
持田製薬株式会社

Ｃ．原稿執筆料等 【 年間の総額 417,058,404円  】

●講師謝金

【 年間の総額 （消費税、源泉税込み） 394,839,163円  】

支払先 （敬称略）

謝鶴岡　延熹 － － －

謝藤井　信吾 － － －

謝林　典雄 （株）運動器機能解剖学研究所 運動器機能解剖学研究所 代表取締役

謝髙野　浩史 Ｈ２㈲すみれ薬局 － －

謝俵谷　伸 ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター 消化器内科 医長

謝松井　俊彦 ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会能代厚生医療センター 産婦人科 診療部長

謝波多野　善明 ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会能代厚生医療センター 血液・腎臓内科リウマチ科 診療部長

謝中西　徹 ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院 循環器科 診療部長

謝牟田　智也 ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 整形外科 診療部長　

謝鬼頭　由紀子 ＪＡ静岡厚生連遠州病院 皮膚科 医長

謝中山　毅 ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院 産婦人科 診療部長

謝三上　浩 JA徳島厚生連　吉野川医療センター 整形外科 副院長

謝柴波　明男 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 薬剤部 薬局長

謝田邊　裕貴 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 消化器科 主任部長

謝関口　雅友 ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 糖尿病・内分泌内科 主任部長

謝田中　浩紀 ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 ＩＢＤセンター 主任部長

謝那須野　正尚 ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 ＩＢＤセンター 医長

謝本谷　聡 ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 － 副院長

謝佐藤　英嗣 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 皮膚科 主任部長

謝三本松　泰孝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 薬剤部 －

謝森脇　征史 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 産婦人科 部長

謝渡辺　浩明 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 薬剤部 薬剤部長

謝柳澤　秀之 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 消化器内科 主任部長

謝後藤　礼大 ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 整形外科 主任医長

謝岡本　真 ＪＲ東京総合病院 消化器内科 部長

謝神尾　聡 ＪＲ東京総合病院 メンタルヘルス・精神科 部長

謝浅川　雅子 ＪＲ東京総合病院 循環器内科 医長

謝朝長　章子 ＪＲ東京総合病院 メンタルヘルス・精神科 主任医長

謝木下　晃秀 ＪＲ東京総合病院 メンタルヘルス・精神科 医長

謝有田　英子 ＪＲ東京総合病院 麻酔科・痛みセンター －

謝吉田　雅至 ＮｉｃｏＮｉｃｏＭｅｎｔａｌＣｌｉｎｉｃ 精神科 院長

謝胡谷　和彦 ＮＴＴ西日本大阪病院 精神・神経・心療内科 部長

謝加藤　敏明 ＮＴＴ東日本関東病院 薬剤部 部長

謝角田　肇 ＮＴＴ東日本関東病院 産婦人科 部長

謝五十嵐　敦之 ＮＴＴ東日本関東病院 皮膚科 部長

謝松橋　信行 ＮＴＴ東日本関東病院 消化器内科 部長

謝井上　雅之 ＮＴＴ東日本札幌病院 整形外科 部長

謝関沢祐一 ＮＴＴ東日本札幌病院 薬剤科 薬剤部長

謝御村　光子 ＮＴＴ東日本札幌病院 ペインクリニック センター長

謝山中　郁仁 ＮＴＴ東日本札幌病院 産婦人科 医長

謝西川　鑑 ＮＴＴ東日本札幌病院 産婦人科 部長

謝寺西　貴英 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院 産婦人科 部長

謝相　正人 あいクリニック － 院長

謝青木　勲 アオキクリニック － 院長

謝坂ノ上　政綱 あおばこころのクリニック － 院長

謝中村　明文 あかりクリニック 心療内科（精神科） 院長

謝反田　克彦 あさなぎクリニック － 院長

謝村田　琢彦 あざみ野メンタルクリニック － 院長

謝平林　洋樹 あづみ野平林整形外科 － 院長

謝荒井　千春 あにも調剤薬局 － 薬局長

謝有井　研司 ありいクリニック 消化器内科 院長

謝齋藤　洋子 アルファクリニック － 院長

謝山家　典子 あをうめクリニック － 院長

謝五十嵐　環 いがらし整形外科スパインクリニック － 院長

謝生田　克夫 いくたウィメンズクリニック － 院長

謝石神　等 いしがみ整形外科クリニック － －

謝伊藤　守 いとうまもる診療所 － 院長

謝井上　拓也 いのうえ消化器内科クリニック － 院長

謝井上　毅 いのうえ整形外科 － 院長

謝井上　智雄 いのうえ整形外科クリニック － 院長

謝稲生　由紀子 イノウユキコ婦人クリニック － 院長

謝岩崎　弘一 いやしのメンタルクリニック誉田 － 院長

謝高橋　成一 いわき市立総合磐城共立病院 消化器内科 主任部長

謝相澤　利武 いわき市立総合磐城共立病院 整形外科 副院長

謝本多　つよし いわき市立総合磐城共立病院 産婦人科 主任部長

謝岩崎　哲也 いわさき整形外科クリニック － 院長

謝岩名　大樹 いわな整形外科 － 院長

謝岩井　理香 ウィート女性クリニック北千住 － 院長

謝上村　茂仁 ウイメンズクリニック・かみむら － 院長

謝林　直樹 ウィメンズクリニックふじみ野 － －

謝上野　修市 うえのクリニック － 院長

謝松﨑　圭 うえまつ整形外科・リハビリテーション科クリニック － 院長

謝内田　貴久 うちだ痛みのクリニック － 院長

謝浦勇　武志 うらいさみ整形外科 － 院長

謝田中　宏史 ウルトラメンタルクリニック － 院長

謝宿田　孝弘 エナ大通クリニック 産婦人科 院長

謝前田 恵子 エヌズ薬局伊丹野間店 － －

謝木村　新 おうみのくにクリニック － 院長

謝大熊　哲汪 オオクマ薬局 － 代表取締役

謝古田　賢司 おおつ内科クリニック － 院長

謝大歳　憲一 おおとし消化器科整形外科 － 副院長

謝加藤　紀彦 おおとみリウマチ整形外科 整形外科 院長

謝大野　博史 おおの整形外科・リウマチ科 － 院長

謝大村　具子 おおむら内科クリニック － 院長

謝大本　裕之 おおもとウィメンズクリニック － 院長

謝岡田　克夫 おかだ内科 － 院長

謝小野　博行 おのクリニック － 院長

謝小花　光夫 おばな内科クリニック － 院長

謝小原　邦彦 おばら消化器・肛門クリニック － 院長

謝松井　弦一郎 おまえざき痛みのクリニック － 院長

謝子安　信寛 かえでクリニック － 院長

謝葛西　伸彦 かさい糖尿病内科クリニック － 院長

謝久保田　啓子 かぬき岩端医院 － 生殖医療相談士

謝栢原　尚之 かやはらクリニック － 院長

2017年度 （2017年4月1日～2018年3月31日）



謝河原　聖之 かわはらメンタルクリニック － －

謝河村　英徳 カワムラ整形外科 － 院長

謝垣花　和彦 がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科 医長

謝小泉　浩一 がん・感染症センター都立駒込病院 消化器内科 部長

謝杉田　守礼 がん・感染症センター都立駒込病院 整形外科 医長

謝菅野　裕幸 かんのリズムハートクリニック － 院長

謝北田　学利 きただクリニック。 － 院長

謝橘川　清人 きっかわクリニック － 院長

謝宇田川　秀雄 キッコーマン㈱キッコーマン総合病院 産婦人科 センター長

謝三上　繁 キッコーマン㈱キッコーマン総合病院 内科 院長代理

謝田中　利和 キッコーマン㈱キッコーマン総合病院 整形外科 副院長

謝木下　智裕 きのしたメンタルクリニック － 院長

謝木村　智政 きむらクリニック － 院長

謝釘抜　利明 くぎぬき医院 精神科 院長

謝久志本　忠彦 くしもと整形外科 － 院長

謝久保　隆彦 くぼ整形外科クリニック － 院長

謝和田　勲 クリニック八橋和田内科 － 院長

謝平林　宏之 けやき台整形外科クリニック － －

謝洪　芳樹 こう内科循環器科クリニック － 院長

謝永松　青久 こころのクリニック永松心療内科 － 院長

謝細田　眞司 こころの診療所細田クリニック － 院長

謝圓口　博史 コスモス通り心身医療クリニック － 院長

謝小椋　廣次 こむく整形外科 整形外科 院長

謝大熊　一成 さいたま市立病院 整形外科 部長

謝齋藤　公平 さいとう整形外科 － 院長

謝酒井　雅人 さかいペインクリニック 麻酔科 院長

謝阪上　学 さかうえクリニック － 院長

謝大下　孝史 さくらウィメンズクリニック － －

謝篠崎　克也 さくらクリニック益田 － 院長

謝目　昭仁 さっか整形外科クリニック － 院長

謝山田　恵二郎 さっぽろ脊椎外科クリニック － 院長

謝佐藤　和宏 さとう整形外科クリニック － 院長

謝澤井　仁郎 さわい内科循環器科クリニック － 院長

謝清水　直樹 しみず扇町クリニック － 院長

謝生野　宏和 しょうのメンタルクリニック － 院長

謝庄野　和 しょうの整形外科クリニック 整形外科 院長

謝鈴木　正人 すずき整形外科 整形外科 院長

謝古屋　雅登 ストレスケアふるや心療クリニック － 院長

謝義村　勝 ストレスケア義村クリニック － 院長

謝小川　俊一 すばる子どもクリニック － 院長

謝韋　晴明 セイメイ内科 － 院長

謝山口　貴史 セントマザー産婦人科医院 － －

謝田中　温 セントマザー産婦人科医院 － 院長

謝千福　貞博 センプククリニック － 院長

謝髙木　健太郎 たかぎ整形外科・皮フ科 － 院長

謝高橋　輝道 たかはしメンタルクリニック － 院長

謝高橋　知章 たかはし心のクリニック － 院長

謝杉下　英樹 たかはま整形リウマチクリニック － 院長

謝髙宮　静男 たかみやこころのクリニック － 院長

謝田口　隆司 たぐちクリニック － 院長

謝田口　学 たぐち整形外科クリニック － 院長

謝竹花　務 たけはな整形外科クリニック － 院長

謝田中　禎 ただしメンタルクリニック － 院長

謝谷　宗英 たにメンタルクリニック － 院長

謝松川　雅也 ちとせ台内科クリニック － 院長

謝髙栁　建志 ちばグリーン整形外科 － 院長

謝塚本　理一郎 つかもと整形外科醫院 － 院長

謝千葉　裕樹 つがる西北五広域連合つがる総合病院 消化器・血液・膠原病内科 科長

謝寺島　康 つくばメンタルクリニック － 院長

謝川嶋　浩一郎 つちうら東口クリニック － 院長

謝土屋　原 つちやクリニック － 院長

謝土屋　昭義 つちや整形外科 － 院長

謝関口　悦子 つつじケ丘メンタルクリニック － －

謝菱沼　拓児 つつじケ丘メンタルクリニック － 院長

謝鄭　明和 てい整形外科クリニック － 院長

史　賢林 てんじん整形外科リウマチ科 － －

藤内　栄太 ときわ台メンタルクリニック － －

戸田　淑子 としこレディースクリニック － 院長

謝豊澤　賢明 とよさわクリニック － 院長

謝竹田　健彦 トヨタ記念病院 統合診療科 －

謝鈴木　直之 なお消化器内科クリニック － 院長

謝中田　恵 なかた・みずのやレディースクリニック － 院長

謝永松　栄治 ながまつこころのクリニック － 院長

謝中村　哲生 なかむらレディースクリニック － 院長

謝吉藤　諭 なかもずこころのクリニック 精神科 院長

謝河田　由美子 なかもず河田クリニック 婦人科 副院長

謝西川　真史 にしかわ整形外科・手の外科クリニック － 院長

謝仁田　史人 にった整形外科クリニック 整形外科 院長

謝根木　陽一郎 ねぎ整形外科・リウマチクリニック 整形外科 院長

謝野本　茂 のもと内科・小児科 － 院長

謝伊室　伸哉 バークレーいむろ心のクリニック － 院長

謝佐治　雅彦 ハートケア銀河クリニック － 院長

謝安田　哲二郎 はかたペインクリニック外科・麻酔科 － 院長

謝長谷　浩吉 はせペインクリニック ペインクリニック整形外科 院長

謝長谷川　伸一 はせ整形外科せぼねクリニック － 院長

謝藤岡　淳子 はたけやまクリニック － 院長

謝平井　規之 はだの南レディスクリニック － 院長

謝秦　伸之 はた心のクリニック 心療内科 院長

謝小倉　和也 はちのへファミリークリニック － 院長

謝豊田　英樹 ハッピー胃腸クリニック － 院長

謝小山田　裕一 パナソニック健康保険組合松下記念病院 消化器内科 副院長

謝堀田　祐馬 パナソニック健康保険組合松下記念病院 消化器内科 医長

謝濱宇津　吉隆 はまうづクリニック － 院長

謝速水　正 はやみ整形外科クリニック － 院長

謝日向野　春總 ヒガノクリニック － 院長

謝髙橋　さなみ ひぎりやま皮ふ科 － 院長

謝土方　康三 ひじかた整形外科 － 院長

謝檜髙　育宏 ひだかペインクリニック － 院長

謝松本　卓也 ひだまりメンタルクリニック － 院長

謝黒木　まどか ひなたメンタルクリニック － 院長

謝廣嶋　芳城 ひろしまクリニック － 院長

謝細澤　仁 フェルマータ・メンタルクリニック － 院長



謝福永　貴子 ふくクリニック － 院長

謝福田　明伸 ふくだ整形外科リウマチ科 － 院長

謝藤井　基嗣 ふじい消化器内科・内視鏡クリニック 消化器内科 院長

謝藤井　信人 ふじい整形外科 － 院長

謝坂東　紀子 ぽかぽかこころクリニック － 院長

謝那須　祐子 マーノ訪問看護ステーション － －

謝田中　光臣 マイクリニックたなか － 院長

謝蒔田　道司 まきたメンタルクリニック － 院長

謝牧野　佳朗 まきの整形外科医院 － 院長

謝宇賀治　真紀 まきレディースクリニック 婦人科・内科 院長

謝能見　義夫 まごころ内科整形外科クリニック － 院長

謝菊川　和彦 マツダ㈱マツダ病院 整形外科 部長

謝月坂　和宏 マツダ㈱マツダ病院 整形外科 主任部長

謝丸橋　和子 まるはし女性応援クリニック － 院長

謝長崎　文江 みえばしクリニック － 院長

謝光宮　義博 みつみや大腸肛門クリニック 大腸肛門科 院長

謝木村　裕幸 みなみ野レディースクリニック － 院長

謝高橋　啓伍 ミネ医薬品㈱ミネ薬局永山駅前タワー店 － 薬局長

謝味村　俊郎 みむら脳神経外科 － 院長

謝下瀬川　徹 みやぎ県南中核病院企業団 － 企業長

謝井上　寛一 みやぎ県南中核病院附属訪問看護ステーション － －

謝熊谷　英子 むらた日帰り外科手術・ＷＯＣクリニック なし 統括看護部長

謝望月　善子 もちづき女性クリニック － 院長

謝安井　直 やすい内科 － 院長

謝安田　究 やすだメンタルクリニック 精神科 院長

謝柳　昌幸 やなぎ内科クリニック － 院長

謝山下　雄幸 やましたクリニック － 院長

謝鳥居　伸行 やまのべ整形外科 － 院長

謝山本　哲章 やまもとクリニック － －

謝山本　博一 やまもと心療内科 精神科 院長

謝齋藤　由美子 ゆみこ内科クリニック － 院長

謝横内　敏郎 よこうちクリニック － 院長

謝横山　正 よこやまＩＢＤクリニック － 院長

謝吉川　朝昭 よしかわ整形クリニック － 院長

謝好永　順二 よしなが神経内科クリニック － 院長

謝吉野　一枝 よしの女性診療所 － 院長

謝吉野　琢哉 よしの内科クリニック － 院長

謝依光　あゆみ よりみつレディースクリニック － 院長

謝岡本　香奈 レディースメンタルクリニック・カナリア － 院長

謝渡邉　賢治 わたなべ糖内科クリニック － 院長

謝蕨　謙吾 わらび内科・ペインクリニック 内科・麻酔科 副院長

謝山本　一仁 愛知県がんセンター中央病院 血液・細胞療法部 医長

謝前田　章光 愛知県がんセンター中央病院 薬剤部 主任

謝吉田　昌弘 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院 消化器内科 副院長

謝松澤　克治 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 産婦人科 副院長

謝田中　耐地 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 第一精神科 医長

謝金村　徳相 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 整形外科 副院長

謝中島　宏彰 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 整形外科 部長

謝高橋　佳嗣 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院 内科 副院長

謝越智　博 愛媛県立中央病院 総合周産期母子医療センター センター長

謝松岡　宏 愛媛県立中央病院 総合診療科 医局長

謝森　健一郎 愛媛県立中央病院 消化器内科 部長

謝田中　寛希 愛媛県立中央病院 産婦人科 医長

謝二宮　朋之 愛媛県立中央病院 消化器病センター センター長

謝佐藤　広文 旭川レディースクリニック － 院長

謝柳本　富士雄 芦屋やなもとペインクリニック － 院長

謝伊藤　聖衛 安永内科ペインクリニック － 院長

謝三木　誓雄 伊賀市立上野総合市民病院 外科 院長

謝松本　衛 伊勢リウマチハンドクリニック － 院長

謝小林　亮一 伊勢崎市民病院 整形外科 医長

謝増尾　貴成 伊勢崎市民病院 内科 診療部長

謝六川　俊一 伊勢崎市民病院 産婦人科 主任診療部長

謝齋藤　水絵 伊勢崎市民病院 － －

謝伊藤　文一 伊藤ファミリークリニック － 院長

謝伊藤　貴夫 伊藤整形外科内科クリニック － 院長

謝堀内　朗 伊南行政組合昭和伊南総合病院 消化器病センター センター長

謝秦　祥彦 医療彩翔会しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック － 院長

謝高橋　美香子 医療生活協同組合やまがた鶴岡協立病院 内科学（一般内科） 副院長

謝鶯塚　明能 医療生協さいたま熊谷生協病院 脳神経外科 －

謝遠藤　大輔 医療生協さいたま生活協同組合埼玉協同病院 整形外科 －

謝市川　清美 医療生協さいたま生活協同組合埼玉協同病院 産婦人科 副院長

謝增田　剛 医療生協さいたま生活協同組合埼玉協同病院 消化器内科 院長

謝磯部　潮 医療法人ＡｖｅｃＶｏｕｓいそべクリニック － 院長

謝鳥井　勝義 医療法人ＡｖｅｃＶｏｕｓいそべクリニック － －

謝千田　治道 医療法人ＣＣＲせんだメディカルクリニック 整形外科 理事長

謝渡部　衣美 医療法人Ｅｐｓｙｌｏｎつくば心療内科クリニック － －

謝中野　司朗 医療法人ＧｒｅｅｎＷａｋｅ中野司朗レディースクリニック 婦人科 院長

謝松原　健 医療法人ＩＫＥＤＡいけだ整形外科リウマチクリニック － 院長

謝石田　浩徳 医療法人ＩＭＣいしだ内科 － 院長

謝二宮　英彦 医療法人Ｍ＆Ｋ中央通クリニック － 院長

謝島村　崇 医療法人ＭＯＰＣ水戸整形外科クリニック 整形外科 院長

謝重信　浩一 医療法人ＳＯＲＲしげのぶ整形外科リウマチ・リハビリクリニック － 院長

謝佐々木　祐肇 医療法人あいびー佐々木整形外科麻酔科クリニック － 副院長

謝吉野　一弘 医療法人あき整形外科リハビリテーションクリニック － 副院長

謝松本　彰男 医療法人あき整形外科リハビリテーションクリニック － 院長

謝井関　明生 医療法人あさがお会保岡クリニック論田病院 麻酔科 －

謝保岡　宏彰 医療法人あさがお会保岡クリニック論田病院 麻酔科 院長

謝朝子　晃憲 医療法人アサコクリニックアサコ整形外科・リウマチクリニック － 院長

謝水馬　裕子 医療法人あさだ会浅田病院 － －

謝家﨑　桂吾 医療法人あすなろ会家崎医院内科・胃腸内科 － 院長

謝森　一人 医療法人あすなろ岩倉メンタルクリニック － 副院長

謝大澤　誠 医療法人あづま会大井戸診療所 － 院長

謝植谷　岳郎 医療法人アレックス上田整形外科クリニック － 院長

謝石井　宏忠 医療法人いしい整形外科 － 院長

謝岡田　成弘 医療法人いちえ会洲本伊月病院 整形外科 部長

謝鬼頭　有代 医療法人いちえ有希クリニック － 院長

謝稲葉　隆 医療法人いなば整形外科 － 院長

謝江﨑　正浩 医療法人いるか会河合外科・整形外科 － 院長

謝岩佐　弘一 医療法人イワサクリニック 産婦人科 院長

謝井　益雄 医療法人い内科クリニック － 院長

謝植木　健 医療法人うえき心療内科クリニック 心療内科 院長

謝藤戸　恒生 医療法人ウエル川口ハートクリニック内科 － 院長



謝中山　政美 医療法人うぶごえ会ティアラ２１女性クリニック － 院長

謝屋良　貴宏 医療法人オアシス福岡志恩病院 － －

謝大内　健 医療法人おおうち消化器内科クリニック － 院長

謝奥寺　良之 医療法人おくでら整形外科クリニック － 院長

謝尾下　佳史 医療法人おした整形外科医院 － 院長

謝小野﨑　晃 医療法人おのざき整形外科 整形外科 院長

謝小畑　英慎 医療法人おばたレディースクリニック － 院長

謝海生　英二郎 医療法人かいせいクリニック － 院長

謝奥田　晃章 医療法人かがやき会奥田整形外科皮膚科医院 整形外科 院長

謝梶川　智正 医療法人かじかわ整形外科 整形外科 院長

謝加藤　武史 医療法人かとう整形外科 － 院長

謝川元　健二 医療法人かわもと胃腸内科クリニック － 院長

謝菅家　一成 医療法人かんけ胃腸クリニック － 院長

謝木原　洋介 医療法人きはら整形外科 － 院長

謝領木　良浩 医療法人くすのき会新門整形外科 整形外科 院長

謝久保田　昌信 医療法人くぼた整形外科 整形外科 院長

謝井岡　亜希子 医療法人ケイズ会茶屋町レディースクリニック － －

謝奥　久人 医療法人ケイズ会茶屋町レディースクリニック － 院長

謝嶋﨑　直哉 医療法人ここの実会嶋崎病院 整形外科 院長

謝内藤　泰宏 医療法人こころ内藤メンタルクリニック － 院長

謝東條　淳 医療法人こすもす会コスモス皮膚科・内科クリニック － 院長

謝岩永　成晃 医療法人コラソン岩永レディスクリニック － 院長

謝相良　昌秀 医療法人さがら内科クリニック 内科・消化器科 院長

謝下出　道弘 医療法人しもでメンタルクリニック － 院長

謝中根　康博 医療法人スミヤ角谷整形外科病院 整形外科 部長

謝宇津宮　隆史 医療法人セント・ルカ産婦人科 － 院長

謝髙須　宣行 医療法人たかすリウマチ・整形外科クリニック － 院長

謝髙橋　理枝 医療法人たかはしクリニック － 院長

謝髙橋　充彦 医療法人たかはし内科・眼科クリニック － －

謝竹葉　智至 医療法人たけは内科医院 － 院長

謝多田　智裕 医療法人ただともひろ胃腸科肛門科 － 院長

謝谷村　洋平 医療法人タニムラ医院 － 院長

謝大嶺　啓 医療法人タピック沖縄リハビリテーションセンター病院 整形外科 部長

謝辻　宏明 医療法人つじ・クリニック － 院長

謝熊田　貴之 医療法人ディープインテンション日吉病院 精神科 理事長

謝川井　紘一 医療法人テーデーシーつくば糖尿病センター川井クリニック － －

謝堀江　真澄 医療法人てつのまち整形外科クリニック － 院長

謝豊田　耕一郎 医療法人とよた整形外科クリニック － 院長

謝中田　博也 医療法人なかた消化器・内科クリニック 消化器・内科 院長

謝西田　純子 医療法人にしだＪクリニック － 院長

謝福田　裕恭 医療法人ハートフルあまのクリニック － 院長

謝金田　国一 医療法人はぁとふる運動器ケアしまだ病院 整形外科 部長

謝富原　朋弘 医療法人はぁとふる運動器ケアしまだ病院 整形外科 部長

謝挟間　直巳 医療法人はさまクリニック － 院長

謝内海　兆郎 医療法人ハンス宮内総合クリニック － 院長

謝中島　紀綱 医療法人ハンズ高知フレッククリニック 整形外科 院長

謝清水　隆 医療法人ひなぎく会こんどうクリニック － 院長

謝竹内　敏行 医療法人ひまわりならい心療内科 － 院長

謝中西　伸介 医療法人ひまわりならい心療内科 － －

謝段野　哲也 医療法人ひまわり岡崎駅はるさきクリニック － 院長

謝藤田　佳宏 医療法人ふじたクリニック 精神科 院長

謝船橋　直樹 医療法人ふなはし内科クリニック － 院長

謝熊谷　幸治郎 医療法人ペイン池下クリニック － 院長

謝古市　晋 医療法人ほたるいか横浜青葉脳神経外科クリニック － 院長

謝増田　博 医療法人ますだ整形外科クリニック 整形外科 院長

謝溝口　直樹 医療法人みぞくち医院 － 院長

謝栗山　洋 医療法人みなとみらい金沢内科クリニック － －

謝権　成鉉 医療法人ミネルヴァクリニックソフィア － 院長

謝渡邉　英生 医療法人ミネルワ会渡辺病院 外科 院長

謝武藤　弘幸 医療法人むとう整形外科クリニック － 院長

謝村野　実之 医療法人むらのクリニック － 院長

謝田畑　愛 医療法人メディカル・プロフォーシーズンズレディースクリニック － 院長

謝横山　如人 医療法人メディカルメンタルケア横山・渡辺クリニック － 院長

謝北城　武司 医療法人ももやま会北城整形外科 － 院長

謝森信　幹彦 医療法人もりのぶ整形外科 － 院長

謝山上　純 医療法人やまがみ内科やまがみ内科医院 － 院長

謝新屋敷　康 医療法人ゆうあい会しんやしき産婦人科 － 院長

謝堀口　勇 医療法人ゆうし会熊谷ペインクリニック － 院長

謝鈴木　衣穂子 医療法人ライブフォレスト札幌こころの森クリニック － 院長

謝田邉　英紀 医療法人ラポール会田辺脳神経外科病院 脳神経外科 院長

謝川田　順子 医療法人レーニエ川田じゅんこクリニック － 院長

謝岩切　龍一 医療法人ロコメディカル江口病院 － －

謝水木　次郎 医療法人わざおき会久保みずきレディースクリニック明石診療所 － 院長

謝渡邊　治彦 医療法人わたなべ整形外科 － 院長

謝森田　武伯 医療法人愛恵会佐世保愛恵病院 精神科 院長

謝山本　智章 医療法人愛広会新潟リハビリテーション病院 整形外科 院長

謝熊本　光孝 医療法人愛晋会中江病院 内科 副院長

謝中江　聡 医療法人愛晋会中江病院 整形外科 院長

謝今井　恒志郎 医療法人愛仁会亀田第一病院 整形外科 部長

謝六本木　哲 医療法人愛仁会太田総合病院 整形外科 副院長

謝浦野　隆 医療法人愛精会あいせい紀年病院 － 外来医長

謝太田　章比古 医療法人愛知会肛門科胃腸科家田病院 肛門科 副院長

謝吹田　恭子 医療法人愛命会泉原病院 精神科 －

謝粟野　菊雄 医療法人愛和会あわの診療所 － 所長

謝霧生　孝司 医療法人旭良会あさひクリニック － 院長

謝竹内　秀隆 医療法人芦高会西知多こころのクリニック － 院長

謝沼田　真一 医療法人綾の会川崎沼田クリニック － 院長

謝伊東　幸彦 医療法人伊東内科クリニック － 院長

謝伊藤　進一 医療法人伊藤産婦人科医院 － 院長

謝福知　工 医療法人医誠会医誠会病院 消化器内科 主任部長

謝村山　岳 医療法人医和基会牧山中央病院 整形外科 関節外科部長

謝倉形　秀則 医療法人井上胃腸内科クリニック － －

謝井上　道夫 医療法人井上整形外科 － 院長

謝三輪　佳行 医療法人育寿会ＭＩＷＡ内科・胃腸科ＣＬＩＮＩＣ － 院長

謝足立　賢治 医療法人育和会育和会記念病院 消化器内科 部長

謝荒武　郁朗 医療法人郁青会荒武整形外科クリニック － 院長

謝西尾　謙吾 医療法人一寿会西尾病院 整形外科 理事長

謝池下　克実 医療法人一尚会いちメンタルクリニック日本橋 － 院長

謝錦織　直人 医療法人一路会錦織病院 外科 院長

謝永田　利彦 医療法人壱燈会なんば・ながたメンタルクリニック － 院長

謝山本　修 医療法人宇品メンタルクリニック － 院長

謝白石　龍哉 医療法人英惠会白石整形外科 － 院長



謝田中　康志 医療法人悦康会たなかクリニック － 院長

謝白木　淳子 医療法人円山公園メンタルクリニック 精神科 院長

謝佐藤　正岳 医療法人横浜柏堤会戸塚共立第２病院 循環器内科 部長

謝奥田　敏徳 医療法人王子総合病院 消化器内科 主任科長

謝岩﨑　弘晃 医療法人王子総合病院 薬剤科 －

謝泉　克明 医療法人王子総合病院 薬剤科 －

謝南　伸弥 医療法人王子総合病院 消化器内科 主任科長

謝野村　英司 医療法人王子総合病院 産婦人科 主任科長

謝鈴木　克憲 医療法人王子総合病院 整形外科 主任科長

謝佐々木　亜希子 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 消化器病センター 医長

謝仲鉢　英夫 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 薬剤部 部長

謝木幡　豊 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 産婦人科 部長

謝長島　裕樹 医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 薬剤部 －

謝岡崎　英隆 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 循環器内科 －

謝北原　功雄 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 脳神経外科 副院長

謝下形　光彦 医療法人下形整形外科クリニック － 院長

謝加藤　祥人 医療法人加藤レディスクリニック － 院長

謝嘉本　慎也 医療法人嘉本整形外科 － 院長

謝塚原　靖二 医療法人霞水会土浦厚生病院 精神科 院長

謝松下　至誠 医療法人貝塚病院 － 部長

謝與座　格 医療法人格仁会整形外科よざクリニック － 院長

謝渡邉　博幸 医療法人学而会木村病院 － 院長

謝樫本　秀好 医療法人樫本会樫本病院 整形外科 院長

謝寺西　正 医療法人歓生会豊岡中央病院 整形外科 部長

謝猪川　輪哉 医療法人歓生会豊岡中央病院 整形外科 部長

謝池邉　晴美 医療法人緩和会ペインクリニック内科いけべ医院 － 院長

謝新堀　博展 医療法人緩和会緩和会横浜クリニック － －

謝安藤　寿章 医療法人関越中央病院 循環器科 副院長

謝岩崎　良二 医療法人岩崎内科診療所 内科 理事長

謝岩﨑　敏展 医療法人岩﨑整形外科クリニック － 院長

謝牧野　晋哉 医療法人紀泉会牧野リウマチ整形外科クリニック － 院長

謝別府　謙一 医療法人輝曜会別府レディースクリニック 心療内科・婦人科 院長

謝鬼頭　満 医療法人鬼頭会鬼頭整形外科スポーツクリニック － 院長

謝菊野　竜一郎 医療法人菊野会菊野病院 整形外科 院長

謝海江田　光裕 医療法人吉野会はやと整形外科 － 理事長

謝高塚　正樹 医療法人橘会東住吉森本病院 消化器内科 －

謝内藤　雄一 医療法人橘泉会内藤医院 － 院長

謝田村　康樹 医療法人久幸会今村記念クリニック 整形外科 院長

謝宮下　直之 医療法人宮下整形外科・内科 － 院長

謝宮西　照夫 医療法人宮本会紀の川病院 精神科 副院長

謝宮本　起世子 医療法人宮本会紀の川病院 精神科 院長

謝橋本　忠浩 医療法人宮本会紀の川病院 精神科 医局長

謝宮本　典亮 医療法人宮本病院 精神科 院長

謝渡部　英敏 医療法人京回生会わたなべ整形外科 － 院長

謝福田　能啓 医療法人協和会第二協立病院 内科 院長

謝橋本　晋平 医療法人橋本整形外科クリニック － 院長

謝松本　英裕 医療法人暁星会三財病院 整形外科 副院長

謝玉石　好彦 医療法人玉石産婦人科 － 院長

謝重見　高子 医療法人錦会上曽根病院 看護部 看護部長

謝伊藤　裕章 医療法人錦秀会インフュージョン（点滴）クリニック － 院長

謝佐伯　滿男 医療法人九谷医院 神経内科 院長

謝今野　慎 医療法人熊谷総合病院 整形外科 副院長

謝西山　秀木 医療法人熊谷総合病院 － －

謝星　忠行 医療法人薫光会小松整形外科医院 － 副院長

謝中島　宏 医療法人薫光会小松整形外科医院 － 院長

謝岩城　啓好 医療法人啓信会中之島いわき病院 整形外科 院長

謝伴　龍生 医療法人啓仁会咲花病院 産婦人科 副院長

謝佐藤　貫洋 医療法人啓仁会石巻ロイヤル病院 整形外科 部長

謝森　清 医療法人啓生会啓生会病院 精神科 －

謝相原　雅治 医療法人啓明会相原病院 整形外科 副院長

謝下園　勇人 医療法人恵愛会しもぞのクリニック － 院長

謝八代　英彦 医療法人恵愛会青木病院 精神科 －

謝中島　光一 医療法人恵仁会松島クリニック － －

謝松田　孝之 医療法人恵生会恵生会病院 産婦人科 副院長

謝金澤　慶治 医療法人慶士会金澤整形外科 － 院長

謝川越　勝秀 医療法人慶心会川越整形外科 － 院長

謝岩井　武尚 医療法人慶友会守谷慶友病院 つくば血管センター センター長

謝濱田　直之 医療法人慶要会小倉めんたるクリニック － 院長

謝貞松　俊弘 医療法人慧明会貞松病院 整形外科 院長

謝関根　篤 医療法人慧眞会ケイメンタルクリニック － 所長

謝花野　素典 医療法人敬愛会鳴門メンタルクリニックココロカル 精神科 院長

謝柳生　隆視 医療法人敬仁会辻野医院 精神科 院長

謝宮田　康史 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 整形外科 部長

謝須藤　豪太 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 消化器内科 －

謝大野　和則 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 整形外科 副院長

謝田沼　徳真 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 消化器内科 部長

謝白坂　知彦 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 精神保健科 部長

謝本郷　文教 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 薬剤部 部長

謝和田　真一郎 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 産科・婦人科 主任部長

謝塚本　泰徳 医療法人警和会北大阪警察病院 整形外科 部長

謝月川　奏 医療法人月真会月川レディースクリニック － 院長

謝田中　秀敏 医療法人健愛会健愛記念病院 整形外科 －

謝原田　修人 医療法人健光会旭川ペインクリニック病院 ペインクリニック内科 －

謝寺尾　基 医療法人健光会旭川ペインクリニック病院 麻酔科 副院長

謝赤間　保之 医療法人健光会旭川ペインクリニック病院 麻酔科 院長

謝安部　達也 医療法人健康会くにもと病院 肛門外科 院長

謝村上　雅則 医療法人健康会くにもと病院 胃腸内科 診療部長

謝金子　元春 医療法人健彰会緑かねこ整形外科 － 院長

謝山本　哲 医療法人健祥会山本整形外科 － 院長

謝遠藤　剛 医療法人健心会えんどうクリニック － 院長

謝周東　寛 医療法人健身会南越谷健身会クリニック － 理事長

謝斎藤　三代子 医療法人健清会那珂記念ＭＩＴＯクリニック － 院長

謝竜江　哲培 医療法人健生会たつえクリニック整形外科・リハビリテーション科 － 院長

謝深澤　大樹 医療法人健美会元八事整形外科・形成外科 － 院長

謝清水　富永 医療法人健悠会清水整形外科クリニック － 院長

謝権頭　聖 医療法人権頭クリニック － 院長

謝河野　喜男 医療法人賢佑会河野整形外科内科クリニック － 院長

謝原　伸一 医療法人原医院 － 院長

謝永野　賢 医療法人原三信病院 整形外科 医長

謝山本　光孝 医療法人原三信病院 循環器科 部長

謝中村　和彦 医療法人原三信病院 消化管内科 主任部長

謝滝口　芙由子 医療法人原田会原田内科医院 － 院長



謝一森　俊樹 医療法人五月会須崎くろしお病院 内科 科長

謝濱口　正章 医療法人互光会長浜病院 内科 理事長

謝野村　昌史 医療法人交雄会メディカルさっぽろ大通り内視鏡クリニック 消化器内科 院長

謝中田　信浩 医療法人光の会重本病院 精神科 －

謝近光　宣彦 医療法人光樹会近光整形外科診療所 － 院長

謝鮫島　浩司 医療法人光透葉整形外科玉里温泉クリニック － 院長

謝橋本　吉弘 医療法人光明会はしもと整形外科 整形外科 院長

謝武村　憲治 医療法人光陽会磯子中央病院 整形外科 －

謝楠本　保 医療法人光陽会鎌倉ヒロ病院 内科・循環器科 院長

謝浅野　光一 医療法人光陽会浅野病院 内科 院長

謝西村　東人 医療法人公仁会姫路中央病院 外科 副医長

謝東　靖人 医療法人公仁会姫路中央病院 神経内科 理事長

謝浅野　昌宏 医療法人公生会竹重病院 － －

謝三﨑　究 医療法人厚生会福井厚生病院 ストレスケア センター長

謝杉坂　夏子 医療法人厚生会福井厚生病院 ストレスケア 医長

謝竹内　和久 医療法人宏人会木町病院 － 院長

謝黒澤　宏行 医療法人宏道会くろさわ整形外科 － 院長

謝中村　宏志 医療法人宏悠会なかむら整形外科クリニック － 院長

謝山田　一人 医療法人幸季の会やまだリウマチクリニック － 院長

謝富安　聡 医療法人幸信会とみやす整形外科クリニック 整形外科 院長

謝冨田　篤臣 医療法人幸篤会冨田整形外科 整形外科 副院長

謝大谷　茂毅 医療法人幸眞会おおたに整形外科皮フ科 － 院長

謝河野　恵理 医療法人広翔会こうの脳神経外科クリニック － 副院長

謝塩谷　淳 医療法人康仁会西の京病院 消化器内科 消化器内視鏡センター長

謝山田　素久 医療法人康仁会西の京病院 整形外科 副部長

謝上田　寿夫 医療法人弘愛会弘愛会病院 薬局 薬局長

謝野村　武 医療法人弘靜会野村医院 － 院長

謝玉野　雅裕 医療法人恒貴会協和中央病院 内科 副院長

謝谷　康洋 医療法人恒昭会アイノクリニック － 院長

謝小倉　雅 医療法人恒心会恒心会おぐら病院 整形外科 理事長

謝金﨑　克也 医療法人恒生堂永田整形外科病院 整形外科 院長

謝二武　皇夫 医療法人皇聖会二武整形・リウマチクリニック － 院長

謝肱岡　昭彦 医療法人肱岡整形外科医院 － 院長

謝髙　謙一郎 医療法人高生会高生会リハビリテーションクリニック － 院長

謝湯淺　悟 医療法人高田西城会高田西城病院 精神科・心療内科 院長

謝小倉　丘 医療法人高梁整形外科医院 － 院長

謝今井　一夫 医療法人今井ウイメンズクリニック － 院長

謝今井　義之 医療法人今井クリニック整形外科 － 院長

謝佐々木　篤史 医療法人佐々木会佐々木整形外科医院 整形外科 副院長

謝藤原　将巳 医療法人佐田厚生会佐田病院 － 副院長

謝邉見　英之 医療法人彩樹守口敬任会病院 消化器内科 副部長

謝細田　哲也 医療法人細田レディースクリニック － 院長

謝原　澄子 医療法人財団アドベンチスト会東京衛生病院 産婦人科 部長

謝大西　幸 医療法人財団アドベンチスト会東京衛生病院 麻酔科 医長

謝河村　徹 医療法人財団愛人会河村内科消化器クリニック － 院長

謝吉田　宏之 医療法人財団荻窪病院 産婦人科 部長

謝早稲田　明生 医療法人財団荻窪病院 整形外科・リハビリテーション科 部長

謝林　量司 医療法人財団荻窪病院 内科・消化器内科 医長

謝漆原　信夫 医療法人財団額田記念会額田記念病院 整形外科 －

謝金子　剛士 医療法人財団岩井医療財団稲波脊椎・関節病院 － －

謝湯澤　洋平 医療法人財団岩井医療財団稲波脊椎・関節病院 － 副院長

謝藤野　幸夫 医療法人財団献心会川越胃腸病院 消化器外科 副院長

謝高橋　周史 医療法人財団康生会武田病院 消化器センター 副院長

