクシマ　ユタカ 古木　勲 フルキ　イサオ

福田　正子 フクダ　マサコ 古島　夏奈 フルシマ　ナナ

福田　光恵 フクダ　ミツエ 古庄　千代 フルショウ　チヨ

福田　陽子 フクダ　ヨウコ 古瀬　晋吾 フルセ　シンゴ

福元　千尋 フクモト　チヒロ 古田　裕子 フルタ　ヒロコ

福元　智子 フクモト　トモコ 古谷　明子 フルタニ　アキコ

福山　達也 フクヤマ　タツヤ 古屋　美香 フルヤ　ミカ

福家　伸夫 フケ　ノブオ

藤井　文 フジイ　アヤ

藤井　ありさ フジイ　アリサ

藤井　啓介 フジイ　ケイスケ

藤井　宏一 フジイ　コウイチ

藤井　俊輔 フジイ　シュンスケ

藤井　園子 フジイ　ソノコ

藤井　輝之 フジイ　テルユキ

藤井　智子 フジイ　トモコ

藤井　雅士 フジイ　マサシ

藤井　りか フジイ　リカ

藤岡　奈加子 フジオカ　ナカコ

藤掛　数馬 フジカケ　カズマ

藤嵜　江美子 フジサキ　エミコ

藤崎　宣友 フジサキ　ノリトモ

藤重　有紀 フジシゲ　アキ

藤田　和子 フジタ　カズコ

藤田　公彦 フジタ　キミヒコ

藤田　尚 フジタ　ナオ

藤田　信子 フジタ　ノブコ

藤田　啓起 フジタ　ヒロキ

藤田　文彦 フジタ　フミヒコ

藤田　正人 フジタ　マサト

藤田　ミキ フジタ　ミキ

藤田　泰宣 フジタ　ヤスキ

藤田　義人 フジタ　ヨシヒト

藤田　理恵 フジタ　リエ

藤立　康貴 フジタテ　ヤスタカ

藤谷　太郎 フジタニ　タロウ

藤永　あゆみ フジナガ　アユミ

藤野　裕士 フジノ　ユウジ

伏見　美紀 フシミ　ミキ

藤本　久実子 フジモト　クミコ

藤本　潤一 フジモト　ジュンイチ

藤本　正司 フジモト　ショウジ

藤本　寛子 フジモト　ヒロコ

藤本　昌史 フジモト　マサフミ

藤吉　哲宏 フジヨシ　テツヒロ
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別宮　小由理 ベック　サユリ

別府　賢 ベップ　サトル

彭　懌 ペン　イー
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坊垣　昌彦 ボウガキ　マサヒコ

星　有己枝 ホシ　ユキエ

星加　麻衣子 ホシカ　マイコ

星川　民恵 ホシカワ　タミエ

星野　和夫 ホシノ　カズオ

干野　晃嗣 ホシノ　コウジ

星野　裕子 ホシノ　ユウコ

細川　康二 ホソカワ　コウジ

細川　幸希 ホソカワ　ユキ

細野　敦之 ホソノ　アツユキ

法華　真衣 ホッカ　マイ

堀田　有沙 ホッタ　アリサ

堀田　訓久 ホッタ　クニヒサ

穂積　淳 ホヅミ　ジュン

程野　茂樹 ホドノ　シゲキ

甫母　章太郎 ホボ　ショウタロウ

堀　耕太郎 ホリ　コウタロウ

堀　佳美 ホリ　ヨシミ

堀内　桂 ホリウチ　カツラ

堀内　辰男 ホリウチ　タツオ

堀川　順子 ホリカワ　ジュンコ

堀口　貴行 ホリグチ　タカユキ

堀口　徹 ホリグチ　トオル

堀下　貴文 ホリシタ　タカフミ

本田　亜季 ホンダ　アキ

本田　泉 ホンダ　イズミ

本田　高史 ホンダ　タカシ

本田　尚典 ホンダ　ナオフミ

本多　信雅 ホンダ　ノブマサ

本田　博之 ホンダ　ヒロユキ

本多　亮子 ホンダ　リョウコ

本間　恵子 ホンマ　ケイコ
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ま 107 松田　智明 マツダ　トモアキ