謝秋口　一郎 医療法人財団康生会武田病院 神経脳血管センター 所長

謝小見山　洋人 医療法人財団康生会武田病院 整形外科 副部長

謝須藤　慎介 医療法人財団今井会足立病院 産婦人科 部長

謝矢野　樹理 医療法人財団今井会足立病院 産婦人科 副院長

謝金子　信之 医療法人財団朔望会常盤台外科病院 整形外科 副院長

謝井上　幸紀 医療法人財団慈生会野村病院 外科 －

謝宮田　哲郎 医療法人財団順和会山王メディカルセンター 血管病センター センター長

謝中村　洋 医療法人財団順和会山王病院 リウマチ科 部長

謝柴沼　均 医療法人財団神戸海星病院 整形外科 副院長

謝川村　諭 医療法人財団正清会三陸病院 － －

謝菊田　雄悦 医療法人財団竹政会福山循環器病院 循環器内科 病棟副医長

謝森下　慶一 医療法人財団中山会八王子消化器病院 消化器内科 医長

謝楢本　史生 医療法人財団中山会八王子消化器病院 薬剤科 －

謝熊谷　進司 医療法人財団明理会イムス明理会仙台総合病院 消化器内科 科長

謝江川　慶長 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 整形外科 部長

謝中村　司 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 血液浄化センター 副院長

謝山崎　謙 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 整形外科 院長

謝反町　武史 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 整形外科 医長

謝坂本　光章 医療法人坂本整形外科 整形外科 院長

謝林　克彦 医療法人桜幸会はやし整形外科クリニック － 院長

謝綾織　誠人 医療法人桜友会所沢ハートセンター付属しんとこ駅前クリニック － 院長

謝佐藤　勝彦 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック － 理事

謝竹林　庸雄 医療法人札幌円山整形外科病院 整形外科 院長

謝長谷川　公範 医療法人札幌山の上病院 リウマチ・膠原病科 副センター長

謝飛騨　一利 医療法人札幌麻生脳神経外科病院 脳神経外科 院長

謝矢野　俊介 医療法人札幌麻生脳神経外科病院 脳神経外科 副院長

謝杉本　太 医療法人三愛会池田記念病院 整形外科 －

謝川前　恵一 医療法人三愛会池田記念病院 － 院長

謝平井　三知夫 医療法人三愛会平井整形外科クリニック － 院長

謝大田垣　洋子 医療法人三永会京橋心療クリニック － 副院長

謝米澤　治文 医療法人三永会京橋心療クリニック － －

謝天神　尊範 医療法人三輝会横須賀タワークリニック － －

謝味村　俊樹 医療法人三慶会指扇病院 排便機能センター センター長

謝寳亀　淳 医療法人三省会倉内整形外科病院 整形外科 －

謝前田　健博 医療法人三仁会春日井整形外科 － 院長

謝阿瀬川　孝治 医療法人三精会汐入メンタルクリニック － 院長

謝越宗　紀一郎 医療法人三精会汐入メンタルクリニック 精神科 －

謝後藤　健一 医療法人三精会汐入メンタルクリニック 精神科 －

謝三島　基邦 医療法人三島医院 － 院長

謝馬場口　泰宏 医療法人三乃会整形外科ばばぐちクリニック 整形外科 院長

謝久永　和孝 医療法人三浜整形外科医院 － 院長

謝小笠原　宏行 医療法人三宝会小笠原クリニック － 院長

謝山口　眞一 医療法人山口医院 整形外科 院長

謝奥平　智之 医療法人山口病院 精神科 部長

謝安川　節子 医療法人山田会八代更生病院 精神科 副院長

謝福永　竜太 医療法人山田会八代更生病院 精神科 診療部長

謝花岡　徹 医療法人山辺温泉花岡整形外科 － 院長

謝増井　太朗 医療法人山本記念会山本病院 － －

謝山本　義樹 医療法人山本内科 － 院長



謝鈴木　眞史 医療法人産科婦人科クリニックベル － 院長

謝市瀨　章 医療法人市瀬医院 整形外科 院長

謝南雲　明 医療法人志賀リウマチ整形クリニック － 副院長

謝志貴　一仁 医療法人志貴医院 － 院長

謝南條　修二 医療法人紫陽会高橋医院 － 院長

謝一二三　宣秀 医療法人至捷会木村病院 内科 院長

謝田崎　紳一 医療法人至誠会長岡保養園 精神科 －

謝帆秋　伸彦 医療法人至誠会帆秋病院 精神科 院長

謝芦澤　健 医療法人資生会千歳病院 精神科 院長

謝寺島　照雄 医療法人寺島整形外科 － 院長

謝松岡　良 医療法人慈桜会瀬戸病院 産婦人科 院長

謝丸山　正統 医療法人慈正会丸山記念総合病院 産婦人科 副院長

謝蓮池　尚文 医療法人慈有會はすいけ整形外科 － 院長

謝亀川　禎央 医療法人慈彗会亀川病院 整形外科 院長

謝時任　敏基 医療法人時任会ときとうクリニック － 院長

謝佐藤　雅史 医療法人治栄会まさ整形外科クリニック － 院長

謝富樫　栄太 医療法人而成会大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック － －

謝宮軒　將 医療法人実風会新生病院 精神科 院長

謝池田　こずえ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 循環器科 医長

謝富田　康之 医療法人社団・康尚会富田医院 － 院長

謝関　敬弘 医療法人社団ｅ－メディカルｅ－メディカル整形外科 整形外科 院長

謝中村　稔 医療法人社団Ｉｎｔｕｉｔｉｏｎ青山メンタルクリニック － 院長

謝岡本　亜紀 医療法人社団ＯＫＭ岡本内科クリニック 内科 院長

謝黒坂　望 医療法人社団Ｒｅｓｏｎａｒｅ黒坂医院ザ・タワーくまさん整形外科 － 院長

謝赤丸　智之 医療法人社団あかまる整形外科・脊椎クリニック － 院長

謝山梨　晃裕 医療法人社団アツミあつみクリニック － 院長

謝菅原　忍 医療法人社団ありのみの会菅原整形外科 － 院長

謝水野　清典 医療法人社団あんしん会あんしん病院 整形外科 院長

謝加藤　辰也 医療法人社団あんしん会四谷メディカルキューブ 循環器内科 副院長

謝藤田　雅彦 医療法人社団ウェルネス望洋台医院 － 院長

謝林　道彦 医療法人社団うら梅の郷会朝倉記念病院 精神科 院長

謝長谷川　匡一 医療法人社団エス・エス・ジェイ札幌整形循環器病院 整形外科 院長

謝内藤　健一 医療法人社団オステオケアないとう整形外科クリニック － 院長

謝羽田　丈紀 医療法人社団おなか会おなかクリニック － －

謝内山　幹 医療法人社団おなか会おなかクリニック － －

謝大石　陽介 医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 整形外科 院長

謝池田　昌樹 医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 整形外科 副部長

謝土居　克三 医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 整形外科 脊椎脊髄外科部長

謝金子　等 医療法人社団かねこ大腸肛門クリニック － 院長

謝ピアス　洋子 医療法人社団ガラテアぴあーすクリニック － 院長

謝北野　隆利 医療法人社団キタノ整形外科クリニック 整形外科 院長

謝金藤　直樹 医療法人社団きんとう整形外科クリニック － 院長

謝木村　博光 医療法人社団ケイ・オルト木村整形外科クリニック － 院長

謝堀内　祐紀 医療法人社団ケイロン秋葉原スキンクリニック － 院長

謝朝倉　均 医療法人社団こうかん会こうかんクリニック 内科 院長

謝栗山　節郎 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 整形外科 副院長

謝小野　孝一郎 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 整形外科 部長

謝大塚　征爾 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 消化器内科 部長

謝西井　宏有 医療法人社団こうゆう会西井胃腸科外科 － 院長

謝穀野　真一郎 医療法人社団こくの医院 － 院長

謝髙橋　龍太郎 医療法人社団こころの会タカハシクリニック 精神科 院長

謝趙　福順 医療法人社団こころの会目黒駅前メンタルクリニック － 院長

謝紫藤　昌彦 医療法人社団コスモス会紫藤クリニック 精神科 院長

謝山田　久孝 医療法人社団さがみ野中央病院 整形外科 院長

謝桜井　隆 医療法人社団さくらいクリニック － 院長

謝松田　圭二 医療法人社団しぜん会まつだ整形外科・リウマチ科 － 院長

謝塚田　訓子 医療法人社団シリウスアトラスレディースクリニック － 院長

謝坂本　博子 医療法人社団すずき病院 メンタルヘルス科 理事長

謝星　和彦 医療法人社団スズキ病院スズキ記念病院 － 名誉'院長

謝桐林　慶 医療法人社団スマイル会クレア焼山クリニック － 院長

謝城戸　秀典 医療法人社団せいゆう会せいゆうクリニック － 院長

謝曽根　栄輝 医療法人社団そうクリニック産婦人科内科小児科そうクリニック － 理事長

謝岡島　年也 医療法人社団それいゆ会こだま病院 内科 －

謝髙橋　祥 医療法人社団たかはし脳外科皮フ科医院 － 院長

謝平松　晋介 医療法人社団ちくご・ひらまつ産婦人科医院 産婦人科 理事長

謝角田　新平 医療法人社団つのだレディースクリニック － 院長

謝森　健 医療法人社団つばさ楓の森整形外科 － 院長

謝中島　秀之 医療法人社団トウジ会みやこ整形外科クリニック － 院長

謝海上　耕平 医療法人社団ときわ会余丁町クリニック 腎臓内科 院長

謝冨岡　幸生 医療法人社団とみおか内科クリニック － 院長

謝山下　泉 医療法人社団どんぐりの家山下整形外科クリニック － 院長

謝長尾　勝人 医療法人社団ながおながお整形外科クリニック － 院長

謝中邨　裕一 医療法人社団なかむら整形外科 － 院長

謝池上　芳美 医療法人社団なずな会池上レディースクリニック － 院長

謝水元　久修 医療法人社団のぞみ会レディースクリニックぬまのはた 産婦人科 理事長

謝平松　伸夫 医療法人社団のぼり会平松整形外科 － 院長

謝大湯　広志 医療法人社団はこだてメンタルクリニック － 院長

謝橋本　恭治 医療法人社団はしもと産婦人科医院 産婦人科 院長

謝平林　大輔 医療法人社団はなぶさ会島村記念病院 産婦人科 －

謝巖　琢也 医療法人社団はなぶさ会島村記念病院 整形外科 －

謝腰塚　裕 医療法人社団ホームメディカルアットホーム表参道クリニック － 院長

謝秋根　良英 医療法人社団ほっきたなら駅上ほっとクリニック － 理事長

謝角田　圭子 医療法人社団ぽぷり駅前つのだクリニック － 院長

謝鹿島　直之 医療法人社団まごころ会町田まごころクリニック － 院長

謝樋之口　潤一郎 医療法人社団まごころ会町田まごころクリニック 精神科 副院長

謝岩﨑　秀昭 医療法人社団マザー・キーなのはなクリニック － －

謝髙澤　篤之 医療法人社団まりも会ヒロシマ平松病院 － －

謝佐藤　美枝子 医療法人社団みえこ女性クリニック － 院長

謝水野　康司 医療法人社団みずの会みずの内科クリニック － 院長

謝内門　大丈 医療法人社団みのり会湘南いなほクリニック － 院長

謝宮本　繁仁 医療法人社団みやもと医院 － 院長

謝荒木　崇一 医療法人社団メディウス会あらき整形外科医院 － 院長

謝池田　宣聖 医療法人社団メディカルクラブ大興和クリニック池田 内科 院長

謝石根　昌幸 医療法人社団やすぎクリニック － 院長

謝比嘉　正祐 医療法人社団らくだ会三鷹痛みのクリニック － 院長

謝三木　和平 医療法人社団ラルゴ三木メンタルクリニック － 院長

謝柑本　晴夫 医療法人社団阿雅舎会小手指整形外科 － 院長

謝花岡　央泰 医療法人社団愛成会京浜総合病院 整形外科 医長

謝杉内　登 医療法人社団愛生会昭和病院 麻酔科ペインクリニック 院長

謝大塚　一寛 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 スポーツ医学センター センター長

謝昔農　雄太 医療法人社団旭川圭泉会病院 精神科 －

謝猪俣　光孝 医療法人社団旭川圭泉会病院 精神科 副院長



謝飯田　愛弓 医療法人社団旭川圭泉会病院 精神科 医長

謝花井　洋行 医療法人社団綾和会浜松南病院 消化器病・ＩＢＤセンター センター長

謝池谷　賢太郎 医療法人社団綾和会浜松南病院 消化器病・ＩＢＤセンター 副センター長

謝梅原　慶太 医療法人社団綾和会浜松南病院 整形外科 部長

謝安田　紀久雄 医療法人社団安田医院 － 院長

謝伊藤　健太郎 医療法人社団伊藤内科クリニックいとう心療クリニック － 院長

謝石黒　源之 医療法人社団医源会石黒クリニック － 院長

謝木本　賀之 医療法人社団医翔会きもと内科・消化器内科クリニック － 院長

謝濵﨑　洋一 医療法人社団一州会はまざきウイメンズクリニック － 院長

謝尾内　隆志 医療法人社団一秀会葛飾橋病院 精神科 院長

謝髙倉　裕征 医療法人社団一秀会葛飾橋病院 精神科 －

謝山嵜　継敬 医療法人社団一成会たちばな台クリニック － 院長

謝桑原　嘉一 医療法人社団宇部興産中央病院 整形外科 部長

謝泉山　公 医療法人社団永生会南多摩病院 整形外科 診療部長 兼　整形外科部長

謝泉田　直巳 医療法人社団永泉会曙町クリニック － －

謝中田　智大 医療法人社団瑛倖会なかたクリニック － 院長

謝金渕　隆人 医療法人社団頴徳会金渕整形外科クリニック 整形外科 院長

謝渡邉　英一郎 医療法人社団英志会富士整形外科病院 整形外科 院長

謝山本　慎司 医療法人社団英明会大西脳神経外科病院 脳神経外科 部長

謝星野　雅洋 医療法人社団苑田会苑田第三病院 整形外科 副院長

謝横山　裕志 医療法人社団横山整形外科 － 院長

謝岡本　重雄 医療法人社団岡本整形外科 整形外科 院長

謝沖　映希 医療法人社団沖医院 － 院長

謝間中　信也 医療法人社団温知会間中病院 － 院長

謝髙橋　裕彦 医療法人社団温裕会たかはし整形外科医院 － 院長

謝假屋　純人 医療法人社団仮屋医院 － 院長

謝加藤　武 医療法人社団加藤整形外科医院 － －

謝花田　進 医療法人社団花田神経内科クリニック － 院長

謝春藤　基之 医療法人社団我汝会さっぽろ病院 整形外科 院長

謝木原　正義 医療法人社団快彩会きはら整形外科 － 院長

謝村尾　哲哉 医療法人社団魁正会服部胃腸科 消化器内科 －

謝櫻井　宏一 医療法人社団魁正会服部胃腸科 消化器内科 院長

謝須藤　紀子 医療法人社団皆吉会プライムコーストみなとみらいクリニック － －

謝平　学 医療法人社団学智会平整形外科クリニック － 院長

謝古澤　信之 医療法人社団楽聖会こころのクリニック山形 － 院長

謝伊達　久 医療法人社団関逓会仙台ペインクリニック － 院長

謝千葉　知史 医療法人社団関逓会仙台ペインクリニック － 副院長

謝川井　康嗣 医療法人社団関逓会仙台ペインクリニック石巻分院 － 院長

謝木原　一 医療法人社団幾晃会木原循環器科内科医院 － 院長

謝吉井　新一 医療法人社団吉井会吉井整形外科 － 理事長

謝野原　当 医療法人社団吉徳会あさぎり病院 産婦人科 院長

謝米澤　嘉朗 医療法人社団橘会整形外科米澤病院 整形外科 部長

謝米澤　幸平 医療法人社団橘会整形外科米澤病院 整形外科 院長

謝白川　久統 医療法人社団久仁会白川整形外科内科 整形外科 院長

謝伊賀　敏朗 医療法人社団共生会中条中央病院 整形外科 副院長

謝増田　幹生 医療法人社団共和堂医院 － 院長

謝小堀　宏之 医療法人社団協友会メディカルトピア草加病院 産科婦人科 科長

謝岡田　恒作 医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター 整形外科 副院長

謝國府　幸洋 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 整形外科 部長

謝武井　史朗 医療法人社団匡医木村神経科内科クリニック － 院長

謝杉原　繁明 医療法人社団興也会杉原整形外科クリニック － 院長

謝湯山　琢夫 医療法人社団郷愛会湯山整形外科 － 院長

謝田中　雄大 医療法人社団桐杏会メディカルパーク湘南 － 院長

謝庄司　豊彦 医療法人社団桐真会多摩センター庄司整形外科 － 院長

謝保住　寛 医療法人社団君津あすなろ会あすなろクリニック 整形外科 院長

謝渡邊　修一 医療法人社団圭春会小張総合病院 腎・糖尿病内科 副院長

謝牧嶋　信行 医療法人社団圭春会小張総合病院 循環器内科 部長

謝染村　圭一 医療法人社団圭仁会ぎんなんクリニック － 院長

謝河野　茂 医療法人社団恵心会京都武田病院 整形外科 部長

謝堤　薫 医療法人社団恵正会二宮内科 看護連携促進部 皮膚・排泄ケア認定看護師

謝田邊　登崇 医療法人社団恵稜会田辺整形外科医院 － 院長

謝河原　芳和 医療法人社団恵和会河原整形外科 整形外科 副院長

謝増田　幸久 医療法人社団恵翔会増田クリニック － 院長

謝宮川　準 医療法人社団慶勝会赤門整形外科内科 － 院長

謝井上　慶三 医療法人社団慶信会瀬尾記念慶友病院 整形外科 院長

謝佐々木　威治 医療法人社団慶仁会川﨑病院 整形外科 医長

謝牛島　定信 医療法人社団慶竹会ホヅミクリニック 精神科 院長

謝中道　清広 医療法人社団慶友会慶友整形外科病院 整形外科 －

謝川島　秀一 医療法人社団慶雄会川島整形外科 － 院長

謝川島　明 医療法人社団慶翔会川島整形外科 － 院長

謝秋山　和己 医療法人社団健愛会あきやまクリニック 泌尿器科 理事長

謝渡部　峰子 医療法人社団健育会ひまわり在宅ケアステーション － －

謝片岡　喜直 医療法人社団健育会石川島記念病院 内科 内科部長

謝高桑　昌幸 医療法人社団健幸会高桑整形外科永山クリニック － 理事長/院長

謝宮本　和子 医療法人社団健心会桑園病院 精神科 －

謝池田　輝明 医療法人社団健心会桑園病院 精神科 院長

謝白井　康之 医療法人社団健心会桑園病院 精神科 －

謝富樫　芳 医療法人社団健心会桑園病院 精神科 理事長

謝森　啓弥 医療法人社団健仁会岩本病院 整形外科 －

謝西川　悟 医療法人社団健陽会西川整形外科 － 院長

謝久保山　恵理子 医療法人社団兼誠会杉安病院 薬局 薬局長

謝千葉　泰弘 医療法人社団研仁会北海道脳神経外科記念病院 脳神経外科 －

謝松田　繁三 医療法人社団研整会松田整形外科 － 院長

謝堀之内　豊 医療法人社団顕鐘会神戸百年記念病院 整形外科 部長

謝山田　豊 医療法人社団元生会森山病院 循環器内科 部長

謝仲　俊之 医療法人社団元生会森山病院 整形外科 副院長

謝原　敬造 医療法人社団原クリニック － 院長

謝古野　雅彦 医療法人社団古野整形外科 － 院長

謝共田　義秀 医療法人社団湖光会いしやま内科整形外科 整形外科 副院長

謝多田　直人 医療法人社団五稜郭メンタルクリニック － 院長

謝田谷　光一 医療法人社団光栄会田谷医院 － 院長

謝北岡　克彦 医療法人社団光仁会木島病院 整形外科 －

謝米本　光一 医療法人社団光友会よねもと整形外科 － 院長

謝菅原　重忠 医療法人社団公仁会大和成和病院 循環器内科 部長

謝田中　功一 医療法人社団功優会田中整形外科 － 院長

謝長倉　剛 医療法人社団孝友会ながくら整形外科 － 院長

謝権藤　宏 医療法人社団宏正会ごんどう整形外科 － 院長

謝栗原　友介 医療法人社団宏友会栗原整形外科 － 院長

謝砂村　眞琴 医療法人社団宏陵会大泉中央クリニック 消化器 院長

謝丸山　泰幸 医療法人社団幸正会岩槻南病院 循環器内科 院長

謝白鳥　宜孝 医療法人社団幸正会岩槻南病院 循環器内科 －

謝塩津　達也 医療法人社団幸隆会多摩丘陵病院 整形外科 部長



謝高橋　潔 医療法人社団広栄会厚木循環器・内科クリニック － －

謝堀地　義広 医療法人社団広祐会螢クリニック － 院長

謝河内　泰 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 － －

謝村越　直人 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 消化器内科 －

謝濵畑　幸弘 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 消化器外科 院長

謝松尾　惠五 医療法人社団康喜会東葛辻仲病院 消化器外科 院長

謝山田　春木 医療法人社団康心会茅ヶ崎中央病院 総合診療科 院長代行

謝伊藤　博之 医療法人社団康心会康心会汐見台病院 薬剤科 薬剤科長

謝野口　佳那 医療法人社団康心会湘南東部総合病院 精神科 －

謝齋木　美惠子 医療法人社団康心会湘南東部総合病院 産婦人科 科長

謝林　郁夫 医療法人社団康仁会林医院 循環器内科 院長

謝神山　尚 医療法人社団康佑会大江戸整形外科内科 － 院長

謝阿部　康裕 医療法人社団康由会あべ整形外科クリニック － 院長

謝菅原　正弘 医療法人社団弘健会菅原医院 内科 院長

謝片倉　重弘 医療法人社団弘仁会片倉クリニック － 院長

謝大山　一孝 医療法人社団恒健会沼津大山クリニック － 院長

謝福田　信二 医療法人社団恒誠会ふくたクリニック 内科 院長

謝大堀　晃裕 医療法人社団晃輝会井の頭通りこう門科胃腸科 － 理事長

謝菊地　淑人 医療法人社団晃啓会きくち整形外科 － 院長

謝林　伸吉 医療法人社団晃山会松江病院 脳神経外科 副院長

謝瀧川　直秀 医療法人社団甲友会西宮協立脳神経外科病院 整形外科 副院長

謝小川　輝之 医療法人社団耕和会五和貴江東クリニック 精神科・神経科・心療内科 院長

謝川村　則行 医療法人社団行基会川村総合診療院 － 院長

謝小野　恭裕 医療法人社団高邦会高木病院 内分泌代謝・糖尿病内科 部長

謝横井　宏佳 医療法人社団高邦会福岡山王病院 循環器センター センタ―長

謝鈴木　大輔 医療法人社団国府台整形外科 整形外科 院長

謝青柳　宇以 医療法人社団根岸病院 精神科 －

謝根津　勝 医療法人社団根津整形外科医院 － 院長

謝森石　丈二 医療法人社団紺整会船橋整形外科市川クリニック － 院長

謝木元　正史 医療法人社団紺整会船橋整形外科西船クリニック － 院長

謝粟飯原　孝人 医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 整形外科 医長

謝畠山　健次 医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 整形外科 医長

謝髙橋　憲正 医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 整形外科 部長

謝石橋　俊郎 医療法人社団彩悠会　上尾二ツ宮クリニック － 院長

謝島垣　斎 医療法人社団斎和会整形外科・皮膚科しまがきクリニック 整形外科 院長

謝戸頃　康男 医療法人社団埼玉巨樹の会新久喜総合病院 循環器内科 部長

謝桜田　真己 医療法人社団桜友会所沢ハートセンター 循環器科 理事長

謝上野　岳暁 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 整形外科 部長

謝齊藤　修治 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 消化器外科 センター長

謝田中　和秋 医療法人社団三恵会西ヶ原病院 精神科 院長

謝丸橋　恭子 医療法人社団三思会くすの木病院 消化器内科 副診療部長

謝藤井　洋泉 医療法人社団三樹会梶木病院 麻酔科 －

謝鬼頭　伸輔 医療法人社団三成会新百合ケ丘総合病院 － －

謝西野　和義 医療法人社団三成会新百合ケ丘総合病院 糖尿病内科 部長

謝浅田　弘法 医療法人社団三成会新百合ケ丘総合病院 産婦人科 部長

謝廣瀬　幸文 医療法人社団三成会新百合ケ丘総合病院 薬剤科 科長代行

謝浅井　陽介 医療法人社団三扇会浅井外科・消化器科医院 － 院長

謝三田　均 医療法人社団三田クリニック － 院長

謝小野田　敦浩 医療法人社団三奈寿会小野田クリニック － 院長

謝杉本　秀芳 医療法人社団三友会彩のクリニック 神経内科 院長

謝山縣　昇 医療法人社団山県整形外科医院 － 院長

謝淵田　科 医療法人社団山中胃腸科病院 外科 理事長

謝西垣　新 医療法人社団産婦人科西垣ＡＲＴクリニック － 院長

謝小宅　雄一郎 医療法人社団讃和会勝田整形外科医院 － 副院長

謝星本　米芳 医療法人社団志誠会京北診療所 － 院長

謝小渡　稚子 医療法人社団志誠会平和病院 － －

謝田淵　正文 医療法人社団至楽正会中目黒消化器クリニック － 院長

謝橋本　伸彦 医療法人社団資生会八事病院 精神科 －

謝寺﨑　公二 医療法人社団寺崎内科胃腸科医院 － 院長

謝古林　啓介 医療法人社団慈恵会新須磨病院 リウマチ・膠原病内科 医長

謝羽生　健 医療法人社団慈生会梶ケ谷クリニック － 院長

謝渡部　芳德 医療法人社団慈泉会市ケ谷ひもろぎクリニック 精神科 理事長

謝窪川　経茂 医療法人社団慈豊会アイメディカルクリニック － －

謝加藤　昌代 医療法人社団滋恵会安藤整形外科 整形外科 理事長

謝加藤　篤史 医療法人社団滋恵会安藤整形外科 整形外科 院長

謝清水　弘之 医療法人社団而今会蓮村整形外科内科 － 院長

謝古荘　竜 医療法人社団自立会ふるしょうクリニック － 院長

謝篠原　正夫 医療法人社団篠原神経・心療内科クリニック － 院長

謝塚原　純雄 医療法人社団珠泉会あしのメディカルクリニック － 院長

謝原田　栄作 医療法人社団寿量会熊本機能病院 循環器内科 部長

謝清田　克彦 医療法人社団寿量会熊本機能病院 整形外科 部長

謝白戸　泉 医療法人社団寿和会白戸胃腸科・外科 － －

謝芳野　晃 医療法人社団寿廣記念会岸病院 整形外科 －

謝前田　明信 医療法人社団樹人会北条病院 泌尿器科 部長

謝菊池　知子 医療法人社団秀正会ともこレディースクリニック表参道 産婦人科 院長

謝西庄　武彦 医療法人社団重仁麻田総合病院 整形外科 部長

謝三枝　純一 医療法人社団俊雄会三枝クリニック・肛門科 － 院長

謝清水　稔 医療法人社団俊睿会南埼玉病院 精神科 診療部長

謝山田　春樹 医療法人社団春容会山田クリニック － 院長

謝上野　正純 医療法人社団純誠会上野整形外科 － 院長

謝佐藤　公一 医療法人社団順公会佐藤整形外科 － 院長

謝奥野　識 医療法人社団順心会順心病院 薬剤課 薬剤課長

謝橋本　可成 医療法人社団順心会順心病院 外科 副院長

謝山本　真徳 医療法人社団順徳会下総中山整形外科クリニック － 院長

謝飯島　譲 医療法人社団順邦会飯島整形外科 － 院長

謝小林　雅彦 医療法人社団順和会京都下鴨病院 整形外科 副院長

謝中原　恭子 医療法人社団女性クリニックラポール － 理事長

謝中村　英次郎 医療法人社団唱和会明野中央病院 整形外科 副院長

謝小室　元 医療法人社団小室整形外科医院 － 理事長

謝石川　尚之 医療法人社団尚高会西新宿きさらぎクリニック 消化器内科 院長

謝菅　尚義 医療法人社団尚整会菅整形外科病院 整形外科 理事長

謝玉置　昇 医療法人社団昇陽会たまきクリニック － 院長

謝山田　雅哉 医療法人社団昌医会葛西昌医会病院 消化器科内科 部長

謝木船　史朗 医療法人社団昌医会葛西昌医会病院 整形外科 部長

謝内海　昌浩 医療法人社団昌樹会ウツミ整形外科医院 整形外科 院長

謝塩澤　廣重 医療法人社団昌柏会塩沢整形外科クリニック － 院長

謝田﨑　正和 医療法人社団昭成会田﨑病院 整形外科 －

謝岩切　健太郎 医療法人社団松下会白庭病院 整形外科 －

謝辻尾　唯雄 医療法人社団松下会白庭病院 整形外科 医長

謝桑原　忠義 医療法人社団松弘会三愛病院 整形外科 部長

謝中田　晃孝 医療法人社団松弘会三愛病院 循環器科 副院長

謝渡邉　基樹 医療法人社団松伯会藤田病院 精神科 院長



謝柴山　泰久 医療法人社団松和会池上総合病院 消化器内科 科長

謝鈴木　祥浩 医療法人社団祥橘整形外科クリニック － 院長

謝上杉　秀二 医療法人社団上杉会上杉クリニック 精神科 院長

謝上野　宏泰 医療法人社団上野会上野整形外科 － 院長

謝渡辺　知明 医療法人社団常磐会渡辺昭医院 － 院長

謝保田　国伸 医療法人社団心の翼ライフガーデン中央クリニック － 院長

謝保田　晶子 医療法人社団心の翼ライフガーデン中央クリニック － 事務長

謝三浦　伸義 医療法人社団心和会八千代病院 精神科 副院長

謝德永　雄一郎 医療法人社団新光会不知火病院 精神科 院長

謝濱田　朋久 医療法人社団新晃会浜田医院 － 理事長

謝田澤　俊明 医療法人社団新都心たざわクリニック － 院長

謝金　慧徳 医療法人社団新東会横浜みのるクリニック － 院長

謝鈴木　慶 医療法人社団新緑会鈴木慶やすらぎクリニック － 院長

謝鈴木　重裕 医療法人社団真愛会札幌ファミリークリニック － 院長

謝岩川　俊二 医療法人社団真澄会Ｋメンタルクリニック 精神科 院長

謝眞中　千明 医療法人社団真中医院 － 院長

謝西尾　美栄子 医療法人社団真裕会西尾美栄子整形外科 － 院長

謝尾島　博 医療法人社団仁医尾島会品川シーサイド肛門科・胃腸科クリニック － 院長

謝仁井谷　学 医療法人社団仁井谷医院にいたにクリニック 整形外科 院長

謝井出　誠 医療法人社団仁恕会メンタルクリニックいたばし － －

謝窪田　裕輔 医療法人社団仁信会南富士病院 精神科 理事長

謝南　明宏 医療法人社団仁成会高木病院 消化器内科 院長

謝井上　圭介 医療法人社団仁和会神野病院 内科 理事長

謝陣内　秀昭 医療法人社団陣内会陣内病院 内科 院長

謝中田　千尋 医療法人社団翠会慈友クリニック 精神科 院長

謝藤岡　耕太郎 医療法人社団翠会八幡厚生病院 精神科 副院長

謝髙橋　弦 医療法人社団翠明会山王整形クリニック － 院長

謝古志　貴和 医療法人社団翠明会山王病院 整形外科 医長

謝篠田　瑞生 医療法人社団瑞幸会千川篠田整形外科 整形外科 院長

謝小倉　一宏 医療法人社団瑞祥会みずほレディースクリニック 産婦人科 院長

謝菅　正剛 医療法人社団菅外科・整形外科医院 － 院長

謝瀬尾　博 医療法人社団瀬尾医院 神経精神科 院長

謝嶋﨑　健介 医療法人社団成和会西新井ハートセンター病院 循環器内科 －

謝齊藤　克己 医療法人社団成和会西新井ハートセンター病院 循環器内科 院長

謝杉浦　立 医療法人社団成和会西新井病院附属成和クリニック 内科 院長

謝川上　雅弘 医療法人社団成蹊会岡田病院 整形外科 －

謝星野　敦 医療法人社団星野会星野胃腸科外科医院 － －

謝渡邉　寛 医療法人社団晴山会平山病院 整形外科 －

謝細野　玄哉 医療法人社団晴心会メンタルクリニック横浜みなとみらい － 院長

謝大西　守 医療法人社団晴心会比賀クリニック － －

謝比賀　晴美 医療法人社団晴心会比賀クリニック － 院長

謝北島　敏光 医療法人社団晴澄会鷲谷病院 麻酔科 院長

謝松下　和太郎 医療法人社団正和会松下クリニック － 院長

謝平野　仁志 医療法人社団正和会平野診療所 － 院長

謝伊藤　保源 医療法人社団清源会伊藤医院 － 院長

謝凌　晨光 医療法人社団清幸会行田中央総合病院 整形外科 部長

謝大嶋　哲夫 医療法人社団清香会おおしま内科胃腸科クリニック － 院長

謝原山　大樹 医療法人社団清山会二宮しおみクリニック － 院長

謝中島　秀人 医療法人社団清心会至聖病院 整形外科 －

謝平野　清 医療法人社団清風会平野医院 － 院長

謝池谷　龍一 医療法人社団清明会新庄明和病院 精神科 院長

謝大成　克弘 医療法人社団盛徳会大成整形外科クリニック － 院長

謝田中　孝 医療法人社団聖敬会田中消化器科クリニック － 院長

謝織田　辰郎 医療法人社団聖史会高洲公園心療医院 － 院長

謝八田　真理子 医療法人社団聖順会ジュノ・ヴェスタクリニック八田 － 院長

謝渡邊　和義 医療法人社団聖和会天王台消化器病院 消化器科 院長

謝中村　淳 医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓内科 院長

謝髙野　光 医療法人社団誠馨会新東京病院 整形外科 －

謝齊藤　昌也 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター 消化器内科 主任医長

謝島村 圭二 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター 薬剤部長 薬剤部

謝河野　裕 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター 整形外科 医長

謝玄　奉学 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター 整形外科 副院長

謝佐久間　吉雄 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター 整形外科 医長

謝上原　広嗣 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター 消化器内科 医長

謝野本　智永 医療法人社団誠弘会池袋病院 整形外科 －

謝江田　一彦 医療法人社団誠高会おおたかの森病院 循環器科 部長

謝山本　愛一郎 医療法人社団誠高会おおたかの森病院 整形外科 副院長

謝松倉　聡 医療法人社団誠高会おおたかの森病院 外科 院長

謝小林　達樹 医療法人社団誠療会成尾整形外科病院 整形外科 －

謝成尾　政一郎 医療法人社団誠療会成尾整形外科病院 整形外科 院長

謝松井　誠一郎 医療法人社団誠和会瀬川外科 整形外科 院長

謝中平　進 医療法人社団青空会あおぞらクリニック － 院長

謝廣田　健児 医療法人社団青虎会ツル虎ノ門外科リハビリテーション病院 整形外科 院長

謝青山　伸郎 医療法人社団青山クリニック青山内科クリニック － 理事長・院長

謝青木　伸 医療法人社団青木内科クリニック － 院長

謝青野　健三 医療法人社団青野整形外科 － 院長

謝荻野　修平 医療法人社団青嶺会松戸整形外科病院 整形外科 －

謝神川　康也 医療法人社団青嶺会松戸整形外科病院 整形外科 －

謝村田　亮 医療法人社団青嶺会松戸整形外科病院 整形外科 －

謝石坂　博昭 医療法人社団石坂脳神経外科 脳神経外科 院長

謝武本　雅治 医療法人社団雪雅会武本整形外科 － 院長

謝川溿　靖人 医療法人社団川ばた整形・リハビリクリニック － 院長

謝川口　惠子 医療法人社団川口レディースクリニック － 院長

謝濵野　直通 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院 内科 部長

謝前田　和夫 医療法人社団前田内科医院 － 院長

謝前野　耕一郎 医療法人社団前野整形外科 － 院長

謝中川　智之 医療法人社団善衆会善衆会病院 整形外科 －

謝橋本　雅人 医療法人社団善人会アリスクリニック － 院長

謝和田　俊朗 医療法人社団善仁会宮崎善仁会病院 婦人科 副院長

謝花香　淳一 医療法人社団善仁会小山記念病院 薬剤科 科長代理

謝有薗　行朋 医療法人社団創進会みつわ台総合病院 整形外科 部長

謝志津　雄一郎 医療法人社団双和会志津クリニック － 院長

謝大村　昌夫 医療法人社団相和会みなとみらいメディカルスクエア － －

謝石川　博通 医療法人社団総生会麻生総合病院 泌尿器科 －

謝味八木　二郎 医療法人社団総生会麻生総合病院 整形外科 副院長

謝増村　道雄 医療法人社団増村医院 脳神経外科 院長

謝足立　謙藏 医療法人社団足立産科婦人科医院 － 院長

謝村井　丈寛 医療法人社団村井整形外科医院 整形外科 院長

謝香取　勧 医療法人社団多聞会香取整形外科 － 院長

謝山本　純司 医療法人社団太黒胃腸内科病院 消化器内科 副院長

謝田村　隆典 医療法人社団太隆会たむら整形外科 － 院長

謝日髙　雄二 医療法人社団泰山会赤坂中央クリニック 内科 院長



謝近藤　泰一 医療法人社団泰大会近藤整形外科 － 院長

謝横山　徳一 医療法人社団大室整形外科脊椎・関節クリニック 整形外科 副院長

謝中川　洋 医療法人社団大樹会中川整形外科医院 － 院長

謝大森　裕 医療法人社団大森整形外科医院 整形外科 院長

謝大須賀　友晃 医療法人社団大須賀医院おおすが整形外科 － 理事長

謝齊藤　正史 医療法人社団大聖病院 整形外科 部長

謝大岩　敏彦 医療法人社団大誠会大岩診療所 － 理事長

謝大塚　和俊 医療法人社団大塚整形外科医院 整形外科 院長

謝八木　大英 医療法人社団大龍会内科胃腸科八木医院 － －

謝元　圭史 医療法人社団大和会西毛病院 精神・神経科 －

謝髙木　博敬 医療法人社団大和会西毛病院 精神・神経科 副院長

謝阿部　多樹夫 医療法人社団大藏会札幌佐藤病院 精神科 －

謝星野　敏彦 医療法人社団卓秀会平塚胃腸病院 内科 －

謝平塚　卓 医療法人社団卓秀会平塚胃腸病院 消化器外科 院長

謝谷掛　洋平 医療法人社団谷掛整形外科診療所 整形外科 副院長

謝池原　伸直 医療法人社団池原クリニック 内科 院長

謝池澤　和人 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 消化器内科 副院長

謝中川　種史 医療法人社団中川整形外科 － 院長

謝齋藤　清人 医療法人社団仲町台さいとう整形外科 － 院長

謝肥田　裕久 医療法人社団宙麦会ひだクリニック － 院長

謝半田　忠洋 医療法人社団忠真会とまり整形外科 － 院長

謝朝原　正京 医療法人社団朝原クリニック － 院長

謝豊口　透 医療法人社団鎮誠会千葉きぼーるクリニック － 院長

謝佐藤　進一 医療法人社団鎮誠会東金整形外科 整形外科 院長

謝大畠　崇 医療法人社団津久井浜整形外科 － 院長

謝轟　慶子 医療法人社団鶴賀会鶴賀病院 精神科 副院長

謝山本　正史 医療法人社団哲世会鶴見台病院 精神科 院長

謝杉原　浩 医療法人社団天宣会北柏リハビリ総合病院 神経内科 院長

謝久野　成夫 医療法人社団東医田村会つばさクリニック 整形外科 院長

謝東條　龍太郎 医療法人社団東條ウィメンズホスピタル 産婦人科 院長

謝野澤　真木子 医療法人社団桃仁日本橋レディースクリニック － 院長

謝高島　澄夫 医療法人社団湯川胃腸病院 放射線科 院長代理

謝葛目　正央 医療法人社団藤栄会ただお整形外科・内科 － 院長

謝種部　恭子 医療法人社団藤聖会女性クリニックＷｅ富山 婦人科 院長

謝藤田　幹雄 医療法人社団藤田医院 － 院長

謝道野　邦男 医療法人社団同愛会病院 整形外科 院長代理

謝沖　淳義 医療法人社団徳寿会相模原中央病院 循環器内科 －

謝横畠　德行 医療法人社団徳静会横畠病院 外科 院長

謝内田　毅 医療法人社団内田毅クリニック － 院長

謝八巻　蔵人 医療法人社団内野クリニック 精神科 －

謝南　了介 医療法人社団南風会みなみクリニック 麻酔科 院長

謝小坂　淳 医療法人社団南風会万葉クリニック 精神科 副院長

謝大友　通明 医療法人社団二柚会大友外科整形外科 － 院長

謝藤澤　基之 医療法人社団日晴会久恒病院 整形外科 －

謝髙原　康弘 医療法人社団日本鋼管福山病院 整形外科 部長

謝古宮　慶太 医療法人社団伯栄会のぞみ整形外科ヒロシマ － －

謝貴船　誠二 医療法人社団伯瑛会のぞみ整形外科クリニック － 院長

謝秋元　伸之 医療法人社団伯瑛会のぞみ整形外科クリニック － －

謝島田　克博 医療法人社団博永会島田整形外科 － 院長

謝益滿　博 医療法人社団博健会ますみつ消化器科 － 院長

謝平川　博之 医療法人社団博朋会神経科精神科ひらかわクリニック － 院長

謝上杉　成人 医療法人社団柏綾会綾瀬厚生病院 内科 －

謝宮崎　悦 医療法人社団柏水会初石病院 精神科 －

謝安藤　尚子 医療法人社団白河産婦人科 － 院長

謝後藤　治彦 医療法人社団八九十会拝島整形外科 － 院長

謝長尾　彰 医療法人社団飛翔会呉整形外科スポーツクリニック － 院長

謝今田　岳男 医療法人社団飛翔会高陽整形外科クリニック － 院長

謝長井　英 医療法人社団美樹会長井整形外科 － －

謝瀬尾　憲正 医療法人社団美術館北通り診療所 ペイン 所長

謝太田　英孝 医療法人社団美心会黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 内視鏡内科 内視鏡部長

謝上田　容子 医療法人社団美帆会神楽坂ストレスクリニック 精神科 院長

謝富村　健 医療法人社団富村整形外科医院 整形外科 院長

謝飯田　惣授 医療法人社団武蔵野会ＴＭＧあさか医療センター 整形外科 副院長

謝林　淳慈 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 整形外科 院長

謝三枝　正朋 医療法人社団福生会斎藤労災病院 － －

謝福嶋　裕造 医療法人社団福嶋整形外科医院 － －

謝平田　博巳 医療法人社団平田博巳内科クリニック － 院長

謝武井　仁 医療法人社団碧水会汐ケ崎病院 精神科 －

謝星野　容子 医療法人社団保健会谷津保健病院 消化器内科 部長

謝大島　一成 医療法人社団輔仁会大宮厚生病院 精神科 外来診療部長

謝大西　奉文 医療法人社団奉志会大西メディカルクリニック 整形外科 理事長

謝佐々木　志郎 医療法人社団朋木会ささきクリニック － 院長

謝佐野　敬夫 医療法人社団朋佑会札幌産科婦人科 － 院長

謝芳賀　陽一 医療法人社団芳優会芳賀胃腸科内科クリニック － 院長

謝吉田　祐一 医療法人社団豊生会東苗穂病院 内科 副院長

謝工藤　良二 医療法人社団豊美会田代台病院 精神科 副院長

謝小倉　一久 医療法人社団邦久会美郷台整形外科 － 院長

謝田中　勤 医療法人社団邦腎会大井町駅前クリニック － 院長

謝辻田　孝輔 医療法人社団北碩会北の台クリニック 循環器内科 院長

謝小牧　亘 医療法人社団牧会小牧病院 整形外科 院長

謝江夏　剛 医療法人社団睦由会江夏整形外科クリニック － 院長

謝旭　修司 医療法人社団味酒心療内科 心療内科 院長

謝杉尾　明香 医療法人社団明珠会札幌白石産科婦人科病院 婦人科 部長

謝明石　祐史 医療法人社団明珠会札幌白石産科婦人科病院 － 院長

謝舟橋　利彦 医療法人社団明心会仁大病院 精神科 理事長

謝長尾　桂 医療法人社団明心会仁大病院 精神科 －

謝髙木　友徳 医療法人社団明心会仁大病院 精神科 －

謝水谷　彰仁 医療法人社団明仁会水谷痛みのクリニック － 院長

謝高橋　正哲 医療法人社団明徳会十全記念病院 整形外科 副院長

謝山口　智広 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院 － －

謝山野　賢一 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 整形外科 副院長

謝元島　清香 医療法人社団明芳会高島平中央総合病院 整形外科 －

謝岡部　高弘 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 整形外科 －

謝山内　泰一 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 － 薬剤部長

謝石田　友彦 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 産婦人科 副院長

謝木内　千暁 医療法人社団木内女性クリニック 産婦人科 院長

謝田中　健太郎 医療法人社団杢人会田中整形外科医院 － －

謝川原　健資 医療法人社団佑希会のぞみクリニック － 院長

謝久保田　章 医療法人社団優久会向ケ丘久保田内科 － 院長

謝宗宮　優 医療法人社団優香会宗宮整形外科 － 院長

謝長谷川　勝 医療法人社団優心会釧路優心病院 － 院長

謝田上　哲夫 医療法人社団優人会優人大泉学園クリニック － 院長



謝藤崎　俊英 医療法人社団優生会藤崎整形外科クリニック － 院長

謝吉田　好志郎 医療法人社団悠愛会よしだ整形外科内科 － 院長

謝井田　和功 医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 脊椎外科 部長

謝長田　信人 医療法人社団祐昇会長田整形外科 － 院長

謝古川　雄一 医療法人社団雄栄会レディースクリニック古川 － 院長

謝蓑輪　敏和 医療法人社団洋央会みのわ整形外科 － 院長

謝赤松　達也 医療法人社団養生会赤松レディスクリニック － 院長

謝岩井　俊也 医療法人社団嵐川大野中央病院 整形外科 －

謝成島　和人 医療法人社団嵐川大野中央病院 整形外科 －

謝井本　憲志 医療法人社団履信会さっぽろ厚別通整形外科 整形外科 理事長

謝藤嵜　泰利 医療法人社団立青会なるかわ病院 精神科 院長

謝板垣　和夫 医療法人社団亮敬会板垣医院 内科 院長

謝丸山　公 医療法人社団遼山会関町病院 整形外科 院長

謝賀来　美樹 医療法人社団緑心会福岡保養院 精神科 －

謝佐々木　朗 医療法人社団隣善会西条道前病院 精神科 院長

謝鈴木　恵子 医療法人社団鈴木レディースクリニック 産婦人科 院長

謝鈴木　正比古 医療法人社団鈴木整形外科 － 院長

謝覺田　尚人 医療法人社団朗愛会こが病院 整形外科 副院長

謝藤田　宗久 医療法人社団和敬会谷野呉山病院 精神科 医局長

謝村上　雄一郎 医療法人社団和幸会阪奈サナトリウム 精神科 －

謝新行内　義博 医療法人社団和風会所沢中央病院 整形外科 －

謝淺見　泰宏 医療法人社団勁心会天神前クリニック 整形外科 院長

謝羽﨑　秀治 医療法人社団壽愛会羽崎病院 整形外科 院長

謝仙石　祐一 医療法人社団壽仙會仙石クリニック － 理事長

謝吉川　憲人 医療法人社団彌和会三浦メンタルクリニック － 副院長

謝西村　嘉洋 医療法人社団昴会日野記念病院 整形外科 医長

謝内田　数海 医療法人社団橙樹会光が丘内田クリニック － 院長

謝大久保　直規 医療法人社団菫会北須磨病院 整形外科 部長

謝髙橋　良典 医療法人社団菫会名谷病院 整形外科 院長

謝廣瀬　拓司 医療法人社団葆光会広瀬整形外科医院 － 院長

謝髙木　承 医療法人社団髙木外科内科胃腸科医院 消化器科 院長

謝金子　能人 医療法人守敬会かねこ内科クリニック － 院長

謝今田　朗 医療法人守玄会長久手内科胃腸科 － 院長

謝吉川　敦 医療法人寿栄会ありまこうげん診療所 精神科 所長

謝武田　一寿 医療法人寿栄会有馬高原病院 精神科 院長

謝大西　宏之 医療法人寿会富永病院 整形外科 －

謝木本　敦史 医療法人寿会富永病院 脳神経外科 －

謝久野　宗寛 医療法人宗心会下館胃腸科医院 － 院長

謝土山　眞一 医療法人秀真会土山内科クリニック － 院長

謝久保木　富房 医療法人秀峰会北辰病院 心療内科・神経科・精神科 －

謝松原　稔 医療法人住友別子病院 消化器内科 診療部長

謝鈴木　誠祐 医療法人住友別子病院 消化器内科 院長

謝越前谷　則子 医療法人重仁会新さっぽろファミリアクリニック － 院長

謝小山　司 医療法人重仁会大谷地病院 精神科・心療内科 センター長

謝出水　明 医療法人出水クリニック － 院長

謝室谷　昌弘 医療法人俊弘会室谷クリニック 内科 院長

謝貞元　洋二郎 医療法人春美会さだもと胃腸内科クリニック 内科・消化器科 理事長

謝管家　鉄平 医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック － 医長

謝長谷川　賢也 医療法人淳和会長谷川紀念病院 整形外科 理事長

謝井上　雅文 医療法人潤心会熊本セントラル病院 整形外科 院長

謝井上　聡 医療法人醇風会井上クリニック － 院長

謝緒方　章雄 医療法人緒方会緒方会クリニック － 院長

謝軸原　温 医療法人叙叙会福山第一病院 外科・胃腸科・肛門科 副院長

謝清水　晃 医療法人恕風会大洲記念病院 整形外科 院長

謝池上　仁志 医療法人小宮山会貢川整形外科病院 整形外科 院長

謝小谷　敬太 医療法人小谷会小谷放射線科・内科 － 院長

謝小畑　寛純 医療法人小畑内科クリニック － 院長

謝小林　泰之 医療法人小林クリニック － 院長

謝佐川　典正 医療法人尚豊会みたき総合病院 － 特別顧問

謝山田　晋太朗 医療法人尚豊会みたき総合病院 内科 診療長

謝藤田　悟 医療法人尚和会宝塚第一病院 整形外科 部長

謝那須　輝 医療法人尚和会宝塚第一病院 整形外科 副院長

謝小林　彰 医療法人彰友会小林整形外科 － 院長

謝地主　隆文 医療法人彰和会北海道消化器科病院 薬局 －

謝扇谷　浩文 医療法人昌真会おおぎや整形外科 － 院長

謝松崎　昇 医療法人松崎産婦人科クリニック － 院長

謝福元　銀竜 医療法人松翠会森園病院 整形外科 部長

謝松本　不二夫 医療法人松本クリニック松本不二夫整形外科 － 院長

謝小澤　直人 医療法人湘南良進会小沢整形外科 － 院長

謝奥田　和弘 医療法人祥杏会おもろまちメディカルセンター 整形外科 医長

謝堤　祥浩 医療法人祥穂会つつみ整形外科 － 院長

謝本郷　仁志 医療法人祥佑会藤田胃腸科病院 消化器内科 院長

謝木村　次宏 医療法人祥佑会藤田胃腸科病院 消化器内科 副院長

謝上山　高尚 医療法人上山整形外科医院 － 院長

謝岡田　祐司 医療法人城東整形外科内科 － 院長

謝新井　勝人 医療法人伸生会あらい胃腸科皮フ科クリニック － －

謝島谷　英明 医療法人信英会島谷病院 外科 院長

謝江川　信一 医療法人信誠会江川内科・消化器科医院 内科・消化器科 院長

謝今栄　信治 医療法人信友会いまえクリニック 脳神経外科 院長

謝石本　隆広 医療法人心和会心療内科あおぞらクリニック － 院長

謝貴志　洋平 医療法人新生会総合病院高の原中央病院 産婦人科 医長

謝上月　英樹 医療法人新生会土浦メンタルクリニック 精神科 所長

謝吉川　正孝 医療法人新生会豊後荘病院 精神科 －

謝吉村　英哉 医療法人新青会川口工業総合病院 整形外科 部長

謝林　康博 医療法人新青会川口工業総合病院 消化器内科 部長

謝村山　順一 医療法人新田塚医療福祉センター福井病院 精神科 院長

謝花岡　篤哉 医療法人新南陽整形外科クリニック － 院長

謝佐々木　康吏 医療法人新和会三次病院 精神科 院長

謝森　宗茂 医療法人森整形外科 － 院長

謝加藤　邦夫 医療法人森緑会もりの緑メンタルクリニック － 院長

謝太田　喜久子 医療法人真浄会寺町クリニック － 院長

謝山川　尋 医療法人真尋会山川整形外科 － 院長

謝佐井　壮謙 医療法人真世会佐井胃腸科肛門科 胃腸科・肛門科 院長

謝山崎　昭義 医療法人仁愛会新潟中央病院 脊椎外科 院長

謝松枝　宗則 医療法人仁愛会新潟中央病院 整形外科 －

謝中本　一海 医療法人仁栄会所沢緑ケ丘病院 循環器内科 副院長

謝矢野　秀樹 医療法人仁栄会所沢緑ケ丘病院 循環器内科 －

謝松林　秀彦 医療法人仁寿会リプロダクションクリニック大阪 － 院長

謝渡邉　佑一郎 医療法人仁風会倉敷仁風ホスピタル 精神科 診療部長

謝坂山　憲史 医療法人仁友会南松山病院 整形外科 副院長

謝中尾　祥史 医療法人尽心会百武整形外科・スポーツクリニック － 院長

謝安間　基雄 医療法人尽誠会山近記念総合病院 整形外科 科長



謝陣内　祐一 医療法人陣内整形外科内科医院 整形外科、内科 院長

謝三根　秀哉 医療法人水の木会下関病院 薬剤部 部長

謝熊ノ郷　卓之 医療法人水光会伊丹天神川病院 精神科・神経科・心療内科 －

謝兼田　康宏 医療法人翠松会岩城クリニック 精神科 理事長

謝田中　康 医療法人瑞洋会田中整形外科病院 整形外科 院長

謝丸山　直樹 医療法人崇徳会田宮病院 － 顧問

謝高林　洋史 医療法人菅野愛生会こころのホスピタル・古川グリーンヒルズ 精神科 －

謝菅野　庸 医療法人菅野愛生会こころのホスピタル・古川グリーンヒルズ 精神科 院長

謝石澤　貴寛 医療法人菅野愛生会こころのホスピタル・古川グリーンヒルズ 精神科 －

謝瀬尾　文洋 医療法人瀬尾医院 － 院長

謝根本　昌幸 医療法人成春会北習志野花輪病院 整形外科 院長

謝山﨑　隆 医療法人整形外科たかしクリニック 整形外科 院長

謝小野　睦 医療法人整友会弘前記念病院 整形外科 診療部長

謝赤石　孝一 医療法人整友会弘前記念病院 整形外科 科長

謝嘉森　雅俊 医療法人整友会豊橋整形外科向山クリニック － 院長

謝西下　正和 医療法人正啓会西下胃腸病院 消化器内科 院長

謝今井　善朗 医療法人正善会今井医院 － 院長

謝稲山　正人 医療法人正徳会稲山外科内科 － 院長

謝松本　正人 医療法人正明会まつもと脳神経・内科クリニック － 院長

謝木村　竹男 医療法人正和会日野病院 精神科・神経科 －

謝沖田　健一 医療法人清栄会清瀬病院 内科 部長

謝山田　聡敦 医療法人清輝会国府津病院 精神科 －

謝山田　友久 医療法人清友会山田整形外科・胃腸科・肛門科 － 院長

謝飯山　愛彦 医療法人清和会協立病院 整形外科 －

謝鳥羽　有 医療法人盛紀会鳥羽整形外科医院 整形外科 院長

謝清水　聖保 医療法人聖心会清水クリニック － 院長

謝中村　究 医療法人聖心会中村クリニック － 院長

謝檜垣　真吾 医療法人聖比留会セントヒル病院 消化器内科 主任部長

謝宮﨑　康二 医療法人聖粒会慈恵病院 産婦人科 顧問

謝二宮　利治 医療法人聖和クリニック － －

謝早川　潤 医療法人聖和会早川クリニック － 副院長

謝湯　久浩 医療法人聖和錦秀会阪和いずみ病院 精神科 院長

謝岸田　学 医療法人西浦会京阪病院 精神科 副院長

謝小野　正美 医療法人西口ハートクリニック － 院長

謝西川　彰治 医療法人西川整形外科 － 院長

謝近藤　秀二 医療法人西川病院 精神科 －

謝西田　民夫 医療法人西田たみお整形外科医院 － 院長

謝西本　章 医療法人西本整形外科 整形外科 院長

謝宮田　重樹 医療法人誠樹会宮田医院 － 院長

謝高橋　利明 医療法人誠心会吉田病院 整形外科 部長

謝小島　貴彦 医療法人誠心会小島内科 － 副院長

謝中塚　映政 医療法人青洲会なかつか整形外科リハビリクリニック － 院長

謝渡邉　純 医療法人青心会わたなべメンタルクリニック － 院長

謝青木　雅弘 医療法人青木医院 － 院長

謝神野　佳樹 医療法人青葉会神野レディスクリニック － 院長

謝大塲　正二 医療法人青藍会大場内科クリニック 内科 院長

謝吉田　卓生 医療法人静光園第二病院 精神科 院長

謝古川　修 医療法人静心会藤田メンタルケアサテライト － 院長

謝石橋　正二郎 医療法人石橋内科医院 － 院長

謝松村　崇史 医療法人積愛会松村外科整形外科医院 － 院長

謝玉井　良樹 医療法人積善会積善クリニック 整形外科 院長

謝積木　秀明 医療法人積木整形外科 － 院長

謝玉田　孝幸 医療法人赤城会三枚橋病院 － －

謝村上　忠 医療法人赤城会三枚橋病院 精神科・神経科 院長

謝佐野村　誠 医療法人仙養会北摂総合病院 消化器内科 部長

謝川崎　浩史 医療法人川崎整形外科クリニック － 院長

謝河合　光徳 医療法人川崎病院 － 医長

謝戸祭　正喜 医療法人川崎病院 整形外科 部長

謝川谷　義行 医療法人川谷整形外科 － 院長

謝前川　和道 医療法人前川整形外科医院 － 院長

謝習田　武史 医療法人全心会寝屋川ひかり病院 整形外科 副院長

謝山口　力 医療法人創彩会せとぐち心療内科クリニック － 院長

謝中川　悟 医療法人創世会中川整形外科 － 院長

謝金上　功 医療法人創明会金上クリニック － 院長

謝藤東　淳也 医療法人双藤会産科・婦人科藤東クリニック 産婦人科 院長

謝山本　晴章 医療法人奏健やまもとクリニック － 院長

謝三木　健司 医療法人早石会早石病院 整形外科 センター長

謝相原　忠彦 医療法人相原整形外科 － 院長

謝池永　稔 医療法人相馬病院 脊椎外来 部長

謝堀内　晶子 医療法人草生会ほりうちレディースクリニック － 院長

謝佐藤　宗彦 医療法人蒼龍会井上病院 整形外科 副院長

謝石山　元太郎 医療法人藻友会札幌いしやま病院 外科 理事長

謝村上　俊 医療法人村上整形外科 － 院長

謝佐藤　賢治 医療法人泰仁会佐藤整形外科クリニック － 院長

謝大賀　征夫 医療法人大賀医院 － 院長

謝太田　邦昭 医療法人大岩の森太田整形外科 － 院長

謝大橋　勝久 医療法人大橋胃腸肛門科外科医院 － 副院長

謝大橋　由政 医療法人大心会大橋産婦人科クリニック － 院長

謝大森　敏秀 医療法人大森敏秀胃腸科クリニック － 院長

謝大塚　弘友 医療法人大塚医院 － 院長

謝大島　康志 医療法人大島内科医院おおしま内科皮フ科クリニック － 院長

謝村田　光延 医療法人大和会国分寺さくらクリニック 循環器内科 院長

謝大嶋　和海 医療法人大和会大嶋医院 － 院長

謝福田　善晴 医療法人大和会福田心臓・消化器内科 循環器科 理事長

謝河合　功 医療法人達瑛会鳳胃腸病院 消化器外科 副院長

謝谷野　雅俊 医療法人達瑛会鳳胃腸病院 薬剤部 薬局長

謝玉田　泰明 医療法人達磨会東加古川病院 精神科 －

謝大西　悠 医療法人達磨会東加古川病院 精神科 医局長

謝木村　省吾 医療法人達磨会東加古川病院 精神科 副院長

謝太田　守 医療法人辰星会枡記念病院 － 院長

謝澤田　康史 医療法人知音会堂島内科・消化器内科クリニック － 院長

謝小林　洋一 医療法人地の塩会とだ小林医院 － 院長

謝渡邉　正敏 医療法人智正会渡辺医院 － 院長

謝池田　理一郎 医療法人池田整形外科医院 － 院長

謝池澤　浩二 医療法人池澤クリニック － 院長

謝竹尾　重紀 医療法人竹尾クリニック － 院長

謝廣瀬　一史 医療法人中重会広瀬クリニック 整形外科 院長

謝中西　忍 医療法人中和会中西医院 内科 院長

謝大村　延博 医療法人仲田内科 － －

謝千住　みどり 医療法人朝日野会朝日野総合病院 心療内科 医長

謝辻　王成 医療法人朝日野会朝日野総合病院 整形外科 副センター長

謝長谷川　悟 医療法人長谷川クリニック － 院長



謝松本　均彦 医療法人長尾会ねや川サナトリウム 精神科・心療内科 副院長

謝長尾　喜代治 医療法人長尾会ねや川サナトリウム 精神科・心療内科 副理事長

謝長峯　清英 医療法人長峯会スザカ心療内科クリニック － 院長

謝辻　光 医療法人辻医院 － 院長

謝辻　秀一郎 医療法人辻秀輝整形外科 整形外科 院長

謝堤　聖吾 医療法人堤整形外科 － 院長

謝堤　俊仁 医療法人適水会つつみクリニック － 院長

謝安倍　弘和 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 泌尿器科 部長

謝松村　昭彦 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 循環器内科 主任部長

謝清水　幸子 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 婦人科 主任部長

謝池　成基 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 腫瘍内科 －

謝中路　聡 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 消化器内科 部長

謝平田　信人 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 消化器内科 顧問

謝木村　茂樹 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 循環器内科 部長

謝小澤　康正 医療法人鉄蕉会森の里病院 整形外科 診療部長

謝垂水　研一 医療法人天馬会チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 内科 部長

謝田原　敬士 医療法人田原整形外科医院 植木　哲也 院長

謝田村　秀子 医療法人田村秀子婦人科医院 － 院長

謝田中　利茂 医療法人田中クリニック － 院長

謝田中　信一 医療法人田中医院 － 院長

謝田添　明彦 医療法人田添医院 － 院長

謝渡邉　洋一郎 医療法人渡辺クリニック － 院長

謝金子　宏 医療法人東恵会星ケ丘マタニティ病院 内科 副院長

謝東　博文 医療法人東神経内科 － 院長

謝東　明彦 医療法人東整形外科 － 院長

謝加藤　初夫 医療法人東和会加藤内科・婦人科クリニック 内科・婦人科 院長

謝森内　宏充 医療法人東和会第一東和会病院 整形外科 部長

謝島田　健永 医療法人藤井会香芝生喜病院 循環器内科 副院長

謝今西　政仁 医療法人藤井会石切生喜病院 腎臓内科 副院長・透析センター長

謝山本　彰 医療法人藤井会石切生喜病院 婦人科 部長

謝田中　泰吉 医療法人藤井会石切生喜病院 内科 －

謝藤井　正敏 医療法人藤井整形外科内科医院 － 院長

謝廖　英和 医療法人藤仁会藤村病院 ペインクリニック 名誉院長

謝藤田　秀隆 医療法人藤田整形外科 － 院長

謝清水　謙 医療法人藤和会藤間病院 産婦人科 院長

謝吉本　隆昌 医療法人同信会福岡整形外科病院 整形外科 院長

謝德永　真巳 医療法人同信会福岡整形外科病院 整形外科 副院長

謝花田　能成 医療法人道成会花田整形外科・リウマチ科医院 整形外科・リウマチ科 院長

謝折野　一郎 医療法人徳志会折野産婦人科 産婦人科 院長

謝安部　瞬 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 消化器内科 －

謝古川　滋 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 炎症性腸疾患センター 部長

謝前本　篤男 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 炎症性腸疾患センター 副院長

謝徳留　章 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 薬剤部 －

謝綛村　俊之 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 整形外科 部長

謝竹内　正真 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 薬局 主任

謝大沼　寧 医療法人徳洲会山形徳洲会病院 整形外科 部長

謝當麻　俊彦 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 整形外科 部長

謝平川　雅章 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 薬剤部 薬剤部長

謝暁山　昌幸 医療法人徳昌会あきやま整形外科 整形外科 院長

謝喜多　洋平 医療法人徳洋会聖みどり病院 精神科 副院長

謝山家　滋 医療法人徳力団地診療所 － 院長

謝西野　直樹 医療法人内海慈仁会姫路北病院 精神科・心療内科 院長

謝内田　詔爾 医療法人内田クリニック － 院長

謝内野　貴久子 医療法人内野会うちの産婦人科 － 院長

謝山田　幸太 医療法人虹嶺会土浦ベリルクリニック － 院長

謝八角　有紀 医療法人日新堂八角病院 内科 院長

謝辻永　宏文 医療法人日之出内科クリニック － 院長

謝日鼻　靖 医療法人日鼻医院 － 院長

謝赤松　信雄 医療法人伯鳳会産科婦人科小国病院 産婦人科 顧問

謝金田　博史 医療法人博心会かねた整形外科医院 － 院長

謝近藤　哲士 医療法人博仁会村瀬病院 － 副院長

謝長田　純一 医療法人博仁会第一病院 整形外科 副院長

謝道野　博史 医療法人博友会みちのクリニック 整形外科 院長

謝進藤　邦彦 医療法人博友会進藤医院 － 院長

謝恵川　宏敏 医療法人博礼会与倉ペインクリニック － 院長

謝金子　貞男 医療法人柏葉脳神経外科病院 － 理事長

謝八十田　貴久 医療法人八十田医院やそだ整形外科リウマチクリニック 整形外科 院長

謝山内　裕樹 医療法人八重瀬会同仁病院 整形外科 院長代理

謝永関　慶重 医療法人斐水会ながせき頭痛クリニック － 院長

謝米澤　隆 医療法人微風会浜寺病院 精神科 副院長

謝竹内　義明 医療法人美甘会勝山病院 外科 院長

謝加藤　桂 医療法人美月会前後整形外科内科クリニック 整形外科 院長

謝濱﨑　卓 医療法人浜崎医院 － 院長

謝三戸　明夫 医療法人芙蓉会村上病院 整形外科 副院長

謝穴澤　龍治 医療法人風のすずらん会北広島メンタルクリニック 精神科 院長

謝山本　宝 医療法人福井愛育病院 産婦人科 院長

謝福井　正 医療法人福井会フクイ産婦人科クリニック － 理事長

謝芝　伸太郎 医療法人福知会もみじケ丘病院 精神科 院長

謝針生　峰子 医療法人福峰会はりう産婦人科内科クリニック － －

謝桝田　充彦 医療法人平治会ＳＡＬＡレディースクリニック － 院長

謝熊木　光包 医療法人平成会サンライズ酒井病院 整形外科 部長

謝石川　有平 医療法人平成会八戸平和病院 麻酔科 －

謝田村　睦弘 医療法人平和会平和病院 脊椎外科 センター長

謝池田　秀一 医療法人宝持会いけだクリニック 整形外科 院長

謝町井　義和 医療法人宝持会池田病院 整形外科 副院長

謝斎藤　政克 医療法人宝生会ＰＬ病院 整形外科 部長

謝豊田　澄男 医療法人宝美会総合青山病院 消化器内科 副院長

謝染矢　晋佑 医療法人芳清会大崎整形外科 整形外科 －

謝田中　伸明 医療法人豊仁会三井病院 整形外科 部長

謝榊原　隆志 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 薬剤部 －

謝池上　脩二 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 消化器内科 －

謝濵島　英司 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 消化器内科 副院長

謝新城　健太郎 医療法人豊田山之手会山之手痛みと内科のクリニック 整形外科 院長

謝山﨑　健司 医療法人邦友会小田原循環器病院 循環器内科 －

謝可知　裕章 医療法人鳳紀会可知病院 整形外科・リハビリテーション科 院長

謝長原　正静 医療法人鳳紀会大崎整形リハビリクリニック － 院長

謝杉本　憲治 医療法人鳳樹会杉本憲治クリニック － 院長

謝大浦　久典 医療法人北海道整形外科記念病院 整形外科 診療部長

謝鈴木　孝治 医療法人北海道整形外科記念病院 整形外科 副院長

謝鈴木　勝 医療法人北海道整形外科記念病院 整形外科 医長

謝坂本　尚聰 医療法人北翔会６条整形外科クリニック 整形外科 院長

謝堀中　直明 医療法人堀中脳神経外科クリニック － 院長



謝木内　哲也 医療法人未来田名整形外科クリニック － 院長

謝有吉　祐 医療法人眠りとこころのＹＯＵクリニック有吉祐睡眠クリニック － 院長

謝名越　充 医療法人名越整形外科医院 － 院長

謝齋藤　究 医療法人名古屋究佳会さいとう整形外科リウマチ科 － 院長

謝平村　英寿 医療法人明薫会長嶺南クリニック 精神科 院長

謝北　英二郎 医療法人明薫会長嶺南クリニック 精神科 副院長

謝関　純 医療法人明浩会西大宮病院 整形外科 院長

謝安本　正徳 医療法人明笑会やすもとクリニック － 院長

謝大迫　浩文 医療法人明正会今林整形外科病院 － 院長

謝高原　光明 医療法人明生会高原整形外科 － 院長

謝篠﨑　聡 医療法人明生会篠﨑内科クリニック － 院長

謝髙井　昭裕 医療法人明萌会ウェルネス高井クリニック － 院長

謝後藤　慎二郎 医療法人明和会佐藤病院 － －

謝真鍋　憲市 医療法人木戸医院 内科 院長

謝野垣　岳志 医療法人野垣クリニック － 副院長

謝野崎　雅裕 医療法人野崎ウイメンズクリニック － 院長

謝矢野　浩史 医療法人矢野産婦人科 － 院長

謝矢野　哲郎 医療法人矢野内科クリニック － 院長

謝半田　文穗 医療法人唯愛会桐の木クリニック 精神科 院長

謝金城　瑞樹 医療法人優雅鶴間かねしろ内科クリニック － 理事長

謝森澤　孝行 医療法人優心会竜王レディースクリニック － 院長

謝増田　吉彦 医療法人優和会増田整形外科病院 整形外科 理事長

謝星野　健 医療法人友愛会盛岡友愛病院 心療内科 －

謝千葉　太郎 医療法人友愛会盛岡友愛病院 心療内科 副院長・心療内科部長

謝岸本　恭紀 医療法人友仁会おおひらレディスクリニック － 院長

謝原田　剛志 医療法人悠志会パークサイドこどものこころクリニック － 院長

謝有吉　俊一 医療法人有吉クリニック － 院長

謝古瀨　洋一 医療法人有光会サトウ病院 整形外科 院長

謝大木　隆弘 医療法人有心会あつみメディカルクリニック － 院長

謝植村　健吾 医療法人有隣会伊敷病院 神経内科 院長

謝西浦　竹彦 医療法人遊心会にじクリニック － 副院長

謝金野　則弘 医療法人雄心会函館おおてまちクリニック － 院長

謝原口　浩一 医療法人雄心会函館新都市病院 脳神経外科 院長

謝高澤　宏文 医療法人雄心会函館新都市病院 内科 －

謝周藤　雄二 医療法人雄仁会すとうレディースクリニック － 院長

謝遠藤　昌樹 医療法人陽樹開運橋消化器内科クリニック － 院長

謝野村　健太郎 医療法人立川メディカルセンター柏崎厚生病院 精神科 医長

謝角南　義文 医療法人竜操整形外科病院 － 院長

謝川畑　亜矢人 医療法人竜操整形外科病院 整形外科 －

謝日尾　有宏 医療法人龍邦会東前橋整形外科 － －

謝脇田　重明 医療法人良秀会藤井病院 整形外科 院長

謝河田　圭司 医療法人良仁会かわたペインクリニック ペイン科 院長

謝齋藤　達也 医療法人良知会齋藤内科クリニック － 院長

謝長沼　康子 医療法人緑の風長沼医院 婦人科 －

謝河村　芳知 医療法人玲明会大腸クリニック・かわむら内科 － 院長

謝渋井　秀一 医療法人蓮江病院 整形外科 －

謝山内　健輔 医療法人和み会山内整形外科 整形外科 院長

謝岸本　智数 医療法人和楽会なごやメンタルクリニック － 院長

謝原井　宏明 医療法人和楽会なごやメンタルクリニック － －

謝海老澤　尚 医療法人和楽会横浜クリニック 精神科 院長

謝貝谷　久宣 医療法人和楽会心療内科・神経科赤坂クリニック － 理事長

謝吉田　栄治 医療法人和楽会心療内科・神経科赤坂クリニック － 院長

謝境　洋二郎 医療法人和楽会心療内科・神経科赤坂クリニック 心療内科 －

謝佐々木　司 医療法人和楽会心療内科・神経科赤坂クリニック 精神科 －

謝坂元　薫 医療法人和楽会心療内科・神経科赤坂クリニック － －

謝水野　貴史 医療法人和気会新生会病院 精神科 副院長

謝栗生　雅人 医療法人和光会前田病院 整形外科 －

謝長坂　正仁 医療法人和仁会長坂クリニック 産婦人科 院長

謝栗本　拓也 医療法人偕行会名古屋共立病院 消化器内科 副院長

謝廣岡　勇之進 医療法人廣岡脳神経外科 － 院長

謝工藤　卓弥 医療法人晨整会工藤整形外科医院 － 院長

謝池田　景子 医療法人榮邦会池田クリニック 産婦人科 副院長

謝濱　渉 医療法人濱整形外科医院 － 院長

謝牧　徳彦 医療法人鶯友会牧病院 精神科 院長

謝工藤　修己 医療法人黎明会工藤クリニック － 院長

謝上ノ山　一寛 医療法人遙山会南彦根クリニック － 院長

謝柴田　勲 医療法人髙仁会川口クリニック － 院長

謝晴山　仁志 医療明日葉会札幌マタニティ・ウィメンズＪＲタワークリニック 産婦人科 院長

謝井尻　慎一郎 井尻整形外科 － 院長

謝佐々　治紀 一宮市立市民病院 産婦人科 部長

謝中間　季雄 一般財団法人とちぎメディカルセンター下都賀総合病院 整形外科 院長

謝山下　元康 一般財団法人みやぎ静心会国見台病院 精神科 －

謝小田　康彦 一般財団法人みやぎ静心会国見台病院 精神科 副院長

謝髙橋　俊一 一般財団法人医療・介護・教育研究財団柳川病院 産婦人科 部長

謝武市　和之 一般財団法人温知会会津中央病院 産婦人科 院長

謝小里　俊幸 一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 外科・大腸肛門科 院長

謝松田　知己 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 消化器内科 部長

謝小島　岳史 一般財団法人弘潤会野崎東病院 整形外科 －

謝森田　宏紀 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 産婦人科 副院長

謝郡司　啓文 一般財団法人桜ケ丘病院 － 診療部長

謝勝見　修一郎 一般財団法人三友堂病院 消化器内科 医長

謝伊與田　友和 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 薬剤部 －

謝岡田　勝治 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 消化器内科 －

謝佐藤　博明 一般財団法人自警会東京警察病院 脳神経外科 部長

謝小椋　啓司 一般財団法人自警会東京警察病院 消化器科 部長

謝紀田　修平 一般財団法人住友病院 血液内科 －

謝向井　章 一般財団法人住友病院 消化器内科 副医長

謝渋谷　高明 一般財団法人住友病院 整形外科 診療主任部長

謝田中　信彦 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院 ペインクリニック 部長

謝立山　真吾 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院 ペインクリニック 部長

謝水野　勝則 一般財団法人新田塚医療福祉センター福井総合病院 整形外科 部長

謝鎌田　修博 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 整形外科 副院長

謝荒瀬　透 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 産婦人科 部長

謝松尾　若奈 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 － －

謝水城　啓 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 消化器内科 部長

謝關口　治 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 整形外科 副部長

謝武田　敏伸 一般財団法人仁明会仁明会クリニック － 院長

謝泉　正樹 一般財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院 内科 副院長

謝小松　尚 一般財団法人双仁会青森厚生病院 整形外科 部長

謝安藤　正明 一般財団法人倉敷成人病センター 婦人科 院長

謝羽田　智則 一般財団法人倉敷成人病センター 婦人科 副部長

謝今村　牧夫 一般財団法人倉敷成人病センター 診療支援部 副部長



謝太田　啓明 一般財団法人倉敷成人病センター 産科婦人科 主任部長

謝梅川　康弘 一般財団法人倉敷成人病センター倉敷成人病クリニック 内科 院長

謝今村　秀道 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 消化器内科 内視鏡室部長

謝佐々木　雅之 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 心療内科 部長

謝佐藤　衛 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 腎センター センター長

謝神林　裕行 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 － 血液疾患センター長

謝田中　幹夫 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 － 周産期センター長

謝齋藤　浩孝 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 腎臓内科 －

謝朝熊　英也 一般財団法人大原綜合病院 整形外科 主任部長

謝西尾　幸浩 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 産婦人科 部長

謝柄川　悟志 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 消化器内科 部長

謝明田　秀太 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 脳神経外科 副部長

謝林田　賢治 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 整形外科 部長

謝和田　英路 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 脊髄・脊椎センター 脊椎・脊髄センター長

謝藪田　健太郎 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 整形外科 副医長

謝塩川　秀樹 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 薬剤科 科長

謝角田　卓哉 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 消化器内科 科長

謝藤城　裕一 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 整形外科 科長

謝岡本　一 一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 産婦人科 部長

謝原田　繁 一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 整形外科 院長

謝大友　ひろ美 一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 薬剤部 部長

謝杉山　哲大 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 薬剤部 部長

謝竹中　龍太 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 内科 部長

謝竹本　浩二 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 内科 主任部長

謝天野　秀介 一般財団法人天誠会武蔵境病院付属あんずクリニック 整形外科 院長

謝永嶋　弘道 一般財団法人東北精神保健会青葉病院 神経科・精神科 副院長

謝根岸　幸裕 一般財団法人東北精神保健会青葉病院 神経科・精神科 －

謝藤本　英生 一般財団法人東北精神保健会青葉病院 神経科・精神科 副院長

謝松田　玲圭 一般財団法人同友会藤沢湘南台病院 消化器内科 －

謝大山　晃二 一般財団法人同友会藤沢湘南台病院 整形外科 部長

謝小野　正博 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 心臓・循環器ｾﾝﾀｰ 副センター長

謝西野　徳之 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 消化器内科 センター長

謝浅利　潤 一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 脳神経外科 執行本部長

謝星野　瑞 一般財団法人博慈会博慈会記念総合病院 整形外科 部長

謝佐藤　太一 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 外科 医長

謝那須野　寛也 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 外科 副部長

謝關　敏郎 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 内科 －

謝牧野　和也 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 薬剤課 －

謝西田　智 一般財団法人福岡県社会保険医療協会社会保険直方病院 整形外科 副院長

謝宮原　健輔 一般財団法人福岡県社会保険医療協会社会保険田川病院 消化器内科 医長

謝前川　隆一郎 一般財団法人福岡県社会保険医療協会社会保険田川病院 消化器内科 顧問

謝金井　英俊 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 － 副院長

謝入江　利行 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 薬剤部 部長

謝仮屋崎　通子 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師

謝荒金　英樹 一般社団法人愛生会愛生会山科病院 外科 部長

謝西村　敏 一般社団法人愛生会愛生会山科病院 内科 部長

謝堀江　秀樹 一般社団法人愛生会愛生会山科病院 内科 医長

謝貴船　雅夫 一般社団法人岩国市医師会岩国市医療センター医師会病院 整形外科 副院長

謝安岡　宏樹 一般社団法人巨樹の会所沢明生病院 整形外科 部長

謝髙井　大樹 一般社団法人巨樹の会所沢明生病院 － －

謝原田　実根 一般社団法人唐津東松浦医師会医療センター 内科 院長

謝落合　和彦 一般社団法人東京産婦人科医会 － 会長

謝木原　浩一 一般社団法人藤元メディカルシステム藤元総合病院 循環器内科 院長

謝山本　佳代 一般社団法人尼崎市薬剤師会 － 理事

謝樋口　輝彦 一般社団法人日本うつ病センター六番町メンタルクリニック － －

謝野村　総一郎 一般社団法人日本うつ病センター六番町メンタルクリニック － 所長

謝宮川　明彦 一般社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院 内科 副院長

謝阿部　功 一般社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院 － 院長

謝大野　裕 一般社団法人認知行動療法研修開発センター － 理事長

謝吉村寿郎 一般社団法人福岡県社会保険医療協会社会保険大牟田天領病院 看護部
看護師長/皮膚・排泄ケア認定看護師/特定
看護師

謝山口　英二 一部事務組合下北医療センターむつ総合病院 産科婦人科 部長

謝速水　史郎 一部事務組合下北医療センターむつ総合病院 消化器内科・内科 副部長

謝山内　健二 稲城市立病院 整形外科 副院長

謝稲田　善久 稲田整形外科医院 整形外科 院長

謝河村　貴広 茨城県厚生農業協同組合連合会ＪＡとりで総合医療センター 消化器内科 部長

謝酒井　義法 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 消化器内科 院長代行

謝大貫　雅裕 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 血管外科 部長

謝島袋　剛二 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 産婦人科 部長

謝内山　英俊 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 血管外科 部長

謝廣岡　一信 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 心臓血管外科 部長

謝沖　明典 茨城県立中央病院 産婦人科 部長

謝五頭　三秀 茨城県立中央病院 消化器内科 部長

謝亀﨑　髙夫 茨城西南医療センター病院 脳神経外科 院長

謝上杉　雅文 茨城西南医療センター病院 整形外科 副院長

謝加藤　一朗 隠岐広域連合立隠岐病院 － 地域連携部長

謝阿部　秀一 羽後町立羽後病院 整形外科 －

謝頴川　功 頴川医院 － 院長

謝佐々木　淳 越谷市立病院 消化器科 副院長

謝須賀　新 越谷市立病院 産科・婦人科 部長

謝鈴木　順 奥州市国民健康保険前沢診療所 － 所長

謝荒木　浩 横須賀市立うわまち病院 循環器科 科長

謝山本　和良 横須賀市立うわまち病院 整形外科 副院長

謝沼田　裕一 横須賀市立うわまち病院 循環器科 院長

謝種山　和江 横須賀市立うわまち病院 救命救急センター 看護師長　

謝相澤　康子 横須賀市立市民病院 薬剤部 薬剤科長

謝髙本　誠一 横浜ひまわりクリニック － 院長

謝若松　昌巨 横浜市立みなと赤十字病院 産婦人科 副部長

謝渡邊　憲 横浜市立みなと赤十字病院 皮膚科 部長

謝髙橋　慎治 横浜市立みなと赤十字病院 産婦人科 部長

謝吉田　浩 横浜市立市民病院 産婦人科 部長

謝山口　滋紀 横浜市立市民病院 神経内科 科長

謝諸星　雄一 横浜市立市民病院 消化器内科 部長

謝小金井　一隆 横浜市立市民病院 炎症性腸疾患科 科長

謝杉田　昭 横浜市立市民病院 炎症性腸疾患科 副院長

謝甘利　和光 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経血管内治療科 部長

謝青田　洋一 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脊椎脊髄外科 副院長

謝山田　和夫 横浜尾上町クリニック － 院長

謝杉下　瑞希 王子こころのクリニック 精神科 －

謝杉下　和行 王子こころのクリニック 精神科 院長

謝森田　剛文 岡崎市民病院 産婦人科 部長

謝水谷　栄介 岡崎市民病院 産婦人科 －



謝内田　亜津紗 岡崎市民病院 産婦人科 －

謝岡田　篤信 岡田内科クリニック － 院長

謝岡部　登志男 岡部内科クリニック － 院長

謝岡本　典雄 岡本クリニック － 院長

謝岡本　章寛 岡本内科クリニック － 院長

謝宮崎　勝彦 沖縄科学技術大学院大学 神経計算ユニット 研究員

謝岸本　信三 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター － 副院長

謝加茂　淳 加茂整形外科医院 － 院長

謝夏目　秀彦 夏目クリニック － 院長

謝黒須　紀友 河原町メンタルクリニック － 院長

謝花塚　和伸 花塚クリニック － 院長

謝岩橋　正明 海南医療センター 婦人科 副院長

謝大山　泰弘 海老名西口こころの診療所 － 院長

謝高見　昭良 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 血液内科 教授

謝佐々木　誠人 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 消化管内科 特任教授

謝篠原　康一 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 産科・婦人科 准教授

謝若槻　明彦 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 産科・婦人科 主任教授

謝出家　正隆 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 整形外科 教授

謝森　直治 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 緩和ケアセンター 教授

謝天野　哲也 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 循環器内科 教授

謝渡邉　大輔 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 皮膚科 教授

謝藪下　廣光 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 産科・婦人科 特任教授

謝松原　達昭 学校法人愛知学院愛知学院大学歯学部附属病院 内科 主任教授

謝岩下　光利 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 産婦人科 院長

謝久松　理一 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 消化器内科 教授

謝古瀬　純司 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 腫瘍内科 教授

謝佐藤　泰紀 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 産婦人科 －

謝佐藤　徹 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 循環器内科 教授

謝坂倉　健吾 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 整形外科 助教

謝篠原　高雄 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 薬剤部 薬剤部長

謝小寺　正純 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 整形外科 講師

謝小林　陽一 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 産婦人科 教授

謝青木　沙知 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 C3/C4病棟 －

謝石井　祐子 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 C-3/C-4病棟 －

謝長島　文夫 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 腫瘍内科 臨床教授

謝坪井　貴嗣 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 精神神経科 講師