前川　謙悟 マエカワ　ケンゴ 松田　弘美 マツダ　ヒロミ

前川　俊 マエカワ　シュン 松田　光正 マツダ　ミツマサ

前島　和美 マエシマ　カズミ 松田　優子 マツダ　ユウコ

前島　亨一郎 マエシマ　キョウイチロウ 松田　祐典 マツダ　ユウスケ

前島　英恵 マエジマ　ハナエ 松田　陽一 マツダ　ヨウイチ

前田　愛子 マエダ　アイコ 松田　善文 マツダ　ヨシフミ

前田　亜佐子 マエダ　アサコ 松谷　真理子 マツタニ　マリコ

前田　薫 マエダ　カオル 松浪　薫 マツナミ　カオル

前田　祥子 マエダ　サチコ 松浪　勝昭 マツナミ　カツアキ

前田　琢磨 マエダ　タクマ 松波　紀行 マツナミ　ノリユキ

前田　剛 マエダ　タケシ 松成　泰典 マツナリ　ヤスノリ

前田　知香 マエダ　チカ 松野　賢一 マツノ　ケンイチ

前田　剛 マエダ　ツヨシ 松原　珠美 マツバラ　タマミ

前田　倫子 マエダ　ノリコ 松原　陽子 マツバラ　ヨウコ

前田　真由美 マエダ　マユミ 松三　絢弥 マツミ　ジュンヤ

前田　祥範 マエダ　ヨシノリ 松村　純也 マツムラ　ジュンヤ

前田　良太 マエダ　リョウタ 松村　千穂子 マツムラ　チホコ

前原　大 マエハラ　ダイ 松村　陽子 マツムラ　ヨウコ

眞一　弘士 マカズ　ヒロシ 松本　充弘 マツモト　アツヒロ

曲渕　達雄 マガリブチ　タツオ 松本　克平 マツモト　カッペイ

牧　貴子 マキ　タカコ 松本　圭子 マツモト　ケイコ

槇　誠俊 マキ　ナリトシ 松本　聡 マツモト　サトシ

牧　裕一 マキ　ユウイチ 松本　さゆき マツモト　サユキ

槇尾　真理 マキオ　マリ 松本　重清 マツモト　シゲキヨ

牧瀬　杏子 マキセ　キョウコ 松本　周平 マツモト　シュウヘイ

牧園　玲子 マキゾノ　レイコ 松本　森作 マツモト　シンサク

牧戸　香詠子 マキト　カナコ 松本　聖子 マツモト　セイコ

政次　美代子 マサツグ　ミヨコ 松本　聡治朗 マツモト　ソウジロウ

間嶋　望 マジマ　ノゾミ 松本　園子 マツモト　ソノコ

増井　健一 マスイ　ケンイチ 松本　直樹 マツモト　ナオキ

増澤　宗洋 マスザワ　ムネヒロ 松本　英樹 マツモト　ヒデキ

増田　清夏 マスダ　サヤカ 松本　布紀子 マツモト　フキコ

増田　都志彦 マスダ　トシヒコ 松本　麻理 マツモト　マリ

舛田　吉伸 マスダ　ヨシノブ 松本　都 マツモト　ミヤコ

増渕　哲仁 マスブチ　テツヒト 松本　裕則 マツモト　ヤスノリ

間瀬　大司 マセ　ヒロシ 松本　豊 マツモト　ユタカ

町田　貴正 マチダ　タカマサ 松谷　厚子 マツヤ　アツコ

町田　匡成 マチダ　マサナリ 松山　智紀 マツヤマ　トモノリ

町野　麻美 マチノ　アサミ 真部　信毅 マナベ　ノブキ

松浦　康荘 マツウラ　コウソウ 丸　浩明 マル　ヒロアキ

松浦　正 マツウラ　タダシ 丸田　豊明 マルタ　トヨアキ

松浦　菜穂子 マツウラ　ナオコ 丸田　創 マルタ　ハジメ

松尾　秀樹 マツオ　ヒデキ 丸茂　穂積 マルモ　ホヅミ

松岡　修平 マツオカ　シュウヘイ 丸山　晃一 マルヤマ　コウイチ

松岡　信広 マツオカ　ノブヒロ 丸山　大介 マルヤマ　ダイスケ

松岡　宏晃 マツオカ　ヒロアキ 丸山　洋一 マルヤマ　ヨウイチ

松岡　博史 マツオカ　ヒロシ 萬代　良一 マンダイ　リョウイチ

松岡　義和 マツオカ　ヨシカズ

松川　公一 マツカワ　マサカズ

松木　泰成 マツキ　ヤスナリ

松木　悠佳 マツキ　ユカ

松﨑　重之 マツザキ　シゲユキ

松崎　孝 マツサキ　タカシ

松澤　吉保 マツザワ　ヨシヤス

松島　麻由佳 マツシマ　マユカ

松瀬　信二 マツセ　シンジ

松田　昌子 マツダ　ショウコ

松田　高志 マツダ　タカシ
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み 84 宮崎　博文 ミヤザキ　ヒロフミ

三浦　邦久 ミウラ　クニヒサ 宮崎　美由紀 ミヤザキ　ミユキ

三浦　大介 ミウラ　ダイスケ 宮﨑　裕也 ミヤザキ　ユウヤ

三浦　倫一 ミウラ　ノリカズ 宮﨑　里佳 ミヤザキ　リカ

三浦　由紀子 ミウラ　ユキコ 宮崎　良平 ミヤザキ　リョウヘイ

三浦　美英 ミウラ　ヨシヒデ 宮里　岳志 ミヤザト　タケシ

水枝谷　一仁 ミエタニ　カズヒト 宮下　龍 ミヤシタ　リョウ

三尾　寧 ミオ　ヤスシ 宮下　亮一 ミヤシタ　リョウイチ

三笠　裕美 ミカサ　ヒロミ 宮田　章正 ミヤタ　アキマサ

實金　健 ミカネ　タケシ 宮田　和人 ミヤタ　カズト

三上　惠理 ミカミ　エリ 宮田　有香 ミヤタ　ユカ

三木　美津子 ミキ　ミツコ 宮田　嘉久 ミヤタ　ヨシヒサ

右田　貴子 ミギタ　タカコ 宮津　光範 ミヤヅ　ミツノリ

三国　生臣 ミクニ　イクオミ 宮林　真沙代 ミヤバヤシ　マサヨ

操　奈美 ミサオ　ナミ 宮原　桂子 ミヤハラ　ケイコ

三澤　学 ミサワ　マナブ 宮原　誠二 ミヤハラ　セイジ

三島　康典 ミシマ　ヤスノリ 宮本　奈穂子 ミヤモト　ナホコ

水川　俊一 ミズカワ　シュンイチ 宮本　義久 ミヤモト　ヨシヒサ

水澤　教子 ミズサワ　キョウコ 宮脇　順子 ミヤワキ　ジュンコ

水田　菜々子 ミズタ　ナナコ 明星　康裕 ミョウジョウ　ヤスヒロ

水谷　健司 ミズタニ　ケンジ 三好　亜希子 ミヨシ　アキコ

水谷　仁 ミズタニ　ヒトシ 三好　寛二 ミヨシ　ヒロツグ

水沼　大 ミズヌマ　マサル 三好　ふたば ミヨシ　フタバ

水野　圭一郎 ミズノ　ケイイチロウ 三輪　明子 ミワ　アキコ

水野　幸一 ミズノ　コウイチ 三輪　立夫 ミワ　タツオ

水野　樹 ミズノ　ジュ

水野　祥子 ミズノ　ショウコ

水野　光規 ミズノ　ミツノリ

水野　祐介 ミズノ　ユウスケ

溝田　敏幸 ミゾタ　トシユキ

御園生　与志 ミソノオ　ヨシ

三田　建一郎 ミタ　ケンイチロウ

箕田　直治 ミタ　ナオジ

三田　範勝 ミタ　ノリカツ

道野　朋洋 ミチノ　トモヒロ

光田　将憲 ミツダ　マサノリ

光成　誉明 ミツナリ　ヒロアキ

三溝　慎次 ミツミゾ　シンジ

三世　敏彦 ミツヨ　トシヒコ

水戸野　裕之 ミトノ　ヒロユキ

南　悦子 ミナミ　エツコ

南　公人 ミナミ　キミト

南　雅美 ミナミ　マサミ

南澤　聡 ミナミサワ　サトシ

美濃口　和洋 ミノグチ　カズヒロ

箕西　利之 ミノニシ　トシユキ

水原　敬洋 ミハラ　タカヒロ

三原　亨 ミハラ　トオル

三原　良介 ミハラ　リョウスケ

美馬　裕之 ミマ　ヒロユキ

三村　大悟 ミムラ　ダイゴ

三村　文昭 ミムラ　フミアキ

御室　総一郎 ミムロ　ソウイチロウ

宮川　貴圭 ミヤガワ　ヨシカド

三宅　久美子 ミヤケ　クミコ

三宅　隆一郎 ミヤケ　リュウイチロウ

宮崎　敦 ミヤザキ　アツシ

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
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向江　美智子 ムカエ　ミチコ