謝渡邊　衡一郎 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 精神神経科 教授

謝北爪　美奈子 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 C3/C4病棟 －

謝齋藤　大祐 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 消化器内科 助教

謝丹波　光子 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 看護部 褥瘡管理者

謝安田　勝彦 学校法人関西医科大学関西医科大学附属滝井病院 産婦人科 教授

謝松下　光伸 学校法人関西医科大学関西医科大学附属滝井病院 消化器肝臓内科 准教授

謝西尾　彰功 学校法人関西医科大学関西医科大学附属滝井病院 消化器肝臓内科 教授

謝岡崎　和一 学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 内科学第三講座 主任教授

謝岡田　英孝 学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 産科学婦人科学 教授

謝吉村　健 学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 小児科 准教授

謝足立　崇 学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 整形外科 助教

謝福井　寿朗 学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 消化器肝臓内科 講師

謝北　正人 学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 産科・婦人科・婦人科内視鏡外科 診療教授

謝永沢　崇幸 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 産婦人科 助教

謝遠藤　寛興 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 整形外科 特任講師

謝丸山　盛貴 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 整形外科 助教

謝熊谷　仁 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 産婦人科 特任教授

謝工藤　賢三 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 薬剤部長 －

謝佐藤　衛 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 心血管・腎・内分泌内科 －

謝佐藤　文彦 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 副薬剤部長 －

謝三田　俊成 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 精神神経科 －

謝寺山　靖夫 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 神経内科・老年科 教授

謝松本　主之 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 消化器内科消化管分野 教授

謝森野　禎浩 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 循環器内科 教授

謝杉山　徹 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 産婦人科 主任教授

謝星　克仁 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 精神神経科 講師

謝村井　正俊 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 産婦人科 助教

謝村上　秀樹 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 整形外科 准教授

謝大塚　耕太郎 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 精神神経科 教授

謝中村　昌太郎 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 消化器内科消化管分野 准教授

謝梁井　俊一 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 消化器内科消化管分野 助教

謝千葉　俊美 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院歯科医療センター 口腔医学講座関連医学分野 教授

謝井上　英豪 学校法人久留米大学久留米大学医学部 整形外科教室 －

謝横須賀　公章 学校法人久留米大学久留米大学医学部 整形外科教室 助教

謝吉岡　慎一郎 学校法人久留米大学久留米大学医学部 消化器内科内科部門 助教

謝牛嶋　公生 学校法人久留米大学久留米大学医学部 産婦人科学講座 主任教授

謝山岸　昌一 学校法人久留米大学久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療学講座 教授

謝山田　圭 学校法人久留米大学久留米大学医学部 整形外科教室 講師

謝山田　信一 学校法人久留米大学久留米大学医学部 麻酔学教室 講師

謝森岡　基浩 学校法人久留米大学久留米大学医学部 脳神経外科学講座 主任'教授

謝足逹　寿 学校法人久留米大学久留米大学医学部 地域医療連携講座 教授

謝野村　政壽 学校法人久留米大学久留米大学医学部 内科学講座　内分泌代謝内科部門 主任教授

謝光山　慶一 学校法人久留米大学久留米大学医学部内科学講座 消化器内科部門　炎症性腸疾患センター 教授

謝三輪　涼子 学校法人久留米大学久留米大学病院 薬剤部 副部長

謝上野　高史 学校法人久留米大学久留米大学病院 循環器病センター 教授

謝菊池　啓 学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 整形外科 院長

謝内山　卓也 学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 脳神経外科 講師

謝山﨑　顕二 学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リウマチ科 －

謝神谷　正人 学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リウマチ科 －

謝水野　成人 学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 内視鏡部 教授

謝村上　哲平 学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リウマチ科 －

謝大井　豪一 学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 産婦人科 部長

謝樫田　博史 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 消化器内科 部長

謝宮本　裕史 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 整形外科 准教授

謝小谷　泰史 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 産婦人科 －

謝森本　昌宏 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 疼痛制御センター（麻酔科） －

謝池田　光正 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 整形外科 －

謝渡邉　智裕 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 － －

謝白井　達 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 疼痛制御センター（麻酔科） －

謝飛梅　孝子 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 産婦人科 －

謝米田　賴晃 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 消化器内科 －

謝野田　起一郎 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 － 名誉教授

謝鈴木　彩子 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 産婦人科 －

謝櫻井　俊治 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 消化器内科 医長

謝齋藤　淳史 学校法人金沢医科大学金沢医科大学氷見市民病院 腎臓内科 センター長

謝市堰　徹 学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 整形外科 准教授



謝小林　淳二 学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 総合診療センター センター長

謝正木　康史 学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 血液・リウマチ膠原病科 教授

謝丹羽　修 学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 薬剤部 部長

謝有沢　富康 学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 消化器内科 教授

謝瀧田　結香 学校法人慶應義塾慶應義塾大学看護医療学部 － 助教

謝伊原　奈帆 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 麻酔科 助教

謝岡田　英次朗 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 整形外科学 助教

謝岡本　真一郎 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 血液内科 教授

謝海老原　全 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 皮膚科学教室 准教授

謝丸山　哲夫 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 産科 准教授

謝宮本　健史 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 整形外科 特任准教授

謝金井　隆典 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 消化器内科 教授

謝佐渡　充洋 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 専任講師

謝阪埜　浩司 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 婦人科 准教授

謝三村　將 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 教授

謝山縣　文 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 助教

謝緒方　晴彦 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 内視鏡センター 教授・センター長

謝小田　亜希 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 内科外来 －

謝松村　昇 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 整形外科学 助教

謝松本　守雄 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 整形外科学 教授

謝新村　秀人 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 講師

謝青木　大輔 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 婦人科 教授

謝大井　博貴 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 －

謝竹内　啓善 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 助教

謝辻　収彦 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 整形外科学 特任助教

謝田渕　肇 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 専任講師

謝渡邉　航太 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 整形外科学 専任講師

謝藤澤　大介 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 専任講師

謝二木　康夫 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 整形外科学 准教授

謝八木　満 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 整形外科学 専任講師

謝平橋　淳一 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 総合診療科 専任講師

謝平沢　晃 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 婦人科 専任講師

謝望月　眞弓 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 薬学部 教授・薬剤部長

謝有田　誠 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 薬学部 教授

謝櫻井　準 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 助教

謝早狩　誠 学校法人弘前城東学園弘前医療福祉大学保健学部 看護学科 教授

謝河村　朗夫 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学医学部 － 主任教授

謝柿沼　敏行 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学医学部 産婦人科 准教授

謝石井　賢 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学医学部 整形外科学 主任教授

謝笹生　豊 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学塩谷病院 整形外科 部長

謝田村　雄一 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学三田病院 心臓血管センター －

謝畠　清彦 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学三田病院 悪性リンパ腫・血液腫瘍センター センター長

謝片岡　幹統 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学三田病院 消化器内科 副部長

謝武藤　正樹 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学東京青山キャンパス 医療経営管理学科 教授

謝天野　託 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院 精神神経科 教授

謝大塚　勤 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院 皮膚科 教授

謝大西　秀樹 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 精神腫瘍科 教授

謝加藤　真吾 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科 准教授

謝近藤 正巳 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 薬剤部 薬剤部長

謝税田　和夫 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 整形外科 教授

謝石橋　朗 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科 －

謝髙井　泰 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科 教授

謝岡田　浩一 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 腎臓内科 教授

謝梶原　健 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 産婦人科 教授

謝吉岡　浩之 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 整形外科・脊椎外科 講師

謝宮川　義隆 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 総合診療内科 副部長

謝今井　幸紀 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 消化器内科・肝臓内科 准教授

謝今枝　博之 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 総合診療内科 教授

謝左　勝則 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 産婦人科 助教

謝坂口　勝信 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 整形外科・脊椎外科 講師

謝市岡　滋 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 形成外科・美容外科 教授

謝持田　智 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 消化器内科・肝臓内科 教授

謝石原　理 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 産婦人科 教授

謝松岡　美木 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 褥創対策管理室 褥創管理者

謝花見　健太郎 学校法人産業医科大学 医学部　第1内科学講座 学内講師

謝吉村　玲児 学校法人産業医科大学 医学部　精神医学教室 教授

謝宮本　哲 学校法人産業医科大学 医学部　第２内科学 副部長・講師

謝鏡　誠治 学校法人産業医科大学 医学部　産科婦人科学　 准教授

謝栗田　智子 学校法人産業医科大学 医学部　産科婦人科学 講師

謝佐羽内　研 学校法人産業医科大学 医学部　整形外科学教室 学内講師

謝山根　宏敏 学校法人産業医科大学 医学部　整形外科学教室 助教

謝酒井　昭典 学校法人産業医科大学 医学部　整形外科学教室 教授

謝川﨑　展 学校法人産業医科大学 医学部　整形外科学教室 講師

謝渡邊　龍之 学校法人産業医科大学 医学部　第三内科学 助教

謝堀　輝 学校法人産業医科大学 医学部　精神医学教室 講師

謝菅　秀太郎 学校法人産業医科大学 医学部　小児科学教室 助教

謝吉村　和晃 学校法人産業医科大学産業医科大学若松病院 産婦人科 診療科長

謝植木　哲也 学校法人産業医科大学産業医科大学病院 薬剤部 部長

謝芳川　一郎 学校法人産業医科大学産業医科大学病院 内視鏡部 部長

謝窪田　誠 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 整形外科 診療部長

謝山寺　亘 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 精神神経科 診療部長

謝長島　弘泰 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 脳神経外科 診療部長

謝有廣　誠二 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 消化器・肝臓内科 診療医長

謝舘野　歩 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属第三病院 精神神経科 診療部長

謝日高　三和 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属第三病院 産婦人科 －

謝木島　洋征 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属第三病院 消化器・肝臓内科 医長

謝加藤　壮紀 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 整形外科 講師

謝吉田　博 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 中央検査部 教授

謝牛久　智加良 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 － －

謝黒田　浩 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 － －

謝勝俣　はるみ 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 薬剤部 薬剤課長

謝小曽根　浩一 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 産婦人科 －

謝藤本　啓 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 准教授

謝内山　幹 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 消化器・肝臓内科 医長（講師）

謝髙野　浩邦 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 産婦人科 准教授

謝猿田　雅之 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 消化器・肝臓内科 主任教授

謝岡本　愛光 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 産婦人科学講座 主任教授

謝吉村　道博 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科 主任教授

謝宮田　久嗣 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 精神医学講座 教授

謝細谷　龍男 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 腎臓・高血圧内科 名誉教授

謝三戸部　慈実 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 消化器・肝臓内科 －

謝山田　恭輔 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 産婦人科学講座 教授



謝小曾根　基裕 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 精神医学講座 准教授

謝曽雌　茂 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 整形外科 准教授

謝坪井　伸夫 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 腎臓・高血圧内科 准教授

謝繁田　雅弘 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 精神医学講座 主任教授

謝櫻井　俊之 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 消化器・肝臓内科 －

謝齋藤　充 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 整形外科学講座 准教授

謝濵口　孝幸 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 ペインクリニック －

謝井上　泰一 学校法人自治医科大学自治医科大学 整形外科学 講師

謝塩田　勝利 学校法人自治医科大学自治医科大学 精神医学講座 准教授

謝苅尾　七臣 学校法人自治医科大学自治医科大学 内科学講座　循環器内科学部門 教授

謝五十嵐　孝 学校法人自治医科大学自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座 准教授

謝高橋　宏典 学校法人自治医科大学自治医科大学 産科婦人科学講座 准教授

謝黒尾　誠 学校法人自治医科大学自治医科大学 分子病態治療研究センター　抗加齢医学研究部 教授

謝砂田　圭二郎 学校法人自治医科大学自治医科大学 内科学講座　消化器内科学部門 准教授

謝坂本　博次 学校法人自治医科大学自治医科大学 内科学講座　消化器内科学部門 講師

謝山本　博徳 学校法人自治医科大学自治医科大学 内科学講座　消化器内科学部門 主任教授

謝須田　史朗 学校法人自治医科大学自治医科大学 精神医学講座 主任教授

謝竹下　克志 学校法人自治医科大学自治医科大学 整形外科学 教授

謝藤原　寛行 学校法人自治医科大学自治医科大学 産科婦人科学講座 教授

謝朔　伊作 学校法人自治医科大学自治医科大学附属さいたま医療センター 整形外科 助教

謝松本　吏弘 学校法人自治医科大学自治医科大学附属さいたま医療センター 消化器内科 講師

謝藤田　英雄 学校法人自治医科大学自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科 教授

謝眞嶋　浩聡 学校法人自治医科大学自治医科大学附属さいたま医療センター 消化器内科 教授

謝神田　善伸 学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 血液科 教授

謝船山　大 学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 心疾患治療部 准教授

謝中澤　寛仁 学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 薬剤部 副薬剤部長

謝藤井　博文 学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 臨床腫瘍部 教授

謝齋藤　修 学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 透析部 教授

謝丸山　祐一郎 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 整形外科 教授

謝岩本　志穗 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 消化器内科 助教

謝菊地　盤 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 産婦人科 先任准教授

謝戸叶　隆司 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 －

謝長田　太郎 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 消化器内科 教授

謝野島　美知夫 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 産婦人科 教授

謝井関　雅子 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 麻酔科・ペインクリニック 教授

謝荒川　隆太郎 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 薬剤部 部長

謝高橋　正倫 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 －

謝小松　則夫 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 血液内科 教授

謝石川　大 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 准教授

謝石島　旨章 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 整形外科・スポーツ診療科 准教授

謝竹田　純 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 産科・婦人科 助教

謝馬場　元 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 精神科神経科 准教授

謝米澤　郁穂 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 整形外科・スポーツ診療科 准教授

謝北出　真理 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 産科・婦人科 教授

謝野村　収 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 助手

謝鈴木　仁 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 腎・高血圧内科 准教授

謝鈴木　祐介 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 腎・高血圧内科 教授

謝澁谷　智義 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 准教授

謝加藤　俊介 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 腫瘍内科 教授

謝鈴木　利人 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 メンタルクリニック 教授

謝宮内　克己 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 循環器内科 教授

謝玄田　拓哉 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 消化器内科 教授

謝三橋　直樹 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 産婦人科 院長

謝井下　博之 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 腎・高血圧内科 助教

謝井尾　浩章 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 腎・高血圧内科 准教授

謝荻島　大貴 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 産科・婦人科 准教授

謝鎌田　孝一 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 整形外科・スポーツ診療科 准教授

謝松岡　正造 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 産科・婦人科 准教授

謝川邉　正人 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 消化器内科 准教授

謝前田　公一 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 整形外科・スポーツ診療科 准教授

謝福生　有華 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 消化器内科 助教

謝野沢　雅彦 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 整形外科・スポーツ診療科 副院長

謝立沢　正臣 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 薬剤科 －

謝秋野　亮介 学校法人昭和大学昭和大学横浜市北部病院 産婦人科 助教

謝小形　典之 学校法人昭和大学昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 助教

謝安藤　智 学校法人昭和大学昭和大学江東豊洲病院 産科 －

謝浦上　尚之 学校法人昭和大学昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 准教授

謝上野　明子 学校法人昭和大学昭和大学江東豊洲病院 消化器センター －

謝大槻　克文 学校法人昭和大学昭和大学江東豊洲病院 産科 准教授

謝黒木　優一郎 学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 消化器内科 講師

謝森岡　幹 学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 産婦人科 准教授

謝西中　直也 学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 整形外科 准教授

謝大下　優介 学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 整形外科 講師

謝中山　健 学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 産婦人科 講師

謝角尾　知映 学校法人昭和大学昭和大学病院 消化器内科 －

謝梶　泰隆 学校法人昭和大学昭和大学病院 整形外科学 助教

謝宮岡　英世 学校法人昭和大学昭和大学病院 整形外科 客員教授

謝工藤　理史 学校法人昭和大学昭和大学病院 整形外科 講師

謝佐々木　忠徳 学校法人昭和大学昭和大学病院 薬剤部 薬局長代行

謝松岡　彰 学校法人昭和大学昭和大学病院 整形外科学 助教

謝松本　光司 学校法人昭和大学昭和大学病院 － 准教授

謝上島　國利 学校法人昭和大学昭和大学病院 － －

謝石川　哲也 学校法人昭和大学昭和大学病院 産婦人科 講師

謝竹内　義明 学校法人昭和大学昭和大学病院 消化器内科 准教授

謝中牧　剛 学校法人昭和大学昭和大学病院 血液内科 教授

謝豊根　知明 学校法人昭和大学昭和大学病院 整形外科学 教授

謝齋藤　文護 学校法人昭和大学昭和大学病院 血液内科 医局長

謝江本　憲昭 学校法人神戸薬科大学神戸薬科大学 臨床薬学 －

謝安田　宏 学校法人聖マリアンナ医科大学 消化器・肝臓内科 病院教授

謝赤澤　努 学校法人聖マリアンナ医科大学 整形外科学 病院教授

謝大沼　弘幸 学校法人聖マリアンナ医科大学 整形外科学 講師

謝中島　貴子 学校法人聖マリアンナ医科大学 臨床腫瘍学 教授

謝田村　みどり 学校法人聖マリアンナ医科大学 産婦人科 准教授

謝鈴木　直 学校法人聖マリアンナ医科大学 産婦人科学 教授

謝水野　幸一 学校法人聖マリアンナ医科大学 循環器内科 病院教授

謝竹内　淳 学校法人聖マリアンナ医科大学 産婦人科学 助教

謝門野　岳史 学校法人聖マリアンナ医科大学 皮膚科 医長

謝岩田　勇児 学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 整形外科 －

謝後藤　一美 学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 薬剤部 部長

謝石丸　博雅 学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 薬剤部 アシスタントマネージャー

謝百枝　幹雄 学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 女性総合診療部 副院長

謝福田　勝之 学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 消化器内科 部長



謝嶋　雄一 学校法人川崎学園川崎医科大学 解剖学教室 准教授

謝阿部　信寛 学校法人川崎学園川崎医科大学総合医療センター 整形外科 部長

謝小松原　一正 学校法人川崎学園川崎医科大学総合医療センター 内科 部長

謝塩谷　昭子 学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院 食道・胃腸内科 部長

謝下屋　浩一郎 学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院 産婦人科 部長

謝三谷　茂 学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院 整形外科 部長

謝中西　一夫 学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院 整形外科 副部長

謝中西　修平 学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌科 准教授

謝和田　秀穗 学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院 血液内科 部長

謝野村　忍 学校法人早稲田大学早稲田大学 人間科学学術院　 教授

謝越川 房子 学校法人早稲田大学早稲田大学文学学術院 － 教授

謝柿本　一城 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 第二内科 講師

謝細見　誠 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 薬剤部 －

謝寺井　義人 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 産婦人科学教室 准教授

謝城戸　晴規 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 麻酔科学教室 助教

謝西原　雅美 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 薬剤部 課長

謝川上　研 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 第二内科 助教

謝大道　正英 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 産婦人科学教室 教授

謝南　敏明 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 麻酔科学教室 教授

謝馬場　一郎 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 整形外科学教室 講師

謝樋口　和秀 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 第二内科 教授

謝浮村　聡 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 内科学Ⅲ 教授

謝齊藤　奈津穂 学校法人大阪医科大学大阪医科大学附属病院 産婦人科学教室 －

謝五十嵐　敏雄 学校法人帝京大学帝京大学ちば総合医療センター 産婦人科 教授

謝村田　泰章 学校法人帝京大学帝京大学ちば総合医療センター 整形外科 教授

謝道田　知樹 学校法人帝京大学帝京大学ちば総合医療センター 第三内科学講座 消化器教授

謝綱島　弘道 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属溝口病院 消化器内科 －

謝西井　修 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属溝口病院 産婦人科 科長

謝清　佳浩 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属溝口病院 皮膚科 科長

謝阿部　浩一郎 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 内科 助教

謝綾部　琢哉 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 産婦人科 主任教授

謝河野　博隆 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 整形外科 主任教授

謝山田　和明 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 整形外科 助教

謝山本　貴嗣 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 内科 教授

謝寺本　民生 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 臨床研究支援センター センター長

謝柴田　茂 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 内科 准教授

謝松田　圭二 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 外科 准教授

謝松木　俊明 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤部長

謝野澤　慶次郎 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 外科 病院准教授

謝中澤　学 学校法人東海大学東海大学医学部 循環器内科学 准教授

謝山本　至宏 学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 整形外科 講師

謝市川　仁志 学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 消化器内科 －

謝小林　義典 学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科 教授

謝杉山　太朗 学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 産婦人科 －

謝白井　孝之 学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 消化器内科 教授

謝安田　敦 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科 －

謝佐柄　祐介 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 産婦人科 助教

謝篠崎　法彦 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 循環器内科 准教授

謝小川　吉明 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 血液腫瘍内科 教授

謝西島　義博 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 産婦人科 助教

謝中郡　聡夫 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 消化器外科 教授

謝峯　徹哉 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 消化器内科 領域主任教授

謝矢部　普正 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 基盤診療学系再生医療科学 教授

謝鈴木　孝良 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 消化器内科 教授

謝鈴木　隆弘 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 産婦人科 准教授

謝和泉　俊一郎 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 産婦人科 教授

謝關　敏郎 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科 准教授

謝髙木　岳彦 学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 整形外科 講師

謝岩本　淳一 学校法人東京医科大学東京医科大学茨城医療センター 消化器内科 准教授

謝酒井　晋介 学校法人東京医科大学東京医科大学茨城医療センター 整形外科 准教授

謝赫　寛雄 学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 神経内科 准教授

謝佐野　圭二 学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 整形外科 科長

謝中村　洋典 学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 消化器内科 －

謝冨安　朋宏 学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 腎臓内科 －

謝福澤　誠克 学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 消化器内科 准教授

謝井上　猛 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 メンタルヘルス科 主任教授

謝加藤　陽久 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 神経内科 講師

謝三輪　隆 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 准教授

謝西　洋孝 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 産科・婦人科 主任教授

謝大瀬戸　清茂 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 麻酔科 特任教授

謝八木　健二 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 消化器内科 助教

謝班目　明 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 消化器内科 －

謝平野　雅春 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 循環器内科 助教

謝大久保　ゆかり 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 皮膚科 教授

謝岸川　浩 学校法人東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院 消化器内科 准教授

謝小川　真里子 学校法人東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院 産婦人科 准教授

謝二宮　研 学校法人東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院 整形外科 －

謝鈴木　悟士 学校法人東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院 整形外科 －

謝橋本　和法 学校法人東京女子医科大学東医療センター 産婦人科 准教授

謝井上　靖雄 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学東医療センター 整形外科・リウマチ科 准講師