武川　理恵 ムカワ　リエ

虫本　新恵 ムシモト　シンエ

牟田　寿美 ムタ　ヒサミ

武藤　官大 ムトウ　カンダイ

武藤　典子 ムトウ　ノリコ

村上　幸太郎 ムラカミ　コウタロウ

村上　真一 ムラカミ　シンイチ

村上　隆文 ムラカミ　タカフミ

村上　法子 ムラカミ　ノリコ

村上　史高 ムラカミ　フミタカ

村上　衛 ムラカミ　マモル

村川　和重 ムラカワ　カズシゲ

村瀬　玲子 ムラセ　レイコ

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

村谷　忠利 ムラタニ　タダトシ

村山　裕美 ムラヤマ　ヒロミ

室内　健志 ムロウチ　タケシ

室屋　充明 ムロヤ　ミツアキ
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持田　晋輔 モチダ　シンスケ

持田　崇 モチダ　タカシ

望月　憲招 モチヅキ　ノリアキ

望月　則孝 モチヅキ　ノリタカ

本岡　明浩 モトオカ　アキヒロ

元木　敦子 モトキ　アツコ

本山　正岩 モトヤマ　マサイワ

本山　泰士 モトヤマ　ヤスシ

森　亜希 モリ　アキ

森　梓 モリ　アズサ

森　かおり モリ　カオリ

森　研也 モリ　ケンヤ

森　浩一 モリ　コウイチ

森　信一郎 モリ　シンイチロウ

森　敏洋 モリ　トシヒロ

森　知久 モリ　トモヒサ

盛　直博 モリ　ナオヒロ

森　麻衣子 モリ　マイコ

守　真輝 モリ　マサキ

森　正信 モリ　マサノブ

森　友紀子 モリ　ユキコ

森　芳映 モリ　ヨシテル

森川　真吾 モリカワ　シンゴ

森島　徹朗 モリシマ　テツロウ

森田　さおり モリタ　サオリ

森田　麻己 モリタ　マキ

森田　正人 モリタ　マサト

森田　美則 モリタ　ミノリ

森田　美由紀 モリタ　ミユキ

森田　慶久 モリタ　ヨシヒサ

森永　俊彦 モリナガ　トシヒコ

盛永　直樹 モリナガ　ナオキ

森野　良蔵 モリノ　リョウゾウ

森松　博史 モリマツ　ヒロシ

森本　賢治 モリモト　ケンジ

森本　直樹 モリモト　ナオキ

森本　康裕 モリモト　ヤスヒロ

森山　潔 モリヤマ　キヨシ

森山　久美 モリヤマ　クミ

森山　孝宏 モリヤマ　タカヒロ

森山　直樹 モリヤマ　ナオキ

諸橋　徹 モロハシ　トオル
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や 121 山﨑　隆史 ヤマサキ　タカシ