謝加藤　博之 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学東医療センター 検査科 教授

謝田中　勝 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学東医療センター 皮膚科 教授

謝髙木　耕一郎 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学東医療センター 産婦人科 教授

謝山本　直也 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学八千代医療センター 整形外科 科長

謝正岡　直樹 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学八千代医療センター 婦人科 科長

謝伊藤　亜由美 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 消化器内科 助教

謝伊藤　匡史 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 整形外科 助教

謝押淵　英弘 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 講師

謝岡崎　賢 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 整形外科 主任教授

謝河野　敬明 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 助教

謝市原　淳弘 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 高血圧・内分泌内科 主任教授

謝松井　健太郎 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 助教

謝松井　聡子 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 －

謝松浦　勝久 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 循環器内科 准教授

謝森本　聡 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 高血圧・内分泌内科 准教授

謝深谷　寛 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 薬剤部 薬剤副師長

謝西村　勝治 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 主任教授

謝赤穗　理絵 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 准教授

謝大森　鉄平 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 消化器内科 助教

謝中林　章 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 産婦人科 准教授

謝堤　多可弘 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 －

謝田中　淳司 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 血液内科 主任教授



謝土谷　健 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 血液浄化療法科 教授

謝島本　啓輔 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 －

謝樋口　秀行 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 麻酔科 准教授

謝米澤　麻利亜 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 消化器内科 助教

謝末木　亮嗣 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 助教

謝木村　利美 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 薬剤部 薬剤部長

謝和田　圭司 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 整形外科 准教授

謝稻田　健 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 講師

謝髙橋　一志 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 講師

謝高原　章 学校法人東邦大学東邦大学 薬学部・薬物治療学 教授

謝岡住　慎一 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 外科学 教授

謝高橋　宏 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 整形外科 講師

謝高島　明子 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 産婦人科 講師

謝山田　哲弘 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 消化器内科 助教

謝竹内　健 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 消化器内科 講師

謝中川　晃一 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 整形外科 教授

謝鍋倉　大樹 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 外科 －

謝龍野　一郎 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病・内分泌・代謝センター 教授

謝鈴木　康夫 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 内科学講座 教授

謝齋木　厚人 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病・内分泌・代謝センター 准教授

謝伊藤　圭介 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科 副センター長(講師)

謝吉田　有輝 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 消化器内科 －

謝久布白　兼行 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 婦人科 診療長

謝小宮山　慎一 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 婦人科 －

謝小林　秀樹 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 － 薬局長

謝森　麻紀子 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 消化器内科 －

謝前谷　容 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 消化器内科 教授

謝富永　健司 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 消化器内科 講師

謝瓜田　純久 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 総合診療・急病センター内科 教授

謝佐藤　真司 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 消化器センター内科 助教

謝山口　大樹 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 精神神経医学講座 助教

謝山本　慶郎 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 消化器センター内科 助教

謝松﨑　淳人 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 先端健康解析センター 講師

謝森田　峰人 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 産婦人科 教授

謝水野　雅文 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 精神神経医学講座 教授

謝杉山　篤 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 － －

謝西澤　健司 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 薬剤部 薬剤部長

謝端詰　勝敬 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 心療内科 教授

謝辻野　尚久 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 精神神経医学講座 講師

謝田形　弘実 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 精神神経医学講座 助教

謝土屋　雄彦 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 産婦人科 准教授

謝飯田　泰明 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 整形外科 －

謝片桐　直之 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 精神神経医学講座 講師

謝片桐　由起子 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 産婦人科 教授

謝遠藤　克哉 学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学医学部 内科学第二(消化器内科) 講師

謝柴田　近 学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学医学部 外科学第一(消化器外科) 教授

謝小丸　達也 学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学医学部 内科学第一（循環器内科） 教授

謝深谷　孝夫 学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学医学部 産婦人科学 特任教授

謝渡部　洋 学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学医学部 産婦人科学 教授

謝黒澤　大樹 学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学若林病院 産婦人科 －

謝仙田　典保 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 薬剤部 薬剤部長

謝塚田　和彦 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 産婦人科 講師

謝湯澤　則子 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 麻酔科 講師

謝原田　将英 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 循環器内科 准教授

謝森田　充浩 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 整形外科 准教授

謝太田　秀基 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 薬剤部 副部長

謝大宮　直木 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 消化管内科 教授

謝池住　洋平 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 小児科学 准教授

謝長坂　光夫 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 消化管内科 講師

謝辻　崇 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 整形外科 准教授

謝藤井　多久磨 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 産科・婦人科 教授

謝尾崎　行男 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 循環器内科 教授

謝廣田　穰 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 産科・婦人科 教授

謝惠美　宣彦 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 血液内科・化学療法科 教授

謝中西　弘和 学校法人同志社同志社女子大学 薬学部 教授

謝下田　健吾 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 メンタルヘルス科 准教授

謝山田　隆 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 女性診療科・産科 講師

謝清野　精彦 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 院長

謝中嶋　隆夫 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 整形外科 講師

謝藤森　俊二 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 消化器内科 部長

謝萩原　祐介 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 整形外科 医局長

謝冨田　理紗子 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 メンタルヘルス科 －

謝木村　真人 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 メンタルヘルス科 部長

謝渡辺　光子 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 看護部 看護師長

謝高橋　久光 学校法人日本医科大学日本医科大学多摩永山病院 薬剤部 部長

謝長尾　毅彦 学校法人日本医科大学日本医科大学多摩永山病院 脳神経内科 部長

謝馬來　康太郎 学校法人日本医科大学日本医科大学多摩永山病院 消化器科 助教

謝舘野　周 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 精神神経科 准教授

謝金　竜 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 整形外科・リウマチ外科 病院講師

謝坂寄　健 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 精神神経科 助教

謝三井　啓吾 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 消化器・肝臓内科 講師

謝山本　憲 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 精神神経科 助教

謝酒井　行直 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 腎臓内科 准教授

謝森本　大二郎 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 脳神経外科 病院講師

謝増岡　孝浩 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 精神神経科 助教

謝大久保　善朗 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 精神神経科 主任教授

謝辰口　篤志 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 消化器・肝臓内科 講師

謝猪口　孝一 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 血液内科 主任教授

謝鶴岡　秀一 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 腎臓内科 教授

謝白井　悠一郎 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 リウマチ・膠原病内科 助教

謝飯田　謙司 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 薬剤部 －

謝片山　志郎 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 薬剤部 部長

謝明樂　重夫 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 女性診療科・産科 教授

謝輪湖　哲也 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 薬剤部 －

謝勝俣　範之 学校法人日本医科大学日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科 部長

謝松島　隆 学校法人日本医科大学日本医科大学武蔵小杉病院 女性診療科・産科 講師

謝二神　生爾 学校法人日本医科大学日本医科大学武蔵小杉病院 消化器内科 部長

謝米山　剛一 学校法人日本医科大学日本医科大学武蔵小杉病院 女性診療科・産科 部長

謝鈴木　英之 学校法人日本医科大学日本医科大学武蔵小杉病院 消化器病センター 教授

謝川名　敬 学校法人日本大学日本大学医学部 産婦人科学系　産婦人科学分野 主任教授

謝阿部　雅紀 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 腎臓・高血圧・内分泌内科 主任教授

謝横瀬　宏美 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 精神神経科 助教



謝加藤　公敏 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 総合科（内科） 診療教授

謝加藤　実 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 麻酔科・ペインクリニック科 診療教授

謝間世田　優文 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 整形外科 助教

謝降籏　隆二 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 精神神経科 助教

謝千島　史尚 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 産婦人科 准教授

謝内山　真 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 精神神経科 主任教授

謝北村　登 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 血液・膠原病内科 准教授

謝林　忠佑 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 産婦人科 助教

謝鈴木　正泰 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 精神神経科 助教

謝齋藤　修 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 整形外科 准教授

謝德橋　泰明 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 整形外科 副院長

謝髙橋　栄 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 精神神経科 准教授

謝永石　匡司 学校法人日本大学日本大学病院 婦人科 科長

謝佐伯　茂 学校法人日本大学日本大学病院 麻酔科 科長

謝網代　泰充 学校法人日本大学日本大学病院 整形外科 医長

謝四元　房典 学校法人福岡大学福岡大学医学部看護学科 － －

謝山口　真三志 学校法人福岡大学福岡大学西新病院 消化器内科 部長

謝浦田　秀則 学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 循環器内科 教授

謝岡村　圭祐 学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 救急科 講師

謝松井　敏幸 学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 臨床医学研究センター 教授

謝松尾　宏一 学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 薬剤部 副薬剤部長

謝平井　郁仁 学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 炎症性腸疾患センター 診療教授

謝矢野　豊 学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 消化器内科 講師

謝上原　吉就 学校法人福岡大学福岡大学病院 スポーツ科学部 教授

謝城田　京子 学校法人福岡大学福岡大学病院 産婦人科 准教授

謝杉原　充 学校法人福岡大学福岡大学病院 循環器内科 講師

謝西田　恵美 学校法人福岡大学福岡大学病院 薬剤部 主任

謝川嵜　弘詔 学校法人福岡大学福岡大学病院 精神神経科 主任教授

謝前山　彰 学校法人福岡大学福岡大学病院 整形外科 講師

謝竹田津　英稔 学校法人福岡大学福岡大学病院 消化器内科 准教授

謝志方　敏幸 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学ささやま医療センター 薬剤室 室長

謝橘　俊哉 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 整形外科 講師

謝宮嵜　孝子 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 炎症性腸疾患学講座内科部門 講師

謝室　親明 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 薬剤部 －

謝小川　啓恭 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 血液内科 主任教授

謝中村　志郎 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 炎症性腸疾患学講座内科部門 教授

謝長澤　康行 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 内科学　腎・透析科 講師

謝渡邊　憲治 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 腸管病態解析学 特任准教授

謝藤元　治朗 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 外科学　肝・胆・膵外科 教授

謝内野　基 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 炎症性腸疾患学講座　外科部門 准教授

謝樋田　信幸 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 炎症性腸疾患学講座内科部門 准教授

謝富田　寿彦 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 内科学　消化管科 講師

謝福井　淳史 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 産科婦人科 講師

謝圓尾　圭史 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 整形外科 講師

謝澤井　英明 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 産科婦人科 教授

謝塩野　方明 学校法人北里研究所北里大学メディカルセンター 循環器内科 部長

謝成瀨　康治 学校法人北里研究所北里大学メディカルセンター 整形外科 部長

謝内藤　正規 学校法人北里研究所北里大学メディカルセンター 外科 部長

謝田中　克俊 学校法人北里研究所北里大学大学院医療系研究科 産業精神保健学 教授

謝廣岡　孝陽 学校法人北里研究所北里大学東病院 精神神経科 －

謝阿古　潤哉 学校法人北里研究所北里大学病院 循環器内科 主任教授

謝井上　玄 学校法人北里研究所北里大学病院 整形外科 准教授

謝横山　薫 学校法人北里研究所北里大学病院 消化器内科 講師

謝下濵　孝郎 学校法人北里研究所北里大学病院 循環器内科 講師

謝金井　昭文 学校法人北里研究所北里大学病院 麻酔科 教授

謝小泉　和三郎 学校法人北里研究所北里大学病院 消化器内科 科長

謝小林　清典 学校法人北里研究所北里大学病院 消化器内科 准教授

謝川内　博人 学校法人北里研究所北里大学病院 婦人科 －

謝増田　卓 学校法人北里研究所北里大学病院 循環器内科 －

謝竹内　康雄 学校法人北里研究所北里大学病院 － －

謝小林　拓 学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター 副センター長

謝中野　雅 学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 消化器内科 部長

謝猪又　孝元 学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 循環器内科 部長

謝日比　紀文 学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長

謝日方　智宏 学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 整形外科 部長

謝齋藤　良彦 学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 整形外科 副部長

謝加瀬　幸子 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科 －

謝玉野　正也 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 消化器内科 教授

謝金子　雄 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 臨床研修センター 研修医

謝坂本　秀一 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 産科婦人科 教授

謝鮫島　伸一 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 外科 准教授

謝上田　善彦 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 病理診断科 副院長

謝田口　功 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 循環器内科 主任教授

謝栃木　祐樹 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 整形外科 准教授

謝飯田　尚裕 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 整形外科 准教授

謝片山　裕視 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 内視鏡センター 教授

謝片栁　順也 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 整形外科 助教

謝名取　健 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 外科 医長

謝阿部　七郎 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 心臓・血管内科 教授

謝井上　晃男 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 心臓・血管内科 主任教授

謝稲見　聡 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 整形外科 准教授

謝吉川　勝久 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 整形外科 講師

謝三谷　絹子 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 血液・腫瘍内科 主任教授

謝山口　重樹 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 麻酔科学講座 主任教授

謝石光　俊彦 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 循環器・腎臓内科 主任教授

謝石濱　洋美 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 腫瘍センター 准教授

謝竹中　一央 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 消化器内科 助教

謝富永　圭一 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 消化器内科 講師

謝平石　秀幸 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 消化器内科 院長

謝平尾　潤 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 循環器・腎臓内科 －

謝北澤　正文 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 産科婦人科 教授

謝濱口　眞輔 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 麻酔科学講座 主任教授

謝本田　雅巳 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 薬剤部 部長

謝渥美　仁 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 薬剤部 主査

謝吉田　誠 株式会社　アイセイ薬局 首都圏第2支店 マネージャー

謝酒井　雄希 株式会社国際電気通信基礎技術研究所　脳情報通信総合研究所　認知機構研究所 数理知能研究室 専任研究員

謝土田　孝 株式会社三弘(博芳堂薬局) － 常務取締役　本部長

謝皿澤　康志 ㈱エスシーグループ － 専務取締役

謝村田　美智子 ㈱クオリエイトやすおか薬局 － －

謝門下　鉄也 ㈱クスリのマルエ・マルエ薬局東店 － 薬局長

謝栗山　眞太郎 ㈱サノ・ファーマシー佐野薬局中央店 － －

謝矢嶋　一浩 ㈱ふたば薬局 － －



謝大澤　光司 ㈱メディカルグリーン － 代表取締役社長

謝川口　真平 ㈱互恵会大阪回生病院 消化器内科 －

謝古賀 大介 ㈱阪神調剤薬局神戸日赤前店 － 店長

謝廣瀬　徹 ㈱山梨薬剤センター 薬剤科 薬局長

謝御子柴　智聖 ㈱東芝東芝病院 薬剤部 部長

謝三輪　純 ㈱東芝東芝病院 消化器内科 部長

謝関　利一 ㈱日立製作所ひたちなか総合病院 薬務局 薬局長

謝廣島　良規 ㈱日立製作所ひたちなか総合病院 － 主任医長

謝堀田　総一 ㈱日立製作所多賀総合病院 内科 院長

謝鴨志田　敏郎 ㈱日立製作所日立総合病院 消化器内科 副院長

謝小松　洋治 ㈱日立製作所日立総合病院 脳神経外科 主任医長

謝山田　祐次 ㈱望星薬局 － 副薬局長

謝山川　宏之 ㈱望星薬局・望星北浦和薬局 調剤薬局 薬局長

謝新井　俊 ㈱北見薬剤師会ミント調剤薬局 － 薬局長

謝近藤　晴彦 ㈱麻生飯塚病院 － －

謝原　俊彦 ㈱麻生飯塚病院 － －

謝赤星　和也 ㈱麻生飯塚病院 消化器内科 部長

謝辻岡　寛 ㈱麻生飯塚病院 産婦人科 部長

謝浜崎　晶彦 ㈱麻生飯塚病院 整形外科 診療部長

謝木村　勇祐 ㈱麻生飯塚病院 消化器内科 －

謝中村　妙子 ㈱萬屋薬局本部 － －

謝濱口　良彦 関西電力㈱関西電力病院 薬剤部 薬剤部長

謝石井　克尚 関西電力病院 循環器内科 部長

謝鈴木　亮一 関内鈴木クリニック 消化器科 院長

謝渡邊　啓治 館山メンタルクリニック － 院長

謝岩下　悦郎 岩下悦郎消化器内科クリニック － 院長

謝加藤　寛士 岩見沢市立総合病院 消化器内科 診療部長

謝林　晴久 岩見沢市立総合病院 － －

謝池端　敦 岩手県立中央病院 消化器科 科長

謝本庄　伸輔 岩手県立中央病院 薬剤部 部長

謝西本　光男 岩手県立中部病院 産婦人科 医長

謝佐藤　昌之 岩手県立二戸病院 産婦人科 院長

謝髙橋　浩 岩手県立二戸病院 内科・消化器科 副院長

謝喜山　克彦 喜山整形ハーブクリニック － 院長

謝安藤　喜一郎 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 整形外科 部長

謝加藤　則廣 岐阜市民病院 消化器内科 部長

謝小木曽　富生 岐阜市民病院 消化器内科 副部長

謝喜多　彬 紀南こころの医療センター 精神科 －

謝糸川　秀彰 紀南こころの医療センター 精神科 院長

謝小木　浩孝 菊川市立総合病院 整形外科 －

謝大城　将也 菊川市立総合病院 精神科 診療科長

謝菊川　公紀 菊川脳神経内科クリニック － 院長

謝吉岡　顯一 吉岡内科医院 － 院長

謝那須　一郎 吉祥寺こころの診療所 － 所長

謝吉村　泰典 吉村やすのり生命の環境研究所 － 所長

謝吉田　昌明 吉田整形外科・リウマチ科クリニック － 院長

謝山路　卓巳 宮崎県立宮崎病院 消化器内科 医長

謝宮城　秀晃 宮城クリニック － 院長

謝宮本　高秀 宮本内科クリニック － 院長

謝森本　忠信 京丹後市立弥栄病院 整形外科 －

謝綾仁　信貴 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 精神科・心療内科 助教

謝黒田　純也 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 血液内科 教授

謝松岡　照之 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 精神科・心療内科 講師

謝谷脇　雅史 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 血液内科 特任教授

謝的場　聖明 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 循環器内科 教授

謝田中　佑輝子 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 産婦人科 病院助教

謝内藤　裕二 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 消化器内科 准教授

謝楠木　泉 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 産婦人科 病院准教授

謝飯田　直子 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 精神科・心療内科 助教

謝北脇　城 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 産婦人科 院長

謝－ 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 － 教授

謝澤田　守男 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 産婦人科 学内講師

謝髙木　智久 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 消化器内科 准教授

謝土田　英人 京都府立精神保健福祉総合センター － 所長

謝小林　士郎 共立薬品㈱ － 代表取締役社長

謝渡邉　義孝 峡南医療センター企業団富士川病院 整形外科 副院長

謝林　未統 橋本市民病院 整形外科 部長

謝初田　和勝 近江八幡市立総合医療センター 産婦人科 センター長

謝近藤　正彦 近藤ウィメンズ・クリニック 産婦人科 院長

謝金光　京石 金光診療所 － 所長

謝依田　暁 金山レディースクリニック － －

謝吉邨　善孝 金沢文庫エールクリニック － －

謝藤原　修一郎 金沢文庫エールクリニック － 院長

謝駒ヶ嶺　正隆 駒ケ嶺リウマチ整形外科クリニック － 院長

謝畑　和憲 栗東はた内科医院 － 院長

謝佐伯　愛 健康保険組合連合会大阪中央病院 婦人科 子宮内膜症センター長

謝松本　貴 健康保険組合連合会大阪中央病院 婦人科 部長

謝兼本　成斌 兼本内科循環器科クリニック － 院長

謝見城　知巳 見城整形外科クリニック － 院長

謝岩木　久満子 顕メンタルクリニック － 院長

謝原　寛 原整形外科医院 － 院長

謝原田　一孝 原田リウマチ科・整形外科 － 院長

謝古岡　邦人 古岡整形外科 － 院長

謝嶋　宏美 古新町こころの診療所 精神科 院長

謝寺畑　信男 五百石整形外科医院 整形外科 院長

謝榎澤　哲司 後藤医院 － 院長

謝田中　秀則 御野場たなかレディースクリニック － 院長

謝豊福　勝仁 光明聖マリアクリニック － －

謝横田　美幸 公益財団法人がん研究会有明病院 麻酔科（ペインクリニック） 副院長

謝五十嵐　正広 公益財団法人がん研究会有明病院 消化器センター 部長

謝山田　健志 公益財団法人がん研究会有明病院 腫瘍精神科 部長

謝鈴木　賢一 公益財団法人がん研究会有明病院 薬剤部 副薬剤部長

謝濱　敏弘 公益財団法人がん研究会有明病院 薬剤部 薬剤部長

謝杉田　直哉 公益財団法人綾部市医療公社綾部市立病院 薬剤部 薬剤部長

謝馬島　徹 公益財団法人化学療法研究会化学療法研究所附属病院 呼吸器内科 副院長

謝三宅　清彦 公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 婦人科 医長

謝石井　知恵 公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 婦人科 －

謝大井　秀久 公益財団法人慈愛会いづろ今村病院 消化器内科 副院長

謝松下　貴紀 公益財団法人慈圭会慈圭病院 － －

謝石田　育男 公益財団法人昭和会今給黎総合病院 整形外科・リハビリテーション科 部長

謝下前　百合香 公益財団法人昭和会今給黎総合病院 看護部 －

謝永島　和幸 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 循環器内科 部長



謝佐藤　欣也 公益財団法人仁泉会北福島医療センター いたみセンター センター長

謝木村　秀夫 公益財団法人仁泉会北福島医療センター 血液疾患センター 院長

謝吉田　孝雄 公益財団法人星総合病院 産婦人科 総長院長補佐

謝成瀨　勝彦 公益財団法人聖バルナバ病院 － 院長

謝大平　哲也 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器内科 副部長

謝泉本　高之 公益財団法人浅香山病院 精神科 －

謝大矢　健造 公益財団法人浅香山病院 精神科 部長

謝谷口　典男 公益財団法人浅香山病院 精神科 院長

謝田中　秀樹 公益財団法人浅香山病院 精神科 副院長

謝眞本　晶子 公益財団法人浅香山病院 精神科 部長

謝下立　雄一 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 消化器内科 医長

謝松下　睦 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 整形外科 副院長

謝松枝　和宏 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 消化器内科　内視鏡センター センター長

謝松本　泰一 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 整形外科 部長

謝水野　元夫 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 消化器内科 主任部長

謝中堀　隆 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 産婦人科 部長

謝長谷川　雅明 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 産婦人科 主任部長

謝楠葉　晃 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 整形外科 医長

謝野口　祐一 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 循環器内科 副院長

謝西澤　千津恵 公益財団法人長野市保健医療公社長野市民病院 婦人科 副部長

謝草野　義和 公益財団法人長野市保健医療公社長野市民病院 脳血管内治療科 部長

謝田澤　浩一 公益財団法人長野市保健医療公社長野市民病院 神経内科 副部長

謝三木　通保 公益財団法人天理よろづ相談所病院 産婦人科 －

謝大花　正也 公益財団法人天理よろづ相談所病院 消化器内科 部長

謝大野　仁嗣 公益財団法人天理よろづ相談所病院 血液内科 部長

謝關　賢二 公益財団法人天理よろづ相談所病院 整形外科 副部長

謝尾上 雅英 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 薬剤部 薬剤部長

謝吉田　梨恵 公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院 婦人科 －

謝髙田　淳子 公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院 婦人科 部長

謝嶋村　佳雄 公益財団法人東京都保健医療公社東部地域病院 整形外科 部長

謝大和田　真人 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 産婦人科 部長

謝鈴木　博志 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 産婦人科 主任部長

謝松原　正明 公益財団法人日産厚生会玉川病院 整形外科 副院長

謝北岡 晃 公益財団法人日産厚生会玉川病院 薬剤科 薬剤科長

謝井口　信雄 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科 部長

謝高山　敬範 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 産婦人科 医長

謝中村　秀次 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 消化器内科 ニッセイ予防医学センター長

謝尾上　昌世 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 産婦人科 医長

謝毛利　年一 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 整形外科 部長

謝舩渡　孝郎 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 産婦人科 女性骨盤底センター長

謝田山　信敬 公益財団法人磐城済世会松村総合病院 整形外科 診療部長

謝成田　実 公益財団法人豊郷病院 精神科 部長

謝甘利　雅邦 公益財団法人老年病研究所附属病院 神経内科 副院長

謝佐藤　圭司 公益財団法人老年病研究所附属病院 整形外科 副院長

謝川内　義久 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 整形外科・小児整形外科 副院長

謝本郷　道夫 公益社団法人地域医療振興協会公立黒川病院 － 管理者

謝富澤　將司 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター 整形外科 部長

謝森　玄 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 薬剤室 主任

謝森脇　健太 公益社団法人鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 整形外科 －

謝中林　稔 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 産婦人科 部長

謝長尾　聡哉 公益社団法人板橋区医師会板橋区医師会病院 整形外科 部長

謝豊田　文俊 公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院 循環器内科 院長

謝森田　浩之 公園通りクリニック － 院長

謝新屋　陽一 公立羽咋病院 整形外科 －

謝渡邉　一宏 公立学校共済組合関東中央病院 光学医療診療科 部長

謝寺田　幸生 公立学校共済組合近畿中央病院 整形外科 部長

謝十川　博 公立学校共済組合九州中央病院 メンタルヘルスセンター センター長

謝有薗　剛 公立学校共済組合九州中央病院 整形外科 部長

謝小林　大 公立学校共済組合四国中央病院 リハビリテーション科 部長

謝大谷　弘 公立岩瀬病院 － 副院長

謝内藤　京子 公立紀南病院組合紀南病院 麻酔科 －

謝小林　昌 公立甲賀病院 産婦人科 部長

謝関根　均 公立昭和病院 薬剤部 科長

謝山地　統 公立昭和病院 消化器内科 医長

謝武知　公博 公立昭和病院 産婦人科 部長

謝北原　雅樹 公立大学法人横浜市立大学大学院医学研究科 麻酔科学 准教授

謝蒲原　毅 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 皮膚科 部長

謝榊原　秀也 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 婦人科 診療教授・診療部長

謝三ツ木　直人 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科 部長

謝平和　伸仁 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 腎臓・高血圧内科 部長

謝永田　智子 公立大学法人横浜市立大学附属病院 産婦人科 医長

謝佐橋 幸子 公立大学法人横浜市立大学附属病院 薬剤部 部長

謝須郷　慶信 公立大学法人横浜市立大学附属病院 産婦人科 助教

謝石井　美緒 公立大学法人横浜市立大学附属病院 精神科 助教

謝中村　朋美 公立大学法人横浜市立大学附属病院 産婦人科 －

謝中島　淳 公立大学法人横浜市立大学附属病院 消化器内科 部長

謝田村　功一 公立大学法人横浜市立大学附属病院 腎臓・高血圧内科 主任教授

謝渡邉 美知子 公立大学法人横浜市立大学附属病院 薬剤部 －

謝平安　良雄 公立大学法人横浜市立大学附属病院 精神科 －

謝和田　秀文 公立大学法人横浜市立大学附属病院 皮膚科 准教授

謝齊藤　真 公立大学法人横浜市立大学附属病院 産婦人科 －

謝井上　幸紀 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 神経精神科 教授

謝今西　康雄 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 内分泌・骨・リウマチ内科 准教授

謝根来　伸夫 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 膠原病内科 准教授

謝細見　周平 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 消化器内科 講師

謝山上　博一 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 消化器内科 准教授

謝舟尾　友晴 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 麻酔科・ペインクリニック科 講師

謝出口　裕彦 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 神経精神科 講師

謝豊田　宏光 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 総合診療センター 講師

謝箕田　行秀 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝髙見　俊宏 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 脳神経外科 准教授

謝紀本　創兵 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 精神科 助教

謝小林　浩 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 産婦人科 教授

謝松岡　究 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 精神科 助教

謝松本　雅則 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 輸血部 教授

謝盛本　翼 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 精神科 助教

謝中瀨　裕之 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 脳神経外科 教授

謝渡邉　恵介 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 麻酔科 病院教授

謝北村　聡一郎 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 精神科 助教

謝牧之段　学 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 精神科 講師

謝冨樫　一智 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 小腸・大腸・肛門科学講座 教授

謝菊田　敦 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 小児腫瘍内科 教授



謝三浦　至 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 神経精神医学講座 准教授

謝山本　俊幸 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 皮膚科学講座 教授

謝志賀　哲也 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 神経精神医学講座 講師

謝松本　純弥 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 神経精神医学講座 助教

謝菅沼　亮太 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 産科婦人科学講座 講師

謝石田　隆史 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 循環器内科学講座 教授

謝太田　邦明 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 ふくしま子ども・女性医療支援センター 講師

謝大谷　晃司 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 整形外科学講座 教授

謝大平　弘正 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 消化器内科学講座 主任教授

謝池添　隆之 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 血液内科学講座 主任教授

謝田中　健一 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 腎臓高血圧内科学講座 講師

謝藤原　達雄 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 消化器内科 助手

謝藤森　敬也 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 産科婦人科学講座 教授

謝二階堂　琢也 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 整形外科学講座 講師

謝矢吹　省司 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 整形外科学講座 教授

謝髙橋　俊文 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 ふくしま子ども・女性医療支援センター 教授

謝間瀬　光人 公立大学法人名古屋市立大学病院 脳神経外科 教授

謝山田　敦朗 公立大学法人名古屋市立大学病院 こころの医療センター 講師

謝小川　成 公立大学法人名古屋市立大学病院 こころの医療センター 講師

謝松川　則之 公立大学法人名古屋市立大学病院 神経内科 教授

謝城　卓志 公立大学法人名古屋市立大学病院 消化器内科 教授

謝水谷　潤 公立大学法人名古屋市立大学病院 整形外科 准教授

謝大手　信之 公立大学法人名古屋市立大学病院 循環器内科 部長

謝谷田　諭史 公立大学法人名古屋市立大学病院 消化器内科 講師

謝中口　智博 公立大学法人名古屋市立大学病院 こころの医療センター 助教

謝明智　龍男 公立大学法人名古屋市立大学病院 こころの医療センター 部長

謝井箟　一彦 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 産科・婦人科 教授

謝鵜飼　聡 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 神経精神科 教授

謝加藤　順 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 消化器内科 准教授

謝佐々木　徳之 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 産科婦人科 助教

謝山本　眞弘 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 神経精神科 助教

謝上田　弘樹 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 腫瘍センター・化学療法部門 病院教授

謝水本　一弘 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 麻酔科 病院教授

謝川股　知之 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 麻酔科 教授

謝前北　隆雄 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 消化器内科 講師

謝大矢　昌樹 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 腎臓内科・血液浄化センター 講師

謝南出　晃人 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 整形外科 講師

謝北野　雅之 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 消化器内科 教授

謝坂　充 公立藤田総合病院 消化器科 部長

謝浅井　英和 公立陶生病院 － 部長

謝味岡　正純 公立陶生病院 － 副院長

謝木下　裕文 公立那賀病院 整形外科 副院長

謝石井　奏 公立能登総合病院 精神科 －

謝村田　義治 公立能登総合病院 循環器内科 特別顧問

謝平松　茂 公立能登総合病院 精神科 センター長

謝吉田　英彰 公立福生病院 整形外科 部長

謝小濱　清隆 公立福生病院 内科 医長

謝上田　通雅 公立豊岡病院組合立豊岡病院 消化器科 部長

謝杉並　興 公立豊岡病院組合立豊岡病院 産婦人科 部長

謝伊室　貴 厚木市立病院 整形外科 部長

謝佐々木　知也 厚木市立病院 内科 部長

謝寺尾　亨 厚木市立病院 脳神経外科 部長

謝竹本　正瑞 広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院 整形外科 副院長

謝本山　満 広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院 整形外科 部長

謝花田　敬士 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 消化器内科 診療部長

謝小野川　靖二 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 消化器内科 IBDセンター長

謝数面　義雄 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 整形外科 副院長

謝中西　慶喜 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 産婦人科 主任部長

謝德毛　宏則 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 消化器内科 副院長

謝南部　智江 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 － －

謝後藤　俊彦 広島県立安芸津病院 整形外科 副院長

謝田中　友隆 広島県立安芸津病院 消化器内科 部長

謝江藤　淳 江藤整形外科医院 － －

謝柏木　智則 江別市立病院 精神科 －

謝上村　誠 溝の口メンタルクリニック － 院長

謝松下　裕 甲府向町こころのクリニック － 院長

謝中平　旭 香川医療生活協同組合高松平和病院 整形外科 医長

謝安藤　健夫 香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院 整形外科 院長

謝弓手　康正 香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院 整形外科 部長

謝真鍋　博規 香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院 整形外科 部長

謝浅海　浩二 香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院 整形外科 院長補佐

謝稲葉　知己 香川県立中央病院 消化器内科 院長補佐

謝高田　雅代 香川県立中央病院 産婦人科 部長

謝川崎　啓介 香川県立中央病院 整形外科 部長

謝土井　正行 香川県立中央病院 循環器内科 部長

謝野坂　和正 香川県立中央病院 循環器内科 医長

謝和唐　正樹 香川県立中央病院 消化器内科 部長

謝髙橋　索真 香川県立中央病院 消化器内科 部長

謝髙尾　信廣 高尾クリニック － 院長

謝今井　大 麹町リバース今井整形外科クリニック － 院長

謝逸見　博文 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 婦人科・生殖内分泌科 科長

謝住吉　徹哉 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 消化器内科 センター長

謝竹内　建人 国家公務員共済組合連合会ＫＫＲ札幌医療センター 整形外科 脊椎外科部長

謝角井ゆかり 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 救命救急センター 看護師長

謝杉浦　賢 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 産婦人科 部長

謝川口　文誉 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 薬剤科 －

謝土井　路子 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 薬剤科 －

謝菱刈　景一 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 循環器内科 医長

謝野村　可之 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 産婦人科 医長

謝田隝　博樹 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 薬剤部 主任

謝中井　修 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 整形外科 院長

謝松下　郁雄 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 消化器科 部長

謝松井　啓 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 消化器内科（胃腸） －

謝石綿　清雄 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 循環器センター内科 部長

謝長谷川　詠子 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 腎センター内科 －

謝乳原　善文 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 腎センター内科 部長

謝飯塚　敏郎 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 消化器内科（胃腸） 部長

謝有本　貴英 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 産婦人科 部長

謝林　昌様 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 薬剤部 部長

謝林　昌洋 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 薬剤部 部長

謝澤　直樹 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 腎センター内科 部長

謝越宗　幸一郎 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 整形外科 医長



謝寺元　秀文 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 整形外科 部長

謝境　徹也 国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院 ペインクリニック麻酔科 部長

謝相原　正宣 国家公務員共済組合連合会三宿病院 整形外科 部長

謝西田　茂喜 国家公務員共済組合連合会新小倉病院 整形外科・スポーツ整形外科 部長

謝金沢　正幸 国家公務員共済組合連合会千早病院 整形外科 －

謝中島　弘司 国家公務員共済組合連合会大手前病院 整形外科 部長

謝渡部　音哉 国家公務員共済組合連合会大手前病院 血液内科 －

謝木下　和郎 国家公務員共済組合連合会大手前病院 消化器内科 部長

謝倉橋　基尚 国家公務員共済組合連合会大手前病院 薬剤部 室長

謝永山　和宜 国家公務員共済組合連合会東京共済病院 － －

謝早坂　真一 国家公務員共済組合連合会東北公済病院 産科・婦人科 －

謝上岡　陽亮 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 産婦人科 主任部長

謝坂野　裕昭 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 整形外科 部長

謝石井　克志 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 整形外科 医長

謝地野　幹子 国家公務員共済組合連合会北陸病院 薬剤科 薬局長

謝権藤　直人 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 薬剤部 薬局長

謝北岡　修二 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 消化器内科 医長

謝金田　美咲緒 国家公務員共済組合連合会立川病院 薬剤部 薬剤部長事務代行

謝古宮　憲一 国家公務員共済組合連合会立川病院 消化器内科 医長

謝野原　博 国家公務員共済組合連合会立川病院 精神神経科 －

謝海野　洋一 国保松戸市立病院 産婦人科 部長

謝宮下　智大 国保松戸市立病院 整形外科 センター長

謝飯田　哲 国保松戸市立病院 整形外科 部長

謝西川　泉 国保日高総合病院 第１内科 診療部長

謝矢野　順治 国民健康保険坂下病院 整形外科 部長

謝松田　康佑 国民健康保険富士吉田市立病院 産婦人科 －

謝石川　仁 国民健康保険富士吉田市立病院 外科 診療部長

謝川島　茂樹 国民健康保険富士吉田市立病院 産婦人科 部長

謝國澤　純 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 ワクチンマテリアルプロジェクト プロジェクトリーダー

謝藤森　麻衣子 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 社会と健康研究センター 室長

謝内富　庸介 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 支持療法開発センター センター長

謝南　陽介 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 血液腫瘍科 科長

謝野村　久祥 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 薬剤部 主任　

謝榎本　哲郎 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 精神科 医長

謝岡崎　修 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 循環器内科 医長

謝加藤　温 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 精神科 診療科長

謝桂川　陽三 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 整形外科 診療科長

謝清水　孝雄 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 脂質シグナリングプロジェクト プロジェクト長

謝増田　純一 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 薬剤部 医薬品情報管理室室長

謝大石　元 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 産婦人科 診療科長

謝齋藤　貴志 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 整形外科 －

謝河原田　修身 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 心臓血管内科 医長

謝岩朝　徹 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 小児循環器科 －

謝浅野　遼太郎 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 － －

謝大郷　剛 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 肺循環科 医長

謝大上　あや 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 7階西病棟 －

謝中屋　貴子 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 褥瘡対策室 副看護師長

謝福井　重文 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 肺循環科 －

謝豊島　由佳 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 小児循環器科 －

謝髙橋　淳 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 脳神経外科 部長

謝石川　洋一 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 薬剤部 薬剤部長

謝松本　俊彦 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 精神科 －

謝野田　隆政 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 精神科 医長

謝酒井　義人 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 整形外科 部長

謝有田　誠 国立研究開発法人理化学研究所統合生命医科学研究センター メタボローム研究チーム チームリーダー

謝加藤　忠史 国立研究開発法人理化学研究所脳科学総合研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー

謝安川　正貴 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 血液・免疫・感染症内科 教授

謝伊賀　淳一 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 精神科 准教授

謝関口　真有 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター －

謝吉田　卓 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 精神科 助教

謝古川　慎哉 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 糖尿病内科 准教授

謝山泉　文香 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 産婦人科 －

謝上野　愛実 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 産科婦人科 研修医

謝上野　修一 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 精神科 教授

謝森野　忠夫 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝杉山　隆 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 産婦人科 教授

謝大藏　隆文 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 地域救急医療学講座 教授

謝池田　宜央 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 光学医療診療部 部長

謝竹下　英次 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 消化器内科 准教授

謝田中　守 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 薬剤部 副薬局長

謝藤岡　志帆 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科 助教

謝日浅　陽一 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 消化器内科 教授

謝尾形　直則 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 整形外科 准教授

謝檜垣　實男 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 教授

謝萬家　俊博 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科 教授

謝安藤　勝祥 国立大学法人旭川医科大学病院 地域医療支援および専門医育成推進講座 特任助教

謝伊藤　浩 国立大学法人旭川医科大学病院 整形外科学講座 教授

謝奥村　利勝 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学講座 教授

謝鎌田　恭輔 国立大学法人旭川医科大学病院 脳神経外科 教授

謝三嶋　一登 国立大学法人旭川医科大学病院 薬剤部 副薬剤部長

謝小野　尚志 国立大学法人旭川医科大学病院 薬剤部 副薬剤部長

謝上野　伸展 国立大学法人旭川医科大学病院 地域医療支援および専門医育成推進講座 特任講師

謝神保　静夫 国立大学法人旭川医科大学病院 整形外科学講座 助教・学内講師

謝千石　一雄 国立大学法人旭川医科大学病院 産婦人科学講座 教授

謝竹内　利治 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野 講師

謝長谷部　直幸 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野 教授

謝田﨑　嘉一 国立大学法人旭川医科大学病院 薬剤部 薬剤部長

謝東　信良 国立大学法人旭川医科大学病院 外科学講座 血管外科学分野 教授

謝藤谷　幹浩 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学講座 准教授

謝藤野　貴行 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野 准教授

謝阿部　康二 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経内科学 教授

謝伊藤　浩 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科 教授

謝岡田　裕之 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器・肝臓内科学 教授

謝三好　亨 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 講師

謝前田　嘉信 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 血液・腫瘍内科 教授

謝豊岡　伸一 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器・乳腺内分泌外科 教授

謝和田　淳 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎臓・糖尿病・内分泌内科 教授

謝井口　俊博 国立大学法人岡山大学病院 消化器内科 －

謝井上　真一郎 国立大学法人岡山大学病院 精神科神経科 助教

謝河崎　陽一 国立大学法人岡山大学病院 薬剤部 －

謝賀来　隆治 国立大学法人岡山大学病院 麻酔科蘇生科 －

謝垣尾　勇樹 国立大学法人岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科 －



謝鎌田　泰彦 国立大学法人岡山大学病院 周産母子センター 講師

謝原田　馨太 国立大学法人岡山大学病院 光学医療診療部 助教

謝谷口　新 国立大学法人岡山大学病院 麻酔科蘇生科 －

謝鉄永　倫子 国立大学法人岡山大学病院 医療安全管理部 助教

謝島村　安則 国立大学法人岡山大学病院 整形外科 助教

謝平岡　佐規子 国立大学法人岡山大学病院 消化器内科 助教

謝牛越　博昭 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 高次救命治療センター 准教授

謝荒木　寛司 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 光学医療診療部 部長

謝深尾　琢 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 精神病理学分野 助教

謝塩入　俊樹 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 精神病理学分野 教授

謝秋山　治彦 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学 教授

謝松本　和 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学 准教授

謝森重　健一郎 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 産科婦人科学分野 教授

謝清水　雅仁 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 消化器病態学 教授

謝西垣　和彦 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 循環呼吸病態学・第二内科 臨床教授

謝鶴見　寿 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 血液病態学 臨床教授

謝飯田　宏樹 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 麻酔・疼痛制御学 教授

謝伏見　一成 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学 特任准教授

謝湊口　信也 国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 循環呼吸病態学・第二内科 教授

謝下田　和哉 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 血液内科 教授

謝山賀　昌治 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 麻酔科 病院講師

謝山本　章二朗 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 消化器内科 講師

謝石田　康 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 精神科 教授

謝池田　龍二 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 薬剤部 教授

謝濱中　秀昭 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 整形外科 病院講師

謝田畑　泰彦 国立大学法人京都大学ウイルス・再生医科学研究所 － 教授

謝横井　秀基 国立大学法人京都大学医学部附属病院 腎臓内科 講師

謝角山　正博 国立大学法人京都大学医学部附属病院 手術部 准教授

謝吉田　雅晴 国立大学法人京都大学医学部附属病院 循環器内科 －

謝吉藤　元 国立大学法人京都大学医学部附属病院 免疫・膠原病内科 講師

謝山本　修司 国立大学法人京都大学医学部附属病院 消化器内科 助教

謝小川　誠司 国立大学法人京都大学医学部附属病院 腫瘍生物学 教授

謝谷　洋彦 国立大学法人京都大学医学部附属病院 産科婦人科 助教

謝馬場　志郎 国立大学法人京都大学医学部附属病院 発達小児科学 助教

謝尾野　亘 国立大学法人京都大学医学部附属病院 循環器内科 准教授

謝堀江　昭史 国立大学法人京都大学医学部附属病院 産科婦人科 助教

謝妹尾　浩 国立大学法人京都大学医学部附属病院 消化器内科 教授

謝万代　昌紀 国立大学法人京都大学医学部附属病院 婦人科学・産科学 教授

謝木下　秀之 国立大学法人京都大学医学部附属病院 循環器内科 助教

謝髙折　晃史 国立大学法人京都大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 教授

謝栗原　達夫 国立大学法人京都大学化学研究所 分子微生物科学領域 教授

謝茶本　健司 国立大学法人京都大学大学院医学研究科 免疫ゲノム医学 特定講師

謝河田　照雄 国立大学法人京都大学大学院農学研究科 食品生物科学 教授

謝大黒　多希子 国立大学法人金沢大学　学際科学実験センター 遺伝子改変動物分野 教授

謝加藤　仁志 国立大学法人金沢大学附属病院 脊椎・脊髄外科 助教

謝鎧高　健志 国立大学法人金沢大学附属病院 血液内科 －

謝亀谷　仁郁 国立大学法人金沢大学附属病院 神経科精神科 －

謝宮下　知治 国立大学法人金沢大学附属病院 肝胆膵・移植外科 助教

謝金子　周一 国立大学法人金沢大学附属病院 消化器内科 教授

謝金田　礼三 国立大学法人金沢大学附属病院 神経科精神科 助教

謝坂田　憲治 国立大学法人金沢大学附属病院 循環器内科 医局長

謝三邉　義雄 国立大学法人金沢大学附属病院 神経科精神科 教授

謝太田　哲生 国立大学法人金沢大学附属病院 肝胆膵・移植外科 教授

謝中尾　眞二 国立大学法人金沢大学附属病院 血液内科 教授

謝藤原　浩 国立大学法人金沢大学附属病院 産科婦人科 教授

謝内藤　暢茂 国立大学法人金沢大学附属病院 神経科精神科 助教

謝北村　和哉 国立大学法人金沢大学附属病院 消化器内科 助教

謝崔　吉道 国立大学法人金沢大学附属病院 薬剤部 教授

謝斉藤　剛克 国立大学法人金沢大学附属病院 小児科 助教

謝阿部　弘太郎 国立大学法人九州大学病院 循環器内科 助教

謝伊原　栄吉 国立大学法人九州大学病院 病態制御内科学 助教

謝塩川　浩輝 国立大学法人九州大学病院 麻酔科蘇生科 助教

謝荻野　治栄 国立大学法人九州大学病院 病態制御内科学 助教

謝加藤　隆弘 国立大学法人九州大学病院 精神科神経科 講師

謝外　須美夫 国立大学法人九州大学病院 麻酔科蘇生科 教授

謝江﨑　幹宏 国立大学法人九州大学病院 消化管内科 講師

謝細井　昌子 国立大学法人九州大学病院 心療内科 講師

謝山下　洋 国立大学法人九州大学病院 子どものこころの診療部 特任准教授

謝諸隈　誠一 国立大学法人九州大学病院 環境発達医学研究センター 特任准教授

謝小川　佳宏 国立大学法人九州大学病院 病態制御内科学 教授

謝小田代　敬太 国立大学法人九州大学病院 病態修復内科 准教授

謝神庭　重信 国立大学法人九州大学病院 精神病態医学 教授

謝須藤　信行 国立大学法人九州大学病院 心療内科 教授

謝赤司　浩一 国立大学法人九州大学病院 血液・腫瘍内科 教授

謝前原　喜彦 国立大学法人九州大学病院 消化管外科（２） 教授

謝中尾　智博 国立大学法人九州大学病院 精神科神経科 講師

謝筒井　裕之 国立大学法人九州大学病院 循環器内科 教授

謝木下　義晶 国立大学法人九州大学病院 総合周産期母子医療センター 准教授

謝播广谷　勝三 国立大学法人九州大学病院別府病院 整形外科 准教授

謝河野　宏明 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 － 教授

謝海北　幸一 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 循環器内科 准教授

謝向山　政志 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 腎臓内科 教授

謝佐々木　裕 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 消化器内科 教授

謝小林　起秋 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 消化器内科 －

謝水田　博志 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 整形外科 教授

謝中村　英一 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝直江　秀昭 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 消化器内科 医局長

謝辻田　賢一 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 循環器内科 教授

謝藤本　徹 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝陶山　浩一 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 がんセンター －

謝片渕　秀隆 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 産科婦人科 教授

謝本田　律生 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 産科婦人科学 講師

謝遊亀　誠二 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 神経精神科 特任助教

謝西中村　隆一 国立大学法人熊本大学発生医学研究所 機関構築部門　腎臓発生分野 教授

謝峯岸　敬 国立大学法人群馬大学 － 理事・副学長

謝安田　正人 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 皮膚科 講師

謝河村　修 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 光学医療診療部 副部長

謝岩瀬　明 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 産科婦人科学 教授

謝栗林　志行 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 臨床試験部 助教

謝荒木　拓也 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 薬剤部 准教授

謝山本　康次郎 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 薬剤部 教授

謝石川　治 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 皮膚科 教授



謝倉林　正彦 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 循環器内科 教授

謝草野　元康 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 光学医療診療部 臨床教授

謝飯塚　伯 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 整形外科 准教授

謝富澤　琢 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 光学医療診療部 －

謝茂木　精一郎 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 皮膚科 准教授

謝髙間　典明 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 循環器内科 助教

謝北村　忠弘 国立大学法人群馬大学生体調節研究所　代謝シグナル研究展開センター　 代謝シグナル解析分野 教授

謝工藤　美樹 国立大学法人広島大学大学院総合科学研究科 産科婦人科学 教授

謝田原　栄俊 国立大学法人広島大学大学院総合科学研究科 細胞分子生物学研究室 教授

謝岡田　剛 国立大学法人広島大学病院 精神神経科 講師

謝岡田　守人 国立大学法人広島大学病院 呼吸器外科 教授

謝岡本　泰昌 国立大学法人広島大学病院 精神科 教授

謝丸山　博文 国立大学法人広島大学病院 脳神経内科 教授

謝細見　直永 国立大学法人広島大学病院 脳神経内科 准教授

謝山崎　琢磨 国立大学法人広島大学病院 人工関節・生体材料学 准教授

謝上野　義隆 国立大学法人広島大学病院 内視鏡診療科 診療講師

謝相澤　秀紀 国立大学法人広島大学病院 神経生物学 教授

謝茶山　一彰 国立大学法人広島大学病院 消化器・代謝内科 教授

謝中西　一義 国立大学法人広島大学病院 脊椎・脊髄外科 講師

謝町野　彰彦 国立大学法人広島大学病院 精神神経科 診療講師

謝津谷　康大 国立大学法人広島大学病院 呼吸器外科 助教

謝田中　信弘 国立大学法人広島大学病院 脊椎・脊髄外科 准教授

謝田中　信治 国立大学法人広島大学病院 内視鏡診療科 教授

謝祢津　智久 国立大学法人広島大学病院 － －

謝宮﨑　健祐 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 神経科精神科 －

謝佐藤　研 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 消化器内科・血液内科・膠原病内 講師

謝大德　和之 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 医療安全推進室 室長

謝田中　幹二 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 周産母子センター 准教授

謝和田　簡一郎 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝櫻庭　裕丈 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 消化器内科・血液内科・膠原病内 講師

謝横山　良仁 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 産科婦人科学講座 教授

謝古郡　規雄 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 神経精神医学講座 准教授

謝佐藤　温 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 腫瘍内科学講座 教授

謝石原　佳奈 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 産科婦人科学講座 －

謝中村　和彦 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 神経精神医学講座 教授

謝木村　正臣 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座 教授

謝樋口　毅 国立大学法人弘前大学大学院保健学研究科 看護学領域 教授

謝花岡　有為子 国立大学法人香川大学医学部 周産期科女性診療科 講師

謝角　徳文 国立大学法人香川大学医学部 精神科神経科 准教授

謝小坂　信二 国立大学法人香川大学医学部 薬剤部 副薬剤部長

謝小松原　悟史 国立大学法人香川大学医学部 整形外科 学内講師

謝西山　成 国立大学法人香川大学医学部 薬理学 教授

謝谷内田　達夫 国立大学法人香川大学医学部 総合内科 副診療科長

謝中村　祐 国立大学法人香川大学医学部 精神神経医学講座 教授

謝中條　浩介 国立大学法人香川大学医学部 麻酔・ペインクリニック科 准教授

謝樋笠　直哉 国立大学法人香川大学医学部 精神科神経科 助教

謝芳地　一 国立大学法人香川大学医学部 薬剤部 薬剤部長

謝眞柴　賛 国立大学法人香川大学医学部 整形外科 准教授

謝眞鍋　貴子 国立大学法人香川大学医学部 精神科 助教

謝岡田　宏基 国立大学法人香川大学医学部附属病院 医学教育学講座 教授

謝下寺　信次 国立大学法人高知大学医学部附属病院 神経精神科学教室 准教授

謝河野　崇 国立大学法人高知大学医学部附属病院 麻酔科学・集中治療医学講座 講師

謝宮村　充彦 国立大学法人高知大学医学部附属病院 薬剤部 教授

謝細木　加寿子 国立大学法人高知大学医学部附属病院 薬剤部 －

謝森田　啓史 国立大学法人高知大学医学部附属病院 神経精神科学教室 －

謝森田　靖代 国立大学法人高知大学医学部附属病院 薬剤部 副部長

謝西原　利治 国立大学法人高知大学医学部附属病院 消化器内科学講座 教授

謝川﨑　元敬 国立大学法人高知大学医学部附属病院 整形外科学教室 講師

謝泉　仁 国立大学法人高知大学医学部附属病院 整形外科学教室 助教

謝前田　長正 国立大学法人高知大学医学部附属病院 産科婦人科学講座 教授

謝藤田　博一 国立大学法人高知大学医学部附属病院 医学教育創造・推進室 准教授

謝武内　世生 国立大学法人高知大学医学部附属病院 総合診療部 准教授

謝堀野　太郎 国立大学法人高知大学医学部附属病院 内分泌代謝・腎臓内科学講座 講師

謝園畑　素樹 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 整形外科 准教授

謝坂田　資尚 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 消化器内科 助教

謝森本　忠嗣 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝田﨑　正信 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 薬剤部 副薬剤部長

謝平川　奈緒美 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科 准教授

謝立石　洋 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 精神神経科 助教

謝酒井　宏子 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 看護部
看護副師長/皮膚・排泄ケア認定看護師/特
定看護師

謝伊藤　正明 国立大学法人三重大学医学部附属病院 循環器内科 院長

謝岡田　元宏 国立大学法人三重大学医学部附属病院 精神神経科学分野 科長

謝丸山　一男 国立大学法人三重大学医学部附属病院 麻酔科（ペインクリニック） 教授

謝近藤　英司 国立大学法人三重大学医学部附属病院 産科婦人科学 講師

謝元村　英史 国立大学法人三重大学医学部附属病院 精神神経科学分野 講師

謝荒木　俊光 国立大学法人三重大学医学部附属病院 消化管・小児外科学 准教授

謝榊原　紀彦 国立大学法人三重大学医学部附属病院 脊椎外科・医用工学講座 准教授

謝須藤　啓広 国立大学法人三重大学医学部附属病院 運動器外科学・腫瘍集学治療学 教授

謝谷井　久志 国立大学法人三重大学医学部附属病院 精神神経科学分野 准教授

謝池田　智明 国立大学法人三重大学医学部附属病院 産科婦人科学 教授

謝竹井　謙之 国立大学法人三重大学医学部附属病院 消化器内科学 教授

謝中村　美咲 国立大学法人三重大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科 助教

謝長谷川　正裕 国立大学法人三重大学医学部附属病院 運動器外科学・腫瘍集学治療学 准教授

謝田畑　務 国立大学法人三重大学医学部附属病院 産科婦人科学 准教授

謝楠　正人 国立大学法人三重大学医学部附属病院 消化管・小児外科学 教授

謝堀木　紀行 国立大学法人三重大学医学部附属病院 光学医療診療部 部長

謝笠井　裕一 国立大学法人三重大学大学院医学系研究科 脊椎外科・医用工学講座 教授

謝岡野　禎治 国立大学法人三重大学保健管理センター 保健管理センター 教授

謝永瀬　智 国立大学法人山形大学医学部附属病院 産科婦人科 教授

謝今田　恒夫 国立大学法人山形大学医学部附属病院 公衆衛生学 教授

謝山川　真由美 国立大学法人山形大学医学部附属病院 疼痛緩和内科 科長

謝松尾　幸城 国立大学法人山形大学医学部附属病院 産科婦人科 助教

謝大瀧　陽一郎 国立大学法人山形大学医学部附属病院 循環器内科 助教

謝渡邉　哲 国立大学法人山形大学医学部附属病院 循環器内科 病院教授

謝豊口　禎子 国立大学法人山形大学医学部附属病院 薬剤部 副部長

謝寒竹　司 国立大学法人山口大学医学部附属病院 整形外科 准教授

謝橋本　真一 国立大学法人山口大学医学部附属病院 第一内科 講師

謝坂井田　功 国立大学法人山口大学医学部附属病院 第一内科 教授

謝松尾　幸治 国立大学法人山口大学医学部附属病院 精神科神経科 准教授

謝杉野　法広 国立大学法人山口大学医学部附属病院 産科婦人科 教授

謝池上　直慶 国立大学法人山口大学医学部附属病院 第二内科 助教



謝田口　敏彦 国立大学法人山口大学医学部附属病院 整形外科 教授

謝田村　博史 国立大学法人山口大学医学部附属病院 産科婦人科 准教授

謝渡邉　義文 国立大学法人山口大学医学部附属病院 精神科神経科 特命教授

謝鈴木　秀典 国立大学法人山口大学医学部附属病院 整形外科 助教

謝平田　修司 国立大学法人山梨大学医学部 産婦人科学 教授

謝安田　和幸 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 精神科 医長

謝岩本　史光 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 消化器内科 －

謝松川　隆 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 麻酔科 科長

謝杉田　完爾 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 小児科 科長

謝大場　哲郎 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 整形外科 －

謝端　晶彦 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 産婦人科 教授

謝平田　卓志 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 精神科 －

謝北村　健一郎 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科、腎臓内科 科長

謝安藤　朗 国立大学法人滋賀医科大学 消化器内科 教授

謝吉村　篤 国立大学法人滋賀医科大学 精神医学講座 助教

謝栗山　健一 国立大学法人滋賀医科大学 精神医学講座 准教授

謝山中　章義 国立大学法人滋賀医科大学 産科学婦人科学講座 助教

謝山田　尚登 国立大学法人滋賀医科大学 精神医学講座 教授

謝川崎　拓 国立大学法人滋賀医科大学 整形外科学講座 准教授

謝前川　聡 国立大学法人滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科 教授

謝村上　節 国立大学法人滋賀医科大学 産科学婦人科学講座 教授

謝馬場　重樹 国立大学法人滋賀医科大学 栄養治療部 講師

謝木村　文則 国立大学法人滋賀医科大学 産科学婦人科学講座 准教授

謝寺田　智祐 国立大学法人滋賀医科大学 薬剤部 教授

謝沖　利通 国立大学法人鹿児島大学 医学部保健学科 教授

謝大久津　昌治 国立大学法人鹿児島大学 農学部畜産科学コース家畜繁殖分野 准教授

謝井戸　章雄 国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病学 教授

謝大石　充 国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学 教授

謝中村　雅之 国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 精神機能病学分野 准教授

謝上村　修司 国立大学法人鹿児島大学病院 光学医療診療部 講師

謝石塚　貴周 国立大学法人鹿児島大学病院 神経科精神科 助教

謝石塚　賢治 国立大学法人鹿児島大学病院 血液・膠原病内科 教授

謝武田　泰生 国立大学法人鹿児島大学病院 薬剤部 教授

謝永澤　博幸 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝菊池　結花 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 精神科 講師

謝吉沢　和久 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 － －

謝寺田　幸弘 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 産科婦人科 教授

謝新保　麻衣 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 － 助教

謝神林　崇 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 精神科 准教授

謝清水　徹男 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 精神科 教授

謝白澤　弘光 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 － 助教

謝飯島　克則 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 消化器内科（胃腸・食道） 教授

謝髙橋　直人 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 血液内科／腎臓内科／リウマチ科 教授

謝塩沢　丹里 国立大学法人信州大学医学部 産科婦人科学教室 教授

謝金井　誠 国立大学法人信州大学医学部 保健学科小児・母性看護学 教授

謝岡　賢二 国立大学法人信州大学医学部附属病院 産科婦人科 医長

謝上條　祐司 国立大学法人信州大学医学部附属病院 腎臓内科 診療教授

謝池上　章太 国立大学法人信州大学医学部附属病院 整形外科 －

謝天正　恵治 国立大学法人信州大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝髙橋　淳 国立大学法人信州大学医学部附属病院 運動機能学教室 准教授

謝横山　純二 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 光学診療部 准教授

謝外山　聡 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 薬剤部 教授

謝谷藤　理 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 整形外科 助教

謝丹羽　佑輔 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 消化器内科 －

謝髙橋　宏太朗 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 － －

謝榎本　隆之 国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 産科婦人科学教室 教授

謝今井　教雄 国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 地域医療長寿学講座 特任准教授

謝寺井　崇二 国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科 教授

謝小野寺　理 国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 神経内科 教授

謝成田　一衛 国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎・膠原病内科 教授

謝染矢　俊幸 国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 精神医学分野 教授

謝平野　徹 国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 整形外科 准教授

謝蝦名　康彦 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 産科婦人科 准教授

謝角　泰雄 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究推進学分野 特命教授

謝錦織　千佳子 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 皮膚科 診療科長

謝黒田　良祐 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 整形外科 教授

謝細田　弘吉 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 脳神経外科 准教授

謝星　奈美子 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 消化器内科 助教

謝西　慎一 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 腎臓内科 教授

謝西田　康太郎 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 整形外科 准教授

謝石田　達郎 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 循環器内科 特命教授

謝大井　充 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 光学医療診療部 特定助教

謝中山　和彦 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 循環器内科 特命助教

謝菱本　明豊 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 精神科神経科 准教授

謝平田　健一 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 循環器内科 教授

謝鈴木　嘉穂 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 産科婦人科 助教

謝髙雄　由美子 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 麻酔科・ペインクリニック科 准教授

謝横手　幸太郎 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 細胞治療内科学 教授

謝坂尾　誠一郎 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科学 准教授

謝堺田　惠美子 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 血液内科 診療教授

謝清水　栄司 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 認知行動生理学 教授

謝石井　伊都子 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤部長

謝大鳥　精司 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 整形外科学 教授

謝大塚　将之 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 臓器制御外科学 教授

謝中川　倫夫 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 消化器内科学 助教

謝中村　順一 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝飯野　陽太郎 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 消化器内科 －

謝伊豫　雅臣 国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 精神医学 教授

謝生水　真紀夫 国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 生殖医学 教授

謝髙野　博之 国立大学法人千葉大学大学院薬学研究院 － －

謝守山　敏樹 国立大学法人大阪大学キャンパスライフ健康支援センター保健管理 － センター長

謝瀧原　圭子 国立大学法人大阪大学キャンパスライフ健康支援センター保健管理 － 保健管理部門長

謝工藤　喬 国立大学法人大阪大学キャンパスライフ健康支援センター保健管理部門吹田分室 精神科 教授

謝吉山　顕次 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 神経科・精神科 講師

謝吉川　秀樹 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 整形外科 教授

謝吉田　好機 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 － －

謝金倉　譲 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 教授

謝佐原　亘 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 整形外科 －

謝山本　浩一 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 老年・総合内科 講師

謝柴山　浩彦 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 准教授

謝勝浦　正人 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 薬剤部 副薬剤部長

謝小垣　滋豊 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 小児科 講師



謝松田　陽一 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 麻酔科 －

謝植松　弘進 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 麻酔科 －

謝新﨑　信一郎 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 消化器内科 講師

謝池田　学 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 神経科・精神科 教授

謝竹屋　泰 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 老年・総合内科学 医学部講師

謝猪阪　善隆 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 腎臓内科 教授

謝鳥越　史子 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 小児科学 －

謝畑　真弘 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 医学系研究科 精神医学分野 助教

謝飯島　英樹 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 消化器内科 准教授

謝冨田　哲也 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 整形外科 准教授

謝福原　淳範 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科 准教授

謝木村　正 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 産科学婦人科学講座 教授

謝數井　裕光 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 神経科・精神科 講師

謝樂木　宏実 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 老年・総合内科 教授

謝澤田　健二郎 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 産科婦人科 医長

謝寺下　善一 国立大学法人大阪大学産学協創本部 協創人材育成部門 招聘教授

謝穐吉　條太郎 国立大学法人大分大学医学部附属病院 精神科 准教授

謝伊東　弘樹 国立大学法人大分大学医学部附属病院 薬剤部 副病院長

謝沖本　忠義 国立大学法人大分大学医学部附属病院 消化器内科 講師

謝河野　康志 国立大学法人大分大学医学部附属病院 産科婦人科 准教授

謝吉岩　あおい 国立大学法人大分大学医学部附属病院 総合内科・総合診療科 診療教授

謝宮﨑　正志 国立大学法人大分大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝佐藤　雄己 国立大学法人大分大学医学部附属病院 薬剤部 副薬剤部長

謝寺尾　岳 国立大学法人大分大学医学部附属病院 精神科 教授

謝柴田　洋孝 国立大学法人大分大学医学部附属病院 内分泌・糖尿病内科 教授

謝松原　悦朗 国立大学法人大分大学医学部附属病院 神経内科 教授

謝村上　和成 国立大学法人大分大学医学部附属病院 消化器内科 教授

謝楢原　久司 国立大学法人大分大学医学部附属病院 産科婦人科 教授

謝白濵　正直 国立大学法人大分大学医学部附属病院 精神科 助教

謝鈴木　芳 国立大学法人大分大学医学部附属病院 薬剤部 －

謝永井　優子 国立大学法人筑波大学医学医療系 産科婦人科学 病院講師

謝根本　清貴 国立大学法人筑波大学医学医療系 臨床医学域　精神医学 准教授

謝佐藤　豊実 国立大学法人筑波大学医学医療系 産科婦人科学 教授

謝三島　初 国立大学法人筑波大学医学医療系 整形外科 准教授

謝山縣　邦弘 国立大学法人筑波大学医学医療系 腎臓内科学 教授

謝松丸　祐司 国立大学法人筑波大学医学医療系 脳卒中予防治療学講座 教授

謝松村　明 国立大学法人筑波大学医学医療系 脳神経外科 教授

謝松﨑　朝樹 国立大学法人筑波大学医学医療系 臨床医学域　精神医学 診療講師

謝新井　哲明 国立大学法人筑波大学医学医療系 臨床医学域　精神医学 教授

謝櫻井　学 国立大学法人筑波大学医学医療系 産科婦人科学 診療講師

謝羽田　舞子 国立大学法人筑波大学附属病院 精神科デイケア －

謝溝上　裕士 国立大学法人筑波大学附属病院 光学医療診療部 病院教授

謝志鎌　あゆみ 国立大学法人筑波大学附属病院 産科婦人科学 講師

謝青沼　和隆 国立大学法人筑波大学附属病院 循環器内科 教授

謝設楽　宗孝 国立大学法人筑波大学附属病院 人間総合科学研究科 教授

謝島野　仁 国立大学法人筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科 教授

謝白鳥　裕貴 国立大学法人筑波大学附属病院 臨床医学域　精神医学 診療講師

謝鈴木　英雄 国立大学法人筑波大学附属病院 光学医療診療部 准教授

謝井川　幸子 国立大学法人長崎大学病院 看護部内科外来 －

謝佐々木　均 国立大学法人長崎大学病院 薬剤部 薬剤部長

謝増﨑　英明 国立大学法人長崎大学病院 － 院長

謝竹島　史直 国立大学法人長崎大学病院 消化器内科 准教授

謝田上　敦士 国立大学法人長崎大学病院 整形外科 助教

謝尾﨑　誠 国立大学法人長崎大学病院 整形外科 教授

謝米倉　暁彦 国立大学法人長崎大学病院 整形外科 准教授

北島　道夫 国立大学法人長崎大学病院 産婦人科 准教授

謝野畑　宏之 国立大学法人長崎大学病院 精神科神経科 助教

謝戸北　正和 国立大学法人長崎大学病院 看護部 看護師長

謝磯本　一 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 消化器内科／腎臓内科 教授

謝岩田　正明 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 精神科 准教授

謝兼子　幸一 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 精神科 教授

謝原田　省 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 産科婦人科学 教授

謝国分　一男 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 精神科 －

謝谷口　文紀 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 産科婦人科学 准教授

謝谷島　伸二 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 整形外科／リウマチ科 講師

謝池淵　雄一郎 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 消化器内科／腎臓内科 助教

謝京　哲 国立大学法人島根大学医学部附属病院 産科婦人科 教授

謝三木　啓之 国立大学法人島根大学医学部附属病院 精神科神経科 助教

謝石原　俊治 国立大学法人島根大学医学部附属病院 消化器内科 准教授

謝折出　亜希 国立大学法人島根大学医学部附属病院 産科・婦人科 講師

謝川島　耕作 国立大学法人島根大学医学部附属病院 消化器内科 講師

謝長濱　道治 国立大学法人島根大学医学部附属病院 精神科神経科 助教

謝内尾　祐司 国立大学法人島根大学医学部附属病院 整形外科学 教授

謝堀口　淳 国立大学法人島根大学医学部附属病院 精神科神経科 名誉教授

謝木下　芳一 国立大学法人島根大学医学部附属病院 消化器内科 教授

謝林田　麻衣子 国立大学法人島根大学医学部附属病院 精神科神経科 講師

謝吉井　俊貴 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 整形外科 准教授

謝古賀　英之 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 整形外科 准教授

謝市野瀬　剛 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター －

謝松岡　克善 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科 准教授

謝石川　智則 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 周産・女性診療科 講師

謝大塚　和朗 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 光学医療診療部 教授

謝猪瀬　弘之 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝長堀　正和 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科 特任准教授