八木　知佐子 ヤギ　チサコ 山崎　一 ヤマザキ　ハジメ

八木原　正浩 ヤギハラ　マサヒロ 山崎　治幸 ヤマザキ　ハルユキ

矢口　裕一 ヤグチ　ユウイチ 山崎　広之 ヤマサキ　ヒロユキ

矢崎　誠治 ヤザキ　セイジ 山崎　史幹 ヤマサキ　フミモト

矢崎　泰司 ヤザキ　タイジ 山﨑　正記 ヤマサキ　マサキ

安井　豊 ヤスイ　ユタカ 山崎　康夫 ヤマザキ　ヤスオ

安氏　正和 ヤスウジ　マサカズ 山崎　豊 ヤマザキ　ユタカ

安川　毅 ヤスカワ　タケシ 山下　明子 ヤマシタ　アキコ

安田　篤史 ヤスダ　アツシ 山下　哲秀 ヤマシタ　アキヒデ

安田　智嗣 ヤスダ　トモツグ 山下　敦生 ヤマシタ　アツオ

安田　信彦 ヤスダ　ノブヒコ 山下　和範 ヤマシタ　カズノリ

安永　秀一 ヤスナガ　シュウイチ 山下　健次 ヤマシタ　ケンジ

安村　里絵 ヤスムラ　リエ 山下　淳 ヤマシタ　ジュン

安本　寛章 ヤスモト　ヒロアキ 山下　智充 ヤマシタ　トモミツ

矢田部　智昭 ヤタベ　トモアキ 山下　奈奈 ヤマシタ　ナナ

八塚　秀彦 ヤツヅカ　ヒデヒコ 山科　元範 ヤマシナ　モトノリ

柳川　慎平 ヤナガワ　シンペイ 山瀬　裕美 ヤマセ　ヒロミ

栁　大介 ヤナギ　ダイスケ 山田　新 ヤマダ　アラタ

柳　由紀 ヤナギ　ユキ 山田　佳奈 ヤマダ　カナ

柳澤　晃広 ヤナギサワ　アキヒロ 山田　圭輔 ヤマダ　ケイスケ

柳澤　綾子 ヤナギサワ　アヤコ 山田　茂行 ヤマダ　シゲユキ

柳田　翼 ヤナギタ　ヨク 山田　伸 ヤマダ　シン

簗瀬　賢 ヤナセ　ケン 山田　高成 ヤマダ　タカシゲ

矢鳴　智明 ヤナル　トモアキ 山田　富雄 ヤマダ　トミオ

矢野　隆郎 ヤノ　タカオ 山田　知嗣 ヤマダ　トモツグ

矢野　武志 ヤノ　タケシ 山田　直人 ヤマダ　ナオト

薮内　康博 ヤブウチ　ヤスヒロ 山田　均 ヤマダ　ヒトシ

薮田　浩一 ヤブタ　コウイチ 山田　宏和 ヤマダ　ヒロカズ

矢部　雅哉 ヤベ　マサヤ 山田　宏 ヤマダ　ヒロシ

山内　千世里 ヤマウチ　チヨリ 山田　真紀子 ヤマダ　マキコ

山内　浩揮 ヤマウチ　ヒロキ 山田　将紀 ヤマダ　マサキ

山岡　正和 ヤマオカ　マサカズ 山田　正名 ヤマダ　マサナ

山賀　昌治 ヤマガ　マサハル 山田　美紀 ヤマダ　ミキ

山縣　克之 ヤマガタ　カツユキ 山田　洋平 ヤマダ　ヨウヘイ

山上　有紀 ヤマガミ　ユキ 山田　理恵子 ヤマダ　リエコ

山川　健太郎 ヤマカワ　ケンタロウ 山名　健 ヤマナ　ケン

山川　真由美 ヤマカワ　マユミ 山中　明美 ヤマナカ　アケミ

山川　美樹子 ヤマカワ　ミキコ 山長　修 ヤマナガ　オサム

山木　良一 ヤマキ　リョウイチ 山中　秀則 ヤマナカ　ヒデノリ

山口　綾子 ヤマグチ　アヤコ 山梨　義高 ヤマナシ　ヨシタカ

山口　和将 ヤマグチ　カズマサ 山根　毅郎 ヤマネ　タケロウ

山口　敬介 ヤマグチ　ケイスケ 山之井　智子 ヤマノイ　トモコ

山口　忍 ヤマグチ　シノブ 山間　義弘 ヤママ　ヨシヒロ

山口　慎也 ヤマグチ　シンヤ 山本　邦彦 ヤマモト　クニヒコ

山口　達郎 ヤマグチ　タツオ 山本　健 ヤマモト　ケン

山口　浩史 ヤマグチ　ヒロシ 山本　公三 ヤマモト　コウゾウ

山口　裕充 ヤマグチ　ヒロミツ 山本　俊介 ヤマモト　シュンスケ

山口　昌一 ヤマグチ　マサカズ 山本　純偉 ヤマモト　スミイ

山口　美知子 ヤマグチ　ミチコ 山本　剛史 ヤマモト　タカシ

山口　由紀 ヤマグチ　ユキ 山本　達郎 ヤマモト　タツオ

山口　由紀子 ヤマグチ　ユキコ 山本　智久 ヤマモト　トモヒサ

山口　嘉一 ヤマグチ　ヨシカズ 山本　知裕 ヤマモト　トモヒロ

山口　佳子 ヤマグチ　ヨシコ 山本　泰史 ヤマモト　ヒロシ

山﨑　悦子 ヤマザキ　エツコ 山本　博俊 ヤマモト　ヒロトシ

山崎　花衣 ヤマザキ　カイ 山本　牧子 ヤマモト　マキコ