謝渡辺　守 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科 教授

謝土井　庄三郎 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 茨城県小児・周産期地域医療学 教授

謝藤井　俊光 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科 助教

謝竹中　健人 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 光学医療診療部 －

謝川又　紀彦 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 血液内科・造血器疾患免疫治療学教室 教授

謝藤堂　具紀 国立大学法人東京大学医科学研究所附属病院 脳腫瘍外科 教授

謝加藤　壯 国立大学法人東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 －

謝五十嵐　真純 国立大学法人東京大学医学部附属病院 12階南循環器内科病棟 －

謝高村　将司 国立大学法人東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 －

謝小林　寛 国立大学法人東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 －

謝赤澤　宏 国立大学法人東京大学医学部附属病院 循環器内科 講師

謝大島　寧 国立大学法人東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 講師

謝谷口　優樹 国立大学法人東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 －

謝波多野　将 国立大学法人東京大学医学部附属病院 循環器内科, 重症心不全治療開発講座 特任准教授

謝畑　啓介 国立大学法人東京大学医学部附属病院 大腸・肛門外科 特任講師

謝平田　哲也 国立大学法人東京大学医学部附属病院 女性外科 講師

謝保科　克行 国立大学法人東京大学医学部附属病院 血管外科 講師

謝牧　尚孝 国立大学法人東京大学医学部附属病院 循環器内科 －



謝木暮　宏史 国立大学法人東京大学医学部附属病院 消化器内科 －

謝野崎　里恵 国立大学法人東京大学医学部附属病院 12階南循環器内科病棟 －

謝廣田　泰 国立大学法人東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 講師

謝廣瀨　旬 国立大学法人東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 専任講師

謝髙山　直子 国立大学法人東京大学医学部附属病院 外来 副看護師長

謝曾根　献文 国立大学法人東京大学医学部附属病院 女性外科 －

謝伊藤　大知 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 疾患生命工学センター 准教授

謝甲賀　かをり 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 女性診療科・産科 准教授

謝秋下　雅弘 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座 教授

謝小室　一成 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授

謝小池　和彦 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授

謝大須賀　穣 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 教授

謝藤井　知行 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 教授

謝矢冨　裕 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 臨床病態検査医学 教授

謝酒井　康行 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 － 教授

謝原田　達也 国立大学法人東京大学大学院情報理工学系研究科 － 教授

謝下川　宏明 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授

謝松岡　洋夫 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 精神神経学分野 教授

謝松本　和紀 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 精神神経学分野 准教授

謝伊藤　貞嘉 国立大学法人東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科 科長

謝角田　洋一 国立大学法人東北大学病院 消化器内科 助教

謝菊地　紗耶 国立大学法人東北大学病院 精神科 －

謝及川　卓也 国立大学法人東北大学病院 循環器内科 －

謝佐藤　祐司 国立大学法人東北大学病院 薬剤部 －

謝杉村　宏一郎 国立大学法人東北大学病院 循環器内科 講師

謝石岡　千加史 国立大学法人東北大学病院 臨床腫瘍学分野 教授

謝島田　宗昭 国立大学法人東北大学病院 － －

謝梅内　ひろえ 国立大学法人東北大学病院 9F循環器内科病棟 －

謝萩原　嘉廣 国立大学法人東北大学病院 スポーツ・運動機能再建医学 －

謝八重樫　伸生 国立大学法人東北大学病院 － 病院長

謝立花　眞仁 国立大学法人東北大学病院 － －

謝眞野　成康 国立大学法人東北大学病院 薬剤部 薬剤部長

謝菊地　克子 国立大学法人東北大学病院 皮膚科 医長

謝木内　喜孝 国立大学法人東北大学保健管理センター － 教授

謝佐田　政隆 国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野 教授

謝加藤　剛志 国立大学法人徳島大学病院 産科婦人科 助教

謝苛原　稔 国立大学法人徳島大学病院 産科婦人科 教授

謝高山　哲治 国立大学法人徳島大学病院 消化器内科 教授

謝手束　文威 国立大学法人徳島大学病院 運動機能外科学 助教

謝住谷　さつき 国立大学法人徳島大学病院 特別修学支援室 教授

謝大森　哲郎 国立大学法人徳島大学病院 精神科神経科 教授

謝金山　尚裕 国立大学法人浜松医科大学 産科婦人科 副学長

謝紫藤　洋二 国立大学法人浜松医科大学 整形外科学講座 助教

謝松山　幸弘 国立大学法人浜松医科大学 整形外科学講座 教授

謝大和　雄 国立大学法人浜松医科大学 整形外科学講座 助教

謝戸倉　新樹 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 皮膚科 教授

謝五十嵐　寛 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 臨床医学教育学講座 特任准教授

謝山末　英典 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 精神科神経科 教授

謝杉本　健 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 消化器内科 准教授

謝前川　裕一郎 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 循環器内科 教授

謝長谷川　智彦 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝島内　隆寿 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 皮膚科 病院講師

謝下条　竜一 国立大学法人富山大学附属病院 整形外科 助教

謝吉野　修 国立大学法人富山大学附属病院 産科婦人科 准教授

謝三原　弘 国立大学法人富山大学附属病院 ｷｬﾘｱﾊﾟｽ創造ｾﾝﾀｰ 助教

謝水谷　南美 国立大学法人富山大学附属病院 第二内科 －

謝杉山　敏郎 国立大学法人富山大学附属病院 消化器内科 教授

謝川口　善治 国立大学法人富山大学附属病院 整形外科 准教授

謝南條　宗八 国立大学法人富山大学附属病院 第三内科 助教

謝樋口　悠子 国立大学法人富山大学附属病院 神経精神科 医長

謝齋藤　滋 国立大学法人富山大学附属病院 産科婦人科 教授

謝岩野　正之 国立大学法人福井大学医学部附属病院 腎臓内科 副院長（教授）

謝吉田　好雄 国立大学法人福井大学医学部附属病院 産科婦人科 教授

謝此下　忠志 国立大学法人福井大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科 科長

謝小久保　安朗 国立大学法人福井大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 副科長（准教授）

謝中本　安成 国立大学法人福井大学医学部附属病院 消化器内科 副院長（教授）

謝東間　正人 国立大学法人福井大学医学部附属病院 神経科精神科 准教授

謝片山　寛人 国立大学法人福井大学医学部附属病院 神経科精神科 －

謝和田　有司 国立大学法人福井大学医学部附属病院 神経科精神科 院長

謝伊藤　侯輝 国立大学法人北海道大学病院 精神科神経科 講師

謝熊井　正貴 国立大学法人北海道大学病院 薬剤部 主任

謝桂田　武彦 国立大学法人北海道大学病院 消化器内科 助教

謝荒戸　照世 国立大学法人北海道大学病院 臨床研究開発センター 教授

謝高畑　雅彦 国立大学法人北海道大学病院 整形外科 准教授

謝三神　大世 国立大学法人北海道大学病院 － －

謝秋田　弘俊 国立大学法人北海道大学病院 腫瘍内科 教授

謝小野寺　智洋 国立大学法人北海道大学病院 整形外科 講師

謝須藤　英毅 国立大学法人北海道大学病院 整形外科 特任准教授

謝石塚　泰也 国立大学法人北海道大学病院 産婦人科 －

謝大平　洋 国立大学法人北海道大学病院 内科Ⅰ 助教

謝辻野　一三 国立大学法人北海道大学病院 内科Ⅰ 特任教授

謝寳金　清博 国立大学法人北海道大学病院 脳神経外科 院長

謝髙橋　大介 国立大学法人北海道大学病院 整形外科 講師

謝朝倉　聡 国立大学法人北海道大学保健センター － 准教授

謝今釜　史郎 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝小林　和克 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 整形外科 病院助教

謝中山　吾郎 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 消化器外科二 講師

謝中村　正直 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 消化器内科 助教

謝渡辺　修 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 消化器内科 病院講師

謝鈴木　進 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 病院助教

謝德倉　達也 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 精神科 助教

謝安藤　雄一 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 化学療法部 教授

謝丸山　彰一 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 腎臓内科学 教授

謝岩本　邦弘 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 精神科 講師

謝古森　公浩 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 血管外科学 教授

謝後藤　秀実 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授

謝室原　豊明 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授

謝清井　仁 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 教授

謝石井　秀樹 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 講師

謝坪井　直毅 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 腎臓内科学 准教授

謝藤城　弘樹 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 精神医療学寄附講座 寄付講座講師

謝尾崎　紀夫 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 精神医学・親と子どもの心療学 教授



謝岩淵　成志 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 循環器・腎臓・神経内科学講座 准教授

謝近藤　毅 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 精神科神経科 科長

謝金城　徹 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 第一内科 －

謝金谷　文則 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 整形外科 科長

謝島袋　盛洋 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 精神科神経科 －

謝銘苅　桂子 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 産科婦人科 医局長

謝平良　智恵美 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 なし 看護師長

謝福島　卓也 国立大学法人琉球大学医学部保健学科 病態検査学講座 教授

謝栗本　昌紀 黒部市民病院 脳神経外科 理事

謝白　勝 狛江はく整形外科　 整形外科 院長

謝今井　秀 今井整形外科 － 院長

謝小林　昭彦 今池内科心療内科 － 院長

謝青木　敬宏 佐久市立国保浅間総合病院 産婦人科 －

謝有吉　大 佐久市立国保浅間総合病院 整形外科 －

謝植竹　智義 佐久穂町立千曲病院 胃腸科 院長

謝山田　俊夫 佐々木レディスクリニック 産婦人科 －

謝山尾　拓史 佐世保市立総合病院 消化器内科 診療科長

謝佐藤　正義 佐藤整形外科クリニック － 院長

謝岡村　幸重 佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院 消化器内科 副院長

謝江﨑　諒 佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院 － －

謝山家　邦章 佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院 精神神経科 主任部長

謝田中　理恵子 砂川市立病院 産婦人科 医長

謝内海　久美子 砂川市立病院 精神科 センタ―長

謝姫野　大作 砂川市立病院 精神科 副医長

謝重松　忠 済生会滋賀県病院 消化器内科 副院長

謝片山　政伸 済生会滋賀県病院 消化器内科 部長

謝中村　尚史 財団医療法人水の木会下関病院附属地域診療クリニック 精神科 －

謝末次　正知 財団医療法人水の木会下関病院附属地域診療クリニック 精神科 院長

謝藤田　浩平 財団法人日本バプテスト連盟医療団総合病院日本バプテスト病院 産婦人科 部長

謝阪尾　学 阪尾なんばメンタルクリニック 精神科 院長

謝阪本　康夫 阪本胃腸・外科クリニック － 院長

謝中山　季昭 埼玉県立小児医療センター 薬剤部 副技師長

謝浅野　誠 桜並木心療医院 － 院長

謝山田　浩之 三重県厚生農業協同組合連合会三重北医療センター菰野厚生病院 整形外科 副院長

謝佐藤　憲史 三重県厚生農業協同組合連合会大台厚生病院 整形外科 副院長

謝北村　哲也 三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院 循環器内科 診療部長

謝田中　浩彦 三重県立総合医療センター 産婦人科 診療部長

謝松田　祐一 三田市民病院 循環器内科 副院長

謝大坪　出 三田市民病院 外科・消化器外科 医長

謝田中　浩司 三田市民病院 放射線科 部長

謝田中　秀憲 三田市民病院 消化器内科 部長

謝吉田　章 三菱京都病院 心臓内科 名誉顧問

謝西村　歩美 三菱京都病院 － 助産師

謝藤本　真理子 三菱京都病院 産婦人科 部長

謝阿達　啓介 三豊総合病院企業団三豊総合病院 整形外科 部長

謝安原　ひさ恵 三豊総合病院企業団三豊総合病院 内科 医長

謝井上　和正 三豊総合病院企業団三豊総合病院 整形外科 部長

謝石原　剛 三豊総合病院企業団三豊総合病院 産婦人科 部長

謝髙石　篤志 三豊総合病院企業団三豊総合病院 循環器科 部長

謝三木　和茂 三木メンタルクリニック － 院長

謝谷　邦彦 山の端メンタルクリニック － 院長

謝石山　智敏 山形県立新庄病院 外科・乳腺外科 副院長

謝松井　幹之 山形県立中央病院 循環器内科 副部長

謝鈴木　恵綾 山形県立中央病院 糖尿病内分泌代謝内科 医長

謝藤澤　博亮 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 脳神経外科 副院長

謝米村　浩 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院 整形外科 主任部長

謝宮崎　規行 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 整形外科 部長

謝三谷　伸之 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 消化器内科 －

謝村松　慶一 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 整形外科 副院長

謝谷　泰宏 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 整形外科 副部長

謝山川　隆司 山川医院 － 院長

謝山本　洋介 山本クリニック － 院長

謝山本　和儀 山本クリニック － 院長

謝寺本　勝寛 山梨県厚生農業協同組合連合会健康管理センター － －

謝平出　薫 産科・婦人科ひらでかおるクリニック － 院長

謝佐藤　雄一 産科婦人科舘出張佐藤病院 産科婦人科 院長

謝服部　公博 産婦人科はっとりクリニック － 院長

謝四方　秀人 四方医院 － 院長

謝子田　純夫 子田整形外科 － 院長

謝粟屋　敏雄 市立旭川病院 薬剤科 科長

謝垂石　正樹 市立旭川病院 消化器内科 診療部長

謝土井　朋代 市立旭川病院 精神神経科 －

謝林　博章 市立旭川病院 産婦人科 診療部長

謝竹内　信人 市立宇和島病院 薬局 薬局長

謝藤盛　修成 市立横手病院 消化器内科 副院長

謝三田　真俊 市立釧路総合病院 整形外科 部長

謝後藤　仁和 市立札幌病院 薬剤部 薬剤部長

謝岡本　幸太 市立四日市病院 産婦人科 －

謝森川　紗也子 市立四日市病院 － －

謝加藤　久晴 市立室蘭総合病院 薬局薬剤課 主幹

謝金戸　宏行 市立室蘭総合病院 消化器内科 院長

謝小野寺　馨 市立室蘭総合病院 消化器内科 科長

謝清水　晴夫 市立室蘭総合病院 消化器内科 部長

謝森山　康弘 市立池田病院 血液内科 部長

謝中原　征則 市立池田病院 消化器内科 主任部長

謝田井　浩子 市立池田病院 薬剤部 副薬剤部長

謝米島　學 市立敦賀病院 消化器科 院長

謝上松　耕太 市立奈良病院 整形外科 センター長

謝坂田　幸雄 市立函館病院 薬局 薬事係長

謝山下　剛 市立函館病院 産婦人科 医療部長

謝新家　恵子 市立豊中病院 薬剤部 副薬剤部長

謝西田　勉 市立豊中病院 消化器内科 部長

謝中島　佐知子 市立豊中病院 消化器内科 医長

謝柏井　将文 市立豊中病院 整形外科 医長

謝武　弘典 市立豊中病院 血液内科 主任部長

謝平野　勝康 市立輪島病院 外科 医長

謝梶西　ミチコ 糸島医師会病院 看護部 看護部長

謝小久保　至浩 至クリニック － 院長

謝真方　美紀 鹿児島市立病院 看護部 －

謝芝山　幸久 芝山内科 － 院長

謝上中　一泰 社会医療法人きつこう会多根総合病院 整形外科 部長

謝其田　学士 社会医療法人きつこう会多根総合病院 薬剤部 副薬局長



謝伊原　郁夫 社会医療法人さくら会さくら会病院 脳神経外科 理事長

謝金井　優宜 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院 埼玉脊椎脊髄病センター －

謝浅野　聡 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院 埼玉脊椎脊髄病センター 副院長

謝岩城　晶文 社会医療法人愛仁会高槻病院 薬剤科 科長

謝藤代　高明 社会医療法人愛仁会高槻病院 整形外科 部長

謝平中　崇文 社会医療法人愛仁会高槻病院 － 副院長

謝吉田　茂樹 社会医療法人愛仁会千船病院 産婦人科 部長

謝水野　祐紀子 社会医療法人愛仁会千船病院 産婦人科 －

謝鄭　克真 社会医療法人愛仁会千船病院 整形外科 部長

謝本山　覚 社会医療法人愛仁会千船病院 産婦人科 院長

謝木村　真策 社会医療法人愛仁会千船病院 薬剤科 科長

謝安藤　純哉 社会医療法人愛仁会明石医療センター 消化器内科 医長

謝吉田　俊一 社会医療法人愛仁会明石医療センター 消化器内科 副院長

謝松島　真司 社会医療法人愛仁会明石医療センター 整形外科 主任部長

謝良田　洋昇 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院 整形外科 部長

謝梶田　幸宏 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 整形外科 部長

謝石川　昌利 社会医療法人医真会医真会八尾総合病院 消化器センター内科 医長

謝上山　憲司 社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科 診療本部長・脳卒中センター長

謝中村　博彦 社会医療法人医仁会中村記念病院 － 理事長

謝藤井　徳幸 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 心血管カテーテル治療センター センター長

謝吉岡　太郎 社会医療法人河北医療財団河北総合病院 整形外科 部長

謝五十嵐　裕章 社会医療法人河北医療財団河北総合病院 消化器内科 副院長

謝五味淵　秀人 社会医療法人河北医療財団河北総合病院 産婦人科 部長

謝木田　将量 社会医療法人河北医療財団河北総合病院 整形外科 科長

謝石村　栄治 社会医療法人垣谷会明治橋病院 内科 院長

謝酒見　亮介 社会医療法人共愛会戸畑共立病院 消化器内科 医長

謝宗　祐人 社会医療法人共愛会戸畑共立病院 消化器病センター 副院長

謝清水　建詞 社会医療法人共愛会戸畑共立病院 脊椎脊髄外科 部長

謝公文　義雄 社会医療法人近森会近森病院 リウマチ・膠原病内科 部長

謝高松　正宏 社会医療法人近森会近森病院 消化器内科 部長

謝井垣　弘康 社会医療法人恵佑会札幌病院 消化器外科 部長

謝奥田　博介 社会医療法人恵佑会札幌病院 腫瘍内科 部長

謝西田　靖仙 社会医療法人恵佑会札幌病院 消化器外科 副院長

謝早坂　州生 社会医療法人恵佑会札幌病院 薬剤科 主任

謝石原　淳 社会医療法人敬愛会中頭病院 消化器内科 －

謝大坂　芳明 社会医療法人景岳会南大阪病院 整形外科 副院長

謝福田　隆 社会医療法人景岳会南大阪病院 消化器内科 副院長

謝増田　勉 社会医療法人健生会生駒胃腸科肛門科診療所 消化器科 所長

謝川嶌　眞人 社会医療法人玄真堂川嶌整形外科病院 整形外科 理事長

謝御供　正明 社会医療法人公徳会米沢こころの病院 精神科 院長

謝寒河江　悟 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院 婦人科 がんセンター長

謝岡島　良明 社会医療法人弘道会なにわ生野病院 整形外科 部長

謝花井　洋人 社会医療法人行岡医学研究会行岡病院 － －

謝藤村　宜憲 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 消化器内科 顧問

謝遠藤　豊 社会医療法人財団互恵会大船中央病院 消化器病・ＩＢＤセンター センター長

謝吉田　篤史 社会医療法人財団互恵会大船中央病院 光学診療部 部長

謝上野　文昭 社会医療法人財団互恵会大船中央病院 消化器病・ＩＢＤセンター 理事長

謝山口　成良 社会医療法人財団松原愛育会松原病院 精神科 名誉院長

謝荒井　好範 社会医療法人財団仁医会牧田総合病院 脳神経外科 理事長

謝平出　周 社会医療法人財団仁医会牧田総合病院 整形外科 部長

謝清時　毅典 社会医療法人財団聖フランシスコ会姫路聖マリア病院 産婦人科 －

謝奥平　圭輔 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 消化器内科 部長

謝天野　雄一 社会医療法人財団石心会川崎幸クリニック 心療内科 －

謝小川　貴之 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 整形外科 課長

謝今川　正人 社会医療法人財団天心堂へつぎ病院 整形外科 部長

謝渕﨑　宇一郎 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院 消化器内科 副病院長

謝小幡　浩之 社会医療法人札幌清田整形外科病院 整形外科 副院長

謝山内　尚文 社会医療法人札幌清田病院 － 院長

謝谷口　陽一 社会医療法人慈恵会聖ケ丘病院 薬剤部 薬剤長

謝目良　浩一 社会医療法人慈恵会聖ケ丘病院 整形外科 院長

謝有馬　喬 社会医療法人鹿児島愛心会大隅鹿屋病院 循環器内科 医長

謝藤井　美穗 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 女性総合診療センター センター長

謝鎌田　尊人 社会医療法人社団菊田会習志野第一病院 整形外科 －

謝三橋　繁 社会医療法人社団菊田会習志野第一病院 整形外科 副院長

謝平川　敬 社会医療法人社団熊本丸田会熊本整形外科病院 整形外科 副院長

謝米嵩　理 社会医療法人社団熊本丸田会熊本整形外科病院 整形外科 －

謝藤田　仁志 社会医療法人社団更生会村上記念病院 脳神経外科 副院長

謝野明　俊裕 社会医療法人社団高野会くるめ病院 外科 副院長

謝村岡　正武 社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院 消化器内科 医長

謝野﨑　良一 社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院 消化器内科 副院長

謝成尾　宗浩 社会医療法人社団三思会東名厚木病院 整形外科 －

謝呉本　健一 社会医療法人社団順江会江東病院 循環器内科 部長

謝三浦　邦久 社会医療法人社団順江会江東病院 麻酔科 副院長

謝小林　修 社会医療法人社団順江会江東病院 消化器内科 部長

謝田宮　栄治 社会医療法人社団順江会江東病院 循環器内科 副院長

謝武藤　治 社会医療法人社団順江会江東病院 整形外科 医長

謝大久保　貴司 社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院 産婦人科 部長

謝唐澤 匠太 社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院 薬剤科 薬剤科長

謝浦山　茂樹 社会医療法人社団昭愛会水野記念病院 整形外科 部長

謝木村　結香 社会医療法人社団正志会荒木記念東京リバーサイド病院 － －

謝田中　智子 社会医療法人社団正志会東京リバーサイド病院 産婦人科 婦人科内視鏡部長

謝照喜納　光信 社会医療法人社団正峰会大山病院 整形外科 部長

謝望月　猛 社会医療法人社団木下会鎌ケ谷総合病院 整形外科・リウマチ科 副院長

謝廣島　亮 社会医療法人社団木下会鎌ケ谷総合病院 整形外科・リウマチ科 医長

謝竹信　敦充 社会医療法人社団陽正会寺岡記念病院 脳神経外科 部長

謝岡田　章良 社会医療法人若弘会若草第一病院 消化器内科 部長

謝北野　厚生 社会医療法人若弘会若草第一病院 消化器内科 名誉院長

謝山田　敏行 社会医療法人寿楽会大野記念病院 整形外科 医長

謝川口　耕平 社会医療法人春回会井上病院 整形外科 －

謝牧山　和也 社会医療法人春回会井上病院 消化器内科 顧問

謝長井　一彦 社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院 薬剤科 薬剤部長

謝湊　泉 社会医療法人新潟臨港保健会新潟臨港病院 整形外科 院長

謝依藤　健之助 社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 診療技術部 薬剤室 副薬剤室長

謝山田　元 社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 消化器内科 部長

謝西田　晴彦 社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 整形外科 部長

謝金城　福則 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 消化器内科 顧問

謝加原　尚明 社会医療法人水和会水島中央病院 整形外科 理事長

謝門脇　浩三 社会医療法人清恵会清恵会病院 産婦人科 副院長

謝安　辰一 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 消化器内科 部長

謝長畑　敏弘 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 麻酔科 部長

謝家口　尚 社会医療法人生長会府中病院 整形外科／リウマチ科 副院長

謝佐藤　寿行 社会医療法人生長会府中病院 － －



謝北村　亜以 社会医療法人盛全会岡山西大寺病院 整形外科 －

謝井上　徹雄 社会医療法人製鉄記念広畑病院 薬剤部 －

謝大内　佐智子 社会医療法人製鉄記念広畑病院 内科 副部長

謝田中　一穂 社会医療法人製鉄記念広畑病院 薬剤部 部長

謝恐神　博行 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 産婦人科 科長

謝小谷　善久 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 整形外科 副院長

謝杉浦　央 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 薬剤部 －

謝横山　寛明 社会医療法人製鉄記念八幡病院 心療内科 主任医長

謝土橋　卓也 社会医療法人製鉄記念八幡病院 － 院長

謝平田　正伸 社会医療法人製鉄記念八幡病院 整形外科 医長

謝萩原　明於 社会医療法人誠光会草津総合病院 第二外科学 －

謝進藤　健一 社会医療法人青嵐会本荘第一病院 消化器科 部長

謝間島　直彦 社会医療法人石川記念会ＨＩＴＯ病院 整形外科 部長

謝児玉　英也 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 精神科 －

謝神保　幸太郎 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 整形外科 診療部長

謝塚本　竜生 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 精神科 診療部長

謝首藤　敏秀 社会医療法人泉和会千代田病院 整形外科 部長

謝太田　郁子 社会医療法人全仁会倉敷平成病院 婦人科 部長

謝伊藤　康文 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 内科・消化器内科 部長

謝松波　和寿 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 産婦人科 副院長

謝小島　達自 社会医療法人壮幸会行田総合病院 整形外科 副院長

謝中野　良信 社会医療法人蒼生会蒼生病院 口腔外科 －

謝本家　秀文 社会医療法人大成会福岡記念病院 整形外科 －

謝石川　真平 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 薬剤科 科長

謝岩本　範顕 社会医療法人中山会宇都宮記念病院 第一整形外科 －

謝三輪　道生 社会医療法人中山会宇都宮記念病院 第二整形外科 副院長

謝長谷　守 社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 循環器内科 副院長

謝表　圭一 社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 ペインクリニック外科 副院長

謝川原　英夫 社会医療法人東明会原田病院 － －

謝竹田　治彦 社会医療法人同心会西条中央病院 整形外科・リハビリテーション科 部長

謝今田　時雄 社会医療法人同仁会周南記念病院 薬剤科 薬剤科長

謝後藤　剛 社会医療法人二本松会山形さくら町病院 精神科・心療内科 －

謝毛糠　英治 社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院 整形外科 科長

謝荒木　雅人 社会医療法人美杉会男山病院 整形外科・リウマチ科 院長

謝藤井　久男 社会医療法人平和会吉田病院 IBDセンター センター長

謝谷代　恵太 社会医療法人母恋日鋼記念病院 整形外科 科長

謝辻　康秀 社会医療法人母恋日鋼記念病院 薬剤部 次長

謝山本　香織 社会医療法人抱生会丸の内病院 消化器内科 科長

謝縄田　昌司 社会医療法人抱生会丸の内病院 整形外科 部長

謝百瀬　敏充 社会医療法人抱生会丸の内病院 整形外科 部長

謝加地　苗人 社会医療法人北海道恵愛会札幌南三条病院 呼吸器外科 副院長

謝山本　匡 社会医療法人北海道循環器病院 血管内治療センター 心血管研究センター長

謝緑川　大介 社会医療法人北斗会さわ病院 精神神経科 －

謝澤　温 社会医療法人北斗会さわ病院 精神神経科 理事長

謝石田　直樹 社会医療法人北斗北斗病院 整形外科 副院長

謝太田　秀一 社会医療法人北楡会札幌北楡病院 血液内科 副院長

謝成田　真 社会医療法人明陽会成田記念病院 消化器内科 院長

謝大沼　哲朗 社会医療法人明陽会成田記念病院 麻酔科・ペインクリニック内科 部長

謝山下　陽三 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院 精神科 副院長

謝渡辺　憲 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院 精神科 院長

謝井上　卓 社会医療法人友愛会南部病院 循環器内科 医長

謝笹良　剛史 社会医療法人友愛会南部病院 ペインクリニック 部長

謝井関　邦敏 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 臨床研究センター長

謝永山　盛隆 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 整形外科 副院長

謝嘉数　真教 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 循環器内科 部長

謝新井　基弘 社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院 脳神経外科 院長

謝坂口　優子 社会医療法人陽明会小波瀬病院 － －

謝川添　泰臣 社会医療法人緑泉会米盛病院 － －

謝松川　正明 社会福祉法人あそか会あそか病院 内科 院長

謝山下　博栄 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター 精神科 院長補佐

謝大塚　訓喜 社会福祉法人ハイネスライフ山田記念朝日病院 整形外科 －

謝村上　優 社会福祉法人ワゲン福祉会総合相模更生病院 産婦人科 部長

謝武石　浩欣 社会福祉法人ワゲン福祉会総合相模更生病院 整形外科 部長

謝松浦　秀夫 社会福祉法人恩賜財団広島県済生会済生会呉病院 － 院長

謝荒木　基晴 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科 医長

謝十河　剛 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科 副部長

謝船山　敦 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 整形外科 副部長

謝平野　敬典 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科 部長

謝遠藤　方哉 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院 産婦人科 部長

謝吉田　宏 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院 整形外科 副院長

謝橋田　修 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院 － －

謝川名　一朗 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院 消化器内科 副院長

謝吉岡　慎二 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 整形外科 部長

謝宮池　次郎 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 内科 主任部長

謝菅原　裕史 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 整形外科 医長

謝福島　重宣 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 整形外科 診療部長

謝塩出　純二 社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院 内科 院長代理

謝吉岡　正雄 社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院 消化器内科 診療部長/消化器内科部長

謝林　正典 社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院 整形外科 統括部長

謝坂本　知浩 社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 心臓血管センター（循環器内科） 部長

謝中島　昌利 社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 消化器内科 －

謝高山　美穂子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会広島病院 内科外来 看護師長

謝中溝　寛之 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 整形外科 部長

謝尾立　磨琴 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 内科 副院長

謝福屋　裕嗣 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会栗橋病院 消化器内科 部長

謝冨田　和学 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会鴻巣病院 精神科 診療部長

謝坂井　顕一郎 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 整形外科 部長

謝松井　茂 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 消化器内科 副院長

謝新井　嘉容 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 整形外科 副院長

謝田中　孝幸 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 循環器内科 部長

謝田邊　学 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院 産婦人科 －

謝末冨　裕 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院 整形外科 －

謝髙崎　彰久 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院 産婦人科 副院長

謝岸本　哲朗 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 整形外科 副院長

謝小野　史朗 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 循環器内科 副院長

謝岩永　明人 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会新潟第二病院 消化器内科 医長

謝吉谷　德夫 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会新潟第二病院 産婦人科 －

謝本間　照 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会新潟第二病院 消化器内科 副院長

謝吉田　卓功 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 － －

謝谷川　英徳 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 － 医長

謝中野　茂 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 － －

謝福田　健太郎 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 整形外科 部長



謝山中　義裕 社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会静岡済生会総合病院 薬剤科 －

謝横川　明男 社会福祉法人恩賜財団済生会支部石川県済生会金沢病院 整形外科 副院長

謝水野　智惠美 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院 消化器内科 部長

謝澤井　直樹 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院 消化器内科 部長

謝安原　良典 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院 整形外科 部長

謝萱野　勇一郎 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 薬剤部 部長

謝兼松　文昭 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 整形外科 主任

謝江口　考明 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 消化器内科 －

謝信貴　政人 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 整形外科 －

謝生島　昭恵 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 腎臓内科 －

謝大橋　弘嗣 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 整形外科 副院長

謝田中　敬雄 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 腎臓内科 部長

謝米田　一志 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 精神神経科 部長

謝楊　裕健 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 整形外科 副部長

謝惠木　丈 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 整形外科 部長

謝渭川　徹秀 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 整形外科 －

謝佐々木　祐一郎 社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生会境港総合病院 消化器内科 診療部長