山崎　恭子 ヤマサキ　キョウコ 山本　基佳 ヤマモト　モトヨシ

山崎　聡子 ヤマザキ　サトコ 山本　祐 ヤマモト　ユウ

山崎　諭 ヤマザキ　サトシ 山本　庸子 ヤマモト　ヨウコ



山本　理恵 ヤマモト　リエ

山本　里恵 ヤマモト　リエ

山家　陽児 ヤンベ　ヨウジ
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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

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

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
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余語　久則 ヨゴ　ヒサノリ

横井　信哉 ヨコイ　ノブヤ

横内　かつみ ヨコウチ　カツミ

横尾　倫子 ヨコオ　ノリコ

横川　直美 ヨコカワ　ナオミ

横島　弥栄子 ヨコシマ　ヤエコ

横瀬　真志 ヨコセ　マサシ

横田　茂 ヨコタ　シゲル

横塚　基 ヨコヅカ　モトイ

横野　諭 ヨコノ　サトシ

横山　和明 ヨコヤマ　カズアキ

横山　健 ヨコヤマ　タケシ

横山　徹 ヨコヤマ　トオル

横山　秀之 ヨコヤマ　ヒデユキ

横山　弥栄 ヨコヤマ　ヤエ

吉江　和佳 ヨシエ　カズカ

吉岡　清行 ヨシオカ　キヨユキ

吉岡　成知 ヨシオカ　マサトモ

吉岡　真実 ヨシオカ　マサミ

吉川　晶子 ヨシカワ　アキコ

吉川　博昭 ヨシカワ　ヒロアキ

義川　祐子 ヨシカワ　ユウコ

吉川　裕介 ヨシカワ　ユウスケ

吉田　明子 ヨシダ　アキコ

吉田　真一郎 ヨシダ　シンイチロウ

吉田　敬之 ヨシダ　タカユキ

吉田　仁 ヨシダ　ヒトシ

吉田　光剛 ヨシダ　ミツヨシ

吉鷹　志保 ヨシタカ　シホ

吉積　優子 ヨシヅミ　ユウコ

吉富　修 ヨシトミ　オサム

吉野　淳 ヨシノ　ジュン

吉見　誠一 ヨシミ　セイイチ

吉村　聖子 ヨシムラ　セイコ

吉村　文貴 ヨシムラ　ノリタカ

吉村　安広 ヨシムラ　ヤスヒロ

四維　東州 ヨツイ　トウシュウ

與那覇　哲 ヨナハ　テツ

米澤　貴理子 ヨネザワ　キリコ

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

萬　知子 ヨロズ　トモコ
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六角　由紀 ロッカク　ユキ
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若泉　謙太 ワカイズミ　ケンタ

若尾　政弘 ワカオ　マサヒロ

若崎　るみ枝 ワカサキ　ルミエ

若原　志保 ワカハラ　シホ

若松　拓彦 ワカマツ　タクヒコ

若松　正樹 ワカマツ　マサキ

脇坂　マリコ ワキサカ　マリコ

和久田　みゆき ワクタ　ミユキ

早稲田　祐子 ワセダ　ユウコ

和田　浩輔 ワダ　コウスケ

和田　弘樹 ワダ　ヒロキ

渡部　愛子 ワタナベ　アイコ

渡邊　愛沙 ワタナベ　アイサ

渡邊　朝香 ワタナベ　アサカ

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

渡辺　邦太郎 ワタナベ　クニタロウ

渡部　晃士 ワタナベ　コウジ

渡部　達範 ワタナベ　タツノリ

渡邊　千恵 ワタナベ　チエ

渡辺　倫子 ワタナベ　トモコ

渡部　直人 ワタナベ　ナオト

渡部　祐子 ワタナベ　ユウコ

渡邊　陽子 ワタナベ　ヨウコ

渡辺　洋子 ワタナベ　ヨウコ

綿引　奈苗 ワタビキ　ナナエ

渡部　亮 ワタベ　アキラ
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