謝間宮　伸幸 社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病院 薬剤部 係長

謝多田　光宏 社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病院 精神科（心療科） －

謝星　瞳 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 － －

謝川﨑　俊樹 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 － 医長

謝田原　利行 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 消化器内科 診療科長

謝飯田　俊彦 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 産婦人科 副部長

謝岩本　真也 社会福祉法人恩賜財団済生会支部富山県済生会富山病院 内科 部長

謝金嶋　光夫 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 産婦人科 主任部長

謝細川　久美子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 産婦人科 部長

謝宗本　義則 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 外科 主任部長

謝太田　敬 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 整形外科 医長

謝竹内　健二 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 麻酔科 医長

謝髙嶋　孝次郎 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 薬剤部 部長

謝横尾　賢乗 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会二日市病院 薬剤部 薬剤部長

謝壁村　哲平 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会二日市病院 消化器内科 院長代行

謝進　訓央 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 整形外科 部長

謝吉村　大輔 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 消化器内科 主任部長

謝吉田　龍弘 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 整形外科 部長

謝織田　崇 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院 整形外科 部長

謝竹上　謙次 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 整形外科 部長

謝竹内　茂人 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 産婦人科 部長

謝渡辺　浩毅 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 循環器内科 副院長

謝山中　一良 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院 整形外科 専任部長

謝谷田部　拓 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院 整形外科 部長

謝藤枝　裕郎 社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 薬剤部 薬剤部長

謝藤木　豊 社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 産婦人科 主任部長

謝浅川　隆重 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 薬局 薬局長

謝阿部　径和 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 消化器科 部長

謝宮坂　健 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 関節外科センター 医長

謝原田　義忠 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 整形外科 副院長

謝鳥飼　英久 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 脊椎外科センター センター長

謝嵜山　敏男 社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院 消化器内科 副院長

謝寺本　正治 社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 内科 部長

謝左右田　裕生 社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院 産婦人科 副院長

謝間宮　孝 社会福祉法人恩賜財団済生会龍ケ崎済生会病院 消化器内科 部長

謝渡邊　保彦 社会福祉法人恩賜財団済生会龍ケ崎済生会病院 整形外科 部長

謝松井　由美恵 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 循環器内科 部長

謝羽生　泰樹 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 消化器内科 部長

謝上杦　裕子 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 血液・リウマチ内科 副部長

謝前田　耕路 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 精神科 医長

謝吉本　英生 社会福祉法人恩賜財団富山県済生会高岡病院 産婦人科 部長

謝久門　弘 社会福祉法人恩賜財団富山県済生会高岡病院 整形外科 部長

謝稲吉　康治 社会福祉法人恩賜財団福岡県済生会大牟田病院 胃腸科 院長

謝上杉　佳子 社会福祉法人恩賜財団福岡県済生会大牟田病院 婦人科 －

謝安達　知子 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 産婦人科 院長

謝山本　康正 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 脳神経内科 顧問

謝三宅　健文 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院 薬剤部 部長

謝北中　重行 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院 整形外科 医長

謝牧之段　淳 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院 整形外科 部長

謝吉野　恭正 社会福祉法人埼玉慈恵会埼玉慈恵病院 整形外科 部長

謝永井　勇治 社会福祉法人三井記念病院 薬剤部 部長

謝原　和弘 社会福祉法人三井記念病院 総合内科 副院長

謝戸田　信夫 社会福祉法人三井記念病院 消化器内科 部長

謝青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 科長

謝廣田　仁聡 社会福祉法人三井記念病院 整形外科 科長

謝大瀧　紀宏 社会福祉法人湘南福祉協会総合病院湘南病院 精神神経科 院長

謝多田　聖郎 社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院 産婦人科 部長

謝日引　太郎 社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院 消化器内科 部長

謝加藤　正二郎 社会福祉法人仁生社江戸川病院 整形外科 院長

謝笹嶋　唯博 社会福祉法人仁生社江戸川病院 血管病センター センター長

謝大平　洋司 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科 副院長

謝藤丸　敦樹 社会福祉法人仁生社江戸川病院 整形外科 －

謝白石　達也 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科 －

謝高江洲　陽太郎 社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 産婦人科 部長

謝増岡　一典 社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 整形外科 部長

謝内田　英二 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 総合内科 部長

謝小谷　俊明 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 整形外科 院長補佐

謝吉田　正弘 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 整形外科 部長

謝田中　達也 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 整形外科 医長

謝冨永　亨 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 関節外科 部長

謝佐々木　寛二 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 せぼねセンター センター長

謝金沢　孝満 社会福祉法人同愛記念病院財団同愛記念病院 外科 部長

謝長瀬　寅 社会福祉法人同愛記念病院財団同愛記念病院 整形外科 部長

謝森元　雅信 社会福祉法人函館共愛会共愛会病院 整形外科 部長

謝岡　俊州 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 消化器内科 主任医長

謝小林　寿久 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 消化器内科 科長

謝辻　俊輔 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 薬剤科 －

謝田中　惠 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 産婦人科 院長補佐

謝福中　規功 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 産婦人科 科長

謝矢和田　敦 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 消化器内科 副院長

謝金山　雅弘 社会福祉法人函館厚生院函館中央病院 整形外科 副院長

謝紺野　潤 社会福祉法人函館厚生院函館中央病院 消化器内科 副院長

謝松岡　佳吾 社会福祉法人函館厚生院函館中央病院 薬剤部 －

謝大羽　文博 社会福祉法人函館厚生院函館中央病院 整形外科 診療部長

謝嶋村　之利 社会福祉法人函館厚生院函館中央病院 整形外科 医長



謝柿木　滋夫 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 循環器科 院長

謝吉田　一郎 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 － 副院長

謝篠田　雅和 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 薬剤科 －

謝真里谷　奨 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 産婦人科 －

謝山内　英敬 社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院 内科 部長

謝西川　浩司 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 消化器内科 主任部長

謝矢倉　幸久 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 整形外科 －

謝玉崎　良久 社会福祉法人緑風会緑風荘病院 外科 部長

謝中村　克司 社会福祉法人緑風会緑風荘病院 整形外科 部長

謝小野寺　剛 社団医療法人呉羽会呉羽総合病院 整形外科 部長

謝岸　郁子 社福恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病院 産婦人科 部長

謝森下　緑 社福恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病院 整形外科 －

謝仁王　進太郎 社福恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病院 精神科（心療科） 医長

謝中澤　敦 社福恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病院 消化器内科 部長

謝加茂　登志子 若松町こころとひふのクリニック PCIT研修センター センター長

謝渡邉　寛 取手北相馬保健医療センター医師会病院 循環器科 副院長

謝守重　幸雄 守重医院 － 院長

謝横田　恭之 周南市立新南陽市民病院 消化器内科 －

謝伊熊　健一郎 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 産婦人科 内視鏡手術特別顧問

謝笹岡　隆一 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 整形外科 副部長

謝庄田　武司 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 リウマチ膠原病内科 副部長

謝菅原　淳 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 消化器内科 部長

謝堂園　将 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 整形外科 医長

謝槙原　克也 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 薬剤部 係長

謝髙松　聖仁 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 整形外科 部長

謝坂本　和隆 宗教法人聖フランシスコ病院会聖フランシスコ病院 整形外科 －

謝堀川　洋平 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 消化器・糖尿病内科 科長

謝十倉　佳史 十倉佳史胃腸内科クリニック － 院長

謝下村　裕司 春日井市民病院 産婦人科 部長

謝降籏　隆二 春日部市立医療センター 精神神経科 医長

謝福本　顕史 春日部市立医療センター 消化器内科 主任部長

謝岩瀬　嘉志 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 整形外科 科長

謝船曳　和彦 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 腎・高血圧内科 科長

謝齊藤　寿一郎 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 婦人科 －

謝初海　宏 初海整形外科 整形外科 院長

謝栗原　浩幸 所沢肛門病院 外科 院長

謝笹　征史 渚クリニック 精神科 院長

謝助川　卓行 助川クリニック 整形外科 院長

謝穗坂　路男 勝山診療所 － 所長

謝青山　国広 勝川脳神経クリニック － 院長

謝小關　聡 小関産婦人科医院 － 院長

謝中村　暢和 小金井あおばクリニック － 院長

謝小酒　慶一 小酒外科医院 － 院長

謝小早川　英夫 小早川クリニック心療内科 － 院長

謝小松　可奈 小樽協会病院 薬剤科 科長

謝岩﨑　素之 小樽市立病院 脳神経外科 医長

謝吉澤　繁 小田原市立病院 消化器内科 部長

謝小田嶋　傑 小田嶋まさる内科 － 院長

謝千葉　剛裕 小牧ちば整形外科クリニック － 院長

謝加川　直樹 小牧メンタルクリニック － 院長

謝小野瀬　好良 小野瀬医院 － 院長

謝小野　正彦 小野整形外科・ペインクリニック － 院長

謝小澤　政司 小澤こころのクリニック 精神科 院長

謝嵯峨　泰治 松ケ崎診療所 － 所長

謝松井　秀樹 松井クリニック － 院長

謝奥田　康介 松原メイフラワー病院 整形外科 部長

謝奥田　亮 松江市立病院 精神神経科 －

謝小野　浩太 松江市立病院 精神神経科 －

謝梅木　俊伸 松江市立病院 － －

謝嘉本　光人 松江保健生活協同組合総合病院松江生協病院 整形外科 部長

謝戸田　稔子 松江保健生活協同組合総合病院松江生協病院 女性診療科 部長

謝岩崎　太一 松阪厚生病院 － －

謝齋藤　真一 松阪厚生病院 精神科 院長代理

謝松生　恒夫 松生クリニック － 院長

謝松葉　育郎 松葉医院 － 院長

謝久保田　教生 沼津市立病院 消化器内科 医長

謝相庭　温臣 沼津市立病院 整形外科 部長

謝辻井　篤 沼津市立病院 産婦人科 第一産婦人科部長

謝米川　正夫 消化器クリニック米川医院 － 院長

謝小貫　建一郎 湘南藤沢おぬき消化器クリニック － 院長

謝猪股　誠司 湘南福祉センター診療所 － －

謝関　常司 焼津市立総合病院 腎臓内科 院長

謝佐野　宗孝 焼津市立総合病院 消化器内科 科長

謝小平　誠 焼津市立総合病院 消化器内科 科長

謝須藤　佳樹 焼津市立総合病院 腎臓内科 －

謝川﨑　真佑 焼津市立総合病院 消化器内科 医長

謝柴田　忠彦 上柴メンタルクリニック － 院長

謝伊澤　亮平 上杉山整形外科クリニック － 院長

謝峯田　光能 上杉山整形外科クリニック － 副院長

謝清田　直俊 心療内科・精神科きよた診療所 精神科 所長

謝菊池　真理子 新潟医療生活協同組合木戸病院 産婦人科 －

謝髙橋　直樹 新潟医療生活協同組合木戸病院 整形外科 部長

謝生沼　武男 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院 整形外科 部長

謝佐藤　宏 新潟県厚生農業協同組合連合会小千谷総合病院 薬剤部 部長

謝合志　聡 新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院 消化器内科 部長

謝加勢　宏明 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 産婦人科 部長

謝富所　隆 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 消化器病センター（内科） 院長

謝本田　穣 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 消化器病センター（内科） 医長

謝吉野　真樹 新潟県立がんセンター新潟病院 薬剤部 薬剤科長

謝熊谷　雄一 新潟県立新発田病院 麻酔科 診療部長

謝松澤　純 新潟県立新発田病院 消化器内科 部長

謝本間　則行 新潟県立新発田病院 腎臓内科 副院長

謝柴田　理 新潟県立中央病院 消化器内科 －

謝船越　和博 新潟県立中央病院 消化器内科 内視鏡センター長

謝大野　正文 新潟県立中央病院 産婦人科 副院長

謝相場　恒男 新潟市民病院 消化器内科 副部長

謝柳瀬　徹 新潟市民病院 婦人科 部長

謝小林　マーク 新鎌ケ谷駅前クリニック － 院長

謝森　敦幸 森整形外科リハビリクリニック － 院長

謝森本　義典 森本メンタルクリニック － 院長

謝赤堀　匠 深谷メンタルクリニック － －

謝深田　弘幸 深田クリニック － 院長



謝辻　芳之 神戸アドベンチスト病院 産婦人科 部長

謝神田　健博 神田整形外科 － 院長

謝吉岡　研之 神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院 麻酔科 医長

謝藤井　淳平 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 整形外科 副部長

謝佐藤　大仁 仁泉堂医院 － 院長

謝杉山　克樹 杉山クリニック － 院長

謝杉田　隆彰 杉田クリニック － 院長

謝入江　善二 杉田玄白記念公立小浜病院 整形外科 アクール若狭施設長

謝杉本　和則 杉本リウマチ内科クリニック リウマチ科・内科 院長

謝松本　香織 瀬谷メンタルクリニック 心療内科・精神科 院長

謝織戸　弘行 整形外科・リウマチ科夢愛クリニック － 院長

謝吉峰　公博 整形外科吉峰病院 整形外科 院長

謝清水　完悦 清水医院 － 院長

謝髙橋　盛男 盛男医院 － 院長

謝小川　弘之 西宮市立中央病院 消化器内科 主任部長

謝前田　倫 西宮市立中央病院 麻酔科・ペインクリニック科 主任部長

謝西側　充宏 西側こころクリニック － 院長

謝西村　雅一 西村クリニック 内科 院長

謝西脇　新一 西脇クリニック － 院長

謝西條　朋行 西條クリニック 精神科 院長

謝伊藤　淳二 青森県立中央病院 整形外科 部長

謝松倉　大輔 青森県立中央病院 産婦人科 副部長

謝西川　晋右 青森県立中央病院 外科 部長

謝大川原　康平 青森県立中央病院 メンタルヘルス科 －

謝島谷　孝司 青森県立中央病院 消化器内科 副部長

謝佐藤　麻希子 青森市民病院 産婦人科 部長

謝田中　三広 青梅市薬剤師会 － 副会長

謝野口　修 青梅市立総合病院 消化器内科 診療局長

謝青木　晴彦 青木整形外科 － 院長

謝青木　道夫 青木脳神経外科形成外科 脳神経外科 院長

謝池田　宇次 静岡県立静岡がんセンター 血液・幹細胞移植科 部長

謝田中　俊夫 静岡市立静岡病院 消化器内科 科長

謝佐藤　愛恵 石巻市立病院 看護部 －

謝石田　亨一 石田クリニック － 院長

謝石田　哲也 石田消化器ＩＢＤクリニック 消化器内科 院長

謝石﨑　壽光 石﨑医院 － 院長

謝竹田　聡 赤湯駅前クリニック － 院長

謝東田　太郎 赤穂市民病院 産婦人科 部長

謝髙尾　雄二郎 赤穂市民病院 消化器内科 診療部長

謝安見　誠 千葉市立青葉病院 薬剤部 部長

謝橘川　嘉夫 千葉市立青葉病院 内科 統括部長

謝小澤　智子 千葉市立青葉病院 薬剤部 －

謝千葉　英史 千葉整形外科リウマチ科医院 － 院長

謝石井　隆雄 川口市立医療センター 整形外科 部長

謝石川　匡洋 川口市立医療センター 腎臓内科 部長

謝峯川　宏一 川口市立医療センター 消化器内科 副院長

謝小栁　貴裕 川崎市立川崎病院 整形外科 副院長

謝中道　憲明 川崎市立川崎病院 整形外科 部長

謝岩永　洋一 川谷医院 － －

謝川島　房宣 川島医院 － 院長

謝青松　和輝 泉大津市立病院 消化器内科 部長

謝泉谷　閑示 泉谷クリニック 精神科 院長

謝宇田川　雅彦 船橋市立医療センター 精神科 部長

謝三村　雅也 船橋市立医療センター 整形外科 副院長

謝齊藤　俊雄 船橋市立医療センター 産婦人科 部長

謝前田　和彦 前田整形外科・内科クリニック － 院長

謝根本　夕夏子 全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院 － －

謝伊藤　淳 相模大野駅前タワー整形外科・リウマチ科 － 院長

謝小林　康祐 総合病院国保旭中央病院 産婦人科 主任部長

謝三浦　雅彦 蔵王調剤薬局 － －

謝村岡　衛 村岡内科消化器科クリニック － 院長

謝村上　潔 村上医院 － 院長

謝村上　忠誌 村上整形外科医院 － 院長

謝渡邉　修俊 多摩メディカルクリニック － 院長

謝太田　信彦 太田整形外科クリニック － 院長

謝小林　正明 大垣市民病院 整形外科 部長

謝坪井　英之 大垣市民病院 循環器内科 副院長

謝髙木　健督 大垣市民病院 循環器内科 医長

謝小笠原　仁 大館市立総合病院 消化器・血液・腫瘍内科 副診療局長

謝遠藤　征裕 大曲厚生医療センター　厚生連 薬剤科 －

謝清水　誠治 大阪鉄道病院 消化器内科 部長

謝我妻　理重 大崎市民病院 周産期センター 部長

謝関口　玲 大崎市民病院 整形外科 －

謝今泉　秀樹 大崎市民病院 整形外科 副院長

謝佐藤　雄一郎 大崎市民病院 消化器内科 副診療部長

謝松本　大樹 大崎市民病院 産婦人科 科長

謝板坂　俊典 大崎女性のためのクリニック － 院長

謝大芝　玄 大芝医院 － 院長

謝大竹　正人 大竹眼科 － 院長

謝岡島　史佳 大塚・栄一クリニック － 副院長

謝内田　栄一 大塚・栄一クリニック － 院長

謝清水　忠典 大島医療センター － 理事長

謝梶原　宏貴 大和高田市立病院 産婦人科 部長

謝石川　雅彦 大和市立病院 産婦人科 副院長

謝石田　哲也 大和市立病院 整形外科 診療部長

謝渡邉　浩彦 醍醐渡辺クリニック 産婦人科 院長

謝上杉　精 鷹ノ巣クリニック － 院長

謝早川　敏文 滝川市立病院 内科 主任医長

謝木井　雄一郎 滝川市立病院 整形外科 診療部長

謝段　秀和 段医院 整形外科 院長

謝藤本　憲太 地独大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 脳神経外科 部長

謝犬塚　伸 地方独法長野県立病院機構長野県立こころの医療センター駒ケ根 精神科 副院長

謝烏野　隆博 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 血液内科 部長

謝山下　静也 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 循環器内科 院長

謝櫻井　俊弘 地方独立行政法人芦屋中央病院 消化器科 院長

謝孝橋　道敬 地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院 消化器内科 医長

謝寺尾　秀一 地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院 消化器内科 副院長

謝房　正規 地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院 産婦人科 副院長

謝野田　俊之 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器内科 部長

謝山森　積雄 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 外科 院長

謝大井　康徳 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 循環器内科 部長

謝大坪　亜也加 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 栄養管理部 －



謝髙津　哲郎 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 整形外科 部長

謝土屋　雅美 地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター 薬剤部 －

謝髙子　利美 地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター 看護部 －

謝宮澤　泰輔 地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 精神神経科 部長

謝相川　竜一 地方独立行政法人桑名市総合医療センター桑名南医療センター 循環器内科 副院長

謝藤原　靖 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 整形外科 部長

謝栁瀬　哲至 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 － －

謝依光　正枝 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 産科・婦人科 部長

謝塩出　宣雄 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 循環器内科 主任部長

謝開 浩一 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 薬剤部 主任部長

謝阪田 安彦 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 薬剤部 －

謝曽田　是則 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 整形外科 主任部長

謝鎌田　政博 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 循環器小児科 主任部長

謝安永　牧生 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 産婦人科 部長

謝冨永　直之 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 － 医長

謝古賀　聖子 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 薬剤部 －

謝針生　光博 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 整形外科 診療長

謝勝部　聡太 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター 臨床研修センター －

謝池田　安宏 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター 循環器内科 診療部長

謝椎木　栄一 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター 整形外科 部長

謝田中　浩 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター 整形外科 診療部長

謝芳原　輝之 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター 神経科 診療部長

謝木村　輝昭 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター 消化器内科 診療部長

謝山本　誠一 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 薬剤部 薬剤部長

謝寺本　勝寛 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 婦人科 顧問

謝小嶋　裕一郎 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 消化器内科 統括部長

謝内藤　信吾 地方独立行政法人市立秋田総合病院 精神科 科長

謝柏倉　剛 地方独立行政法人市立秋田総合病院 リハビリテーション科 科長

謝福田　淳 地方独立行政法人市立秋田総合病院 産婦人科 科長

謝長生　幸司 地方独立行政法人市立吹田市民病院 消化器内科 部長

謝八尾　祥子 地方独立行政法人市立吹田市民病院 薬剤部 副薬剤部長

謝冨永　信彦 地方独立行政法人市立吹田市民病院 血液内科 院長

謝全　圭夏 地方独立行政法人市立大津市民病院 消化器内科 医長

謝小林　一三 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 消化器内科 部長

謝菅原　卓 地方独立行政法人秋田県立病院機構秋田県立脳血管研究センター 脊髄脊椎外科診療部 診療部長

謝濱　宏仁 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター西市民病院 薬剤部 副薬剤長

謝森本　茂文 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院 － －

謝大谷　恭平 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院 精神・神経科 医長

謝安藤　俊弘 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター 緩和ケア内科 部長代行

謝井谷　智尚 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター 消化器内科 部長

謝佐原　裕美子 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター 産婦人科 医長

謝竹内　康人 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター 産婦人科 副院長

謝島田　友香里 地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター 消化器内科 医長

謝西口　滋 地方独立行政法人神戸市立医療センター西市民病院 整形外科 部長

謝安田　義 地方独立行政法人神戸市立医療センター中央市民病院 整形外科 部長

謝吉岡　信也 地方独立行政法人神戸市立医療センター中央市民病院 産婦人科 部長

謝吉本　明弘 地方独立行政法人神戸市立医療センター中央市民病院 腎臓内科 部長

謝松石　邦隆 地方独立行政法人神戸市立医療センター中央市民病院 精神・神経科 部長代行

謝原口　知彦 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター 薬剤科 主査

謝丹羽　崇 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立循環器呼吸器病センター － －

謝福井　和樹 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立循環器呼吸器病センター 循環器内科 部長

謝齋藤　文美恵 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立循環器呼吸器病センター － －

謝五條　智久 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こころの医療センター 精神科 副医長

謝杉山　理奈 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 薬剤部 －

謝大野　和也 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 消化器内科 医長

謝中垣　繁 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 薬剤部 －

謝星野　勝一 地方独立行政法人静岡市立静岡病院 消化器内科 医長

謝今村　幸嗣 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 － －

謝上田　渉 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立十三市民病院 消化器内科 副部長

謝粥川　朋哉 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 精神神経科 －

謝原　純一 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 小児血液腫瘍科 副院長

謝甲斐　利弘 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 精神神経科 副部長

謝山﨑　夏維 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター － －

謝川村　直樹 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 婦人科 部長

謝村上　あずさ 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 小児血液腫瘍科 －

謝永井　景 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター 産婦人科 副部長

謝石井　修二 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター 消化器内科 部長兼消化器内視鏡センター長

謝竹村　昌彦 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター 産婦人科 主任部長

謝高橋　幸三 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 薬局 －

謝西野　幸子 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 看護部 副看護師長

謝楠原　広美 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 看護部 －

謝爲政　大幾 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 腫瘍皮膚科 主任部長

謝西野　和美 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 呼吸器内科 副部長

謝井上　雅美 地方独立行政法人大阪府立病院機構府立母子保健総合医療センター 血液・腫瘍科 主任部長

謝樋口　紘平 地方独立行政法人大阪府立病院機構府立母子保健総合医療センター 血液・腫瘍科 －

謝澤田　明久 地方独立行政法人大阪府立病院機構府立母子保健総合医療センター 血液・腫瘍科 副部長

謝赤松　泰次 地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立須坂病院 消化器内科 副院長

謝飯髙　満三芳 地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立須坂病院 婦人科 部長

謝三浦　崇 地方独立行政法人長野市民病院 循環器内科 副部長

謝田中　旬 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 循環器内科 医長

謝日比野　直仁 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 整形外科 部長

謝田端　一彦 地方独立行政法人那覇市立病院 内科 総括科部長

謝豊見山　良作 地方独立行政法人那覇市立病院 消化器内科 部長

謝齊藤　太一 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 整形外科 統括部長

謝福井　純 地方独立行政法人北松中央病院 循環器内科 院長

謝池森　亨介 池森クリニック － 院長

謝山岡　昌之 池袋心療内科メディカルオーククリニック 心療内科 所長

謝小川原　純子 池袋心療内科メディカルオーククリニック 心療内科 院長

謝池田　芳樹 池田整形外科 整形外科 院長

謝武者　稚枝子 稚枝子おおつきクリニック 婦人科 院長

謝竹内　一哉 竹内リウマチ整形外科クリニック － 院長

謝万本　健生 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 整形外科・スポーツ整形外科 准教授

謝中井　一成 中井整形外科 － 院長

謝都築　秀至 中居町クリニック － 院長

謝中西　保雄 中西クリニック － 院長

謝中西　純夫 中西整形外科 － 院長

謝中村　欣正 中村外科 － 院長

謝山本　博三 中津メンタルクリニック － －

謝中島　敏雄 中島クリニック － 院長

謝中嶋　章作 中嶋クリニック － 院長

謝中尾　剛久 中尾こころのクリニック － 院長

謝中條　悟 中條整形外科医院 整形外科 院長



謝松信　哲朗 仲町台駅前まつのぶクリニック － －

謝朝永　正剛 朝永整形外科医院 整形外科 院長

謝藤本　次良 朝日大学歯学部附属村上記念病院 婦人科 教授

謝八木　信明 朝日大学歯学部附属村上記念病院 消化器内科 教授

謝町澤　靜夫 町沢メンタルクリニック － 院長

謝岩城　慶大 町田市民病院 内科 －

謝石原　裕和 町田市民病院 整形外科 部長

謝谷田　恵美子 町田市民病院 内科 医長

謝長尾　充 町田市民病院 産婦人科 部長

謝和泉　元喜 町田市民病院 内科 部長

謝一宮　邦訓 長崎県病院企業団長崎県上五島病院 整形外科 医長

謝鶴　展寿 長崎県病院企業団長崎県上五島病院 整形外科 －

謝岡野　邦彦 長崎県立こども医療福祉センター 整形外科 診療部長

謝長谷川　丈 長谷川ペインクリニック － 院長

謝長嶋　雄一 長嶋雄一クリニック 消化器内科 院長

謝長尾　圭造 長尾こころのクリニック － 院長

謝河野　恆輔 長野医療生活協同組合長野中央病院 循環器内科 部長

謝三浦　英男 長野医療生活協同組合長野中央病院 循環器内科 －

謝深澤　正之 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 ペインクリニック科 医長

謝山中　桜 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター 産科婦人科 －

謝加藤　清 長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院 産婦人科 部長

謝丸山　正昭 長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院 整形外科 副院長

謝堀内　博志 長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院 整形外科 部長

村田　志保 長野県厚生農業協同組合連合会北アルプス医療センターあづみ病院 精神科・心療内科 副院長

村上　博則 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院 整形外科 医長

兒玉　博隆 長良整形外科クリニック － 副院長

柴田　大二郎 津島市民病院 産婦人科 部長

椎名　健一 椎名医院 － 院長

塚原　康生 塚原クリニック － 院長

辻　賢太郎 辻賢太郎クリニック － 院長

菅原　一朗 鶴が台菅原医院 － 副院長

定塚　甫 定塚メンタルクリニック － 院長

山田　尚吾 天神心療クリニック 精神科 院長

田坂　慶一 田坂クリニック産婦人科・内科 － 院長

小野　貴大 田川市立病院 消化器内科 －

髙津　典孝 田川市立病院 消化器内科 医長

田中　信孝 田中クリニック － 院長

田中　新亮 田中医院 － 院長

田辺　晃子 田辺レディースクリニック － 院長

渡邊　晋 渡辺整形外科 整形外科 院長

関戸　弘通 都留市立病院 整形外科 院長

西本　聡 土岐市立総合病院 整形外科 部長

金澤　旭宣 島根県立中央病院 外科 部長

栗岡　裕子 島根県立中央病院 産婦人科 部長

本池　孝二 東京ふれあい医療生活協同組合梶原診療所 － －

舟山　仁 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 婦人科 部長

矢野　紘一郎 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 整形外科 講師

金井　宏幸 東京都立墨東病院 整形外科 部長

三角　宜嗣 東京都立墨東病院 消化器内科 －

橋口　淳一 東近江市立能登川病院 整形外科 －

小林　聡 東芝健康保険組合東芝林間病院 整形外科 －

柴　伸昌 東馬込しば整形外科 － 院長

小葉松　洋子 湯の川女性クリニック － 院長

湯口　貴導 湯口脳神経外科・脊髄外科 － 院長

藤原　一徳 藤原クリニック － 院長

藤　伸裕 藤産婦人科医院 産婦人科 院長

丸山　保彦 藤枝市立総合病院 消化器内科 副院長

寺井　智宏 藤枝市立総合病院 消化器内科 医長

福島　一成 藤枝市立総合病院 心療内科・精神科 部長

岩瀬　滋 藤沢市民病院 消化器内科 部長

佐治　晴哉 藤沢市民病院 産婦人科 部長

小山　主夫 藤沢市民病院 神経内科 部長

松尾　光祐 藤沢市民病院 － 研修医

藤野　健 藤野整形外科 － 院長

河野　司 徳島県厚生農業協同組合連合会吉野川医療センター 薬剤部 部長

廣島　なつき 特定医療法人あかね会土谷総合病院 － －

館農　勝 特定医療法人さっぽろ悠心の郷ときわ病院 精神科 －

常松　泉 特定医療法人とこはる東栄病院 内科 診療部長

佐野　晃久 特定医療法人沖縄徳洲会静岡徳洲会病院 整形外科 副院長

川満　克紀 特定医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院 循環器科 副院長

内村　大介 特定医療法人浩然会内村病院 精神科 院長

葉　髙文 特定医療法人浩洋会田中病院 精神神経科 －

中沢　哲也 特定医療法人財団健和会みさと健和病院 消化器内科 内科部長・内視鏡室長

善岡　信博 特定医療法人札幌循環器クリニック札幌循環器病院 循環器内科 部長

相良　憲彦 特定医療法人社団育成社佐々木病院 内科 －

安藤　厚生 特定医療法人社団御上会野洲病院 整形外科 部長

藤本　香織 特定医療法人社団慈藻会平松記念病院 精神科・神経科 副診療部長

川上　和彦 特定医療法人社団松愛会松田病院 － 副院長

柏葉　光宏 特定医療法人社団白嶺会仙台整形外科病院 整形外科 副院長

鳥海　勇人 特定医療法人新生病院 脳神経外科 －

古久保　拓 特定医療法人仁真会白鷺病院 薬剤科 薬剤課長

梅村　愛 特定医療法人整肢会副島整形外科病院 － －

山口　拓嗣 特定医療法人清翠会牧病院 整形外科 －

山村　誠 特定医療法人誠仁会大久保病院 内科 院長

裏辻　悠子 特定医療法人誠仁会大久保病院 麻酔科 部長

立原　久義 特定医療法人誠仁会大久保病院 整形外科 明石スポーツ整形・関節外科センター　センター

岡　秀男 特定医療法人中央会尼崎中央病院 消化器内科 部長

岩倉　克臣 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 心臓血管センター センター長

小山　靖史 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 放射線科 部長

戸羽　直樹 特定医療法人北九州病院北九州総合病院 整形外科 部長

村上　純一 特定医療法人明和会琵琶湖病院 精神科 診療部長

半澤　浩明 特別医療法人平野同仁会総合病院津山第一病院 整形外科 主任部長

三浪　明男 独法労働者健康福祉機構北海道中央労災病院せき損センター 整形外科 院長

小松　達司 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 消化器内科 部長

西田　正人 独立行政法人国立病院機構霞ケ浦医療センター 産婦人科 特別診療役・名誉院長

谷本　光音 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 血液内科 院長

浅原　哲子 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター 室長

和田　啓道 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 循環器内科 室長

間瀬　広樹 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 薬剤部 副薬剤部長

秋山　哲平 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 薬剤部 部長

野島　俊二 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 産科・婦人科 部長

岩﨑　浩己 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 血液内科 科長



隅田　頼信 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 消化器内科 医長

山下　芳典 独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター － 臨床研究部長

武良　卓哉 独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター 薬剤部 －

濱田　宜和 独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター 整形外科 科長

石黒　陽 独立行政法人国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科 部長

工藤　智洋 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 消化器内科 部長

細田　泰雄 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 － －

井上　実穂 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 精神腫瘍科/緩和ケアセンター －

青儀　健二郎 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 乳腺外科 臨床研究推進部長

松村　英祥 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 産婦人科 産科部長

井出　泰男 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 薬剤部 部長

吉田　衛 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 整形外科 診療部長

吉田　有徳 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 消化器内科 －

大西　佳文 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 消化器内科 部長

岩渕　正広 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 消化器内科 医長

杉村　美華子 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 消化器内科 －

武山　陽一 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 産婦人科 医長

齊藤　裕也 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 産婦人科 －

阿部　功 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター 整形外科 医長

中森　正二 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 外科 副院長

増田　栄治 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 消化器科 医長

辻　成佳 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 整形外科 医長

熊谷　謙治 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 整形外科 部長

中島　悠史郎 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 消化器内科 －

藤原　利成 独立行政法人国立病院機構都城医療センター 消化器病センター －

山下　博 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 産婦人科 医長

小川 千晶 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 薬剤部 がん薬物療法支援マネージャー

上野　博則 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 血液内科 医長

辻川　知之 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター 消化器内科 副院長

岸　和彦 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 整形外科 診療部長

木下　幾晴 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 消化器科 部長

廣正　拓也 独立行政法人国立病院機構函館病院 薬剤部 －

砂金　秀実 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 薬剤部 部長

田中　麻理子 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 薬剤部 －

豊川　達也 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 消化器内科 医長

水田　秀一 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター － －

大隅　大介 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 婦人科 －

梶田　泰一 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 脳神経外科 手術部長

大岩　功治 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 循環器内科 副院長

塚原　邦浩 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター 薬剤科 －

土屋　邦喜 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 整形外科 診療部長

末松　文博 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 薬剤部 薬剤部長

岡村　佳則 独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 産婦人科 部長

島田　信也 独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 外科 院長

伊藤　仁彦 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 産婦人科 副院長

伊藤　典子 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 薬剤部 薬剤科長

吉田　武史 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 消化器内科 副院長

児玉　隆夫 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 整形外科 副院長

前原　真里 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 産婦人科 医長

安達　正晃 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 血液内科 部長

井藤　達也 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 薬剤科 部長

内藤　和幸 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 循環器内科 医長

山本　隆行 独立行政法人地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター 外科 センター長

近藤　盛彦 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 循環器内科 副院長

馬﨑　徹 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 循環器内科 医長

田浦　尚宏 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 総合診療部 診療部長

薬師寺　俊剛 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 整形外科 副院長

道下　佳子 独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 薬剤部 部長

松本　昌泰 独立行政法人地域医療機能推進機構星ケ丘医療センター 脳神経内科 院長

吉村　直樹 独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 炎症性腸疾患内科 部長

坂巻　健 独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 産婦人科 部長

山名　哲郎 独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 大腸肛門科 部長

酒匂　美奈子 独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 炎症性腸疾患内科 －

臺　裕子 独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 薬剤部 薬剤部長

松本　政雄 独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター 消化器内科 部長

大道　近也 独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター 循環器内科 部長

佐藤　真也 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 薬剤部 薬剤部長

山縣　芳明 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 産婦人科 部長

齋藤　滿 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 消化器内科 副院長

髙橋　秀典 独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院 皮膚科 部長

吉川　大介 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院 消化器内科 －

夏目　義明 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 薬剤部 薬剤部長　

安藤　渉 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 整形外科 副部長

坂浦　博伸 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 整形外科 第二脊椎外科部長

山口　真二郎 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 消化器内科 副部長

田島　里奈 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 産婦人科 第三部長

浅井　茂夫 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 薬剤部 部長

今村　寿宏 独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院 勤労者骨・関節疾患治療研究センター センター長

村井　哲平 独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター 整形外科 脊椎外科部長

松田　俊之 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 薬剤部 薬剤部長

谷向　充哉 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 薬剤部 －

山邊　聡 独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 － 副部長

荒瀧　慎也 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 － －

謝中邑　祥博 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 整形外科 医長

謝菅野　敦子 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 整形外科 主任部長

謝眞島　卓弥 独立行政法人労働者健康福祉機構燕労災病院 神経内科 副部長

謝岡田　希美 独立行政法人労働者健康福祉機構岡山労災病院 内科 －

謝矢野　朋文 独立行政法人労働者健康福祉機構岡山労災病院 内科 部長

謝岡﨑　裕司 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 整形外科・脊椎外科 副院長

謝渡邉　健一 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 整形外科・脊椎外科 部長

謝東川　晶郎 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 整形外科・脊椎外科 副部長

謝並木　淳郎 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 循環器内科 部長

謝森　達哉 独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院 整形外科 －

謝板場　壮一 独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院 消化器内科 主任部長

謝宮城島　拓人 独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労災病院 内科 副院長

謝北浦　道夫 独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院 麻酔科 副院長

謝奥山　幸一郎 独立行政法人労働者健康福祉機構秋田労災病院 整形外科 副院長

謝山縣　正庸 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院 勤労者脊椎・腰痛センター センター長

謝中島　文毅 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院 整形外科 部長

謝田中　武継 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院 消化器内科 部長

謝林　哲生 独立行政法人労働者健康福祉機構総合せき損センター 整形外科 －

謝志岐　保彦 独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院 産婦人科 部長



謝中川　五男 独立行政法人労働者健康福祉機構中国労災病院 － 副院長

謝堀　淳司 独立行政法人労働者健康福祉機構中国労災病院 人工関節センター 副センター長

謝小西　宏昭 独立行政法人労働者健康福祉機構長崎労災病院 整形外科 副院長

謝信田　進吾 独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院 整形外科 部長

謝白木　学 独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院 胃腸科 副部長

謝松橋　暢生 独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院 消化器科 部長

謝田井　真弓 独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院 消化器科 部長

謝垣本　哲宏 独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 内視鏡センター －

謝佐々木　俊二 独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 整形外科 副院長

謝麻殖生　和博 独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 整形外科 第三部長

謝小山内　真五 苫小牧市民薬局㈱ 調剤薬局 －

謝江藤　和範 苫小牧市立病院 消化器内科 医長

謝山本　文泰 苫小牧市立病院 消化器内科 診療部長

謝石田　靖雅 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 准教授

謝楠神　和男 内科・胃腸科くすがみクリニック － 院長

謝井上　久行 内科胃腸科井上クリニック － 院長

謝板倉　康太郎 内科板倉医院 － 院長

謝山田　義典 南医療生活協同組合総合病院南生協病院 整形外科 副院長

謝日比野　豊 南魚沼市民病院 整形外科 部長

謝西澤　匡史 南三陸病院 － －

謝平井　光三 南森町レディースクリニック － 院長

謝村田　俊輔 南摂津メンタルクリニック － 院長

謝安部　宏 南相馬市立総合病院 産婦人科 部長

謝細田　哲章 南斗クリニック － 院長

謝日高　久光 日高大腸肛門クリニック － 院長

謝河合　尚基 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 産婦人科 部長

謝山田　俊夫 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 消化器内科 部長

謝岡崎　廉太郎 日本赤十字社さいたま赤十字病院 整形外科 －

謝宮本　純孝 日本赤十字社さいたま赤十字病院 産婦人科 部長

謝生田　稔 日本赤十字社さいたま赤十字病院 口腔外科 部長

謝泉　亮良 日本赤十字社さいたま赤十字病院 整形外科 副部長

謝鎮西　亮 日本赤十字社さいたま赤十字病院 消化管内科 副部長

謝渡邊　悠人 日本赤十字社さいたま赤十字病院 肝・胆・膵内科 －

謝玉手　健一 日本赤十字社旭川赤十字病院 産婦人科 部長

謝小林　広学 日本赤十字社旭川赤十字病院 腎臓内科 部長

謝西宮　孝敏 日本赤十字社旭川赤十字病院 循環器内科 部長

謝西村　栄一 日本赤十字社旭川赤十字病院 薬剤部 製剤課長

謝石関　哉生 日本赤十字社旭川赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 －

謝前田　陽平 日本赤十字社旭川赤十字病院 整形外科 －

泉水　邦洋 日本赤十字社安曇野赤十字病院 整形外科 部長

中村　直 日本赤十字社安曇野赤十字病院 第一消化器内科 部長

紀平　知久 日本赤十字社伊勢赤十字病院 産婦人科 センター長

三宅 知宏　 日本赤十字社伊勢赤十字病院 薬剤部 副薬剤部長

山脇　孝晴 日本赤十字社伊勢赤十字病院 産婦人科 部長

張　凌雲 日本赤十字社伊勢赤十字病院 産婦人科 －

河村　直洋 日本赤十字社医療センター 脊椎整形外科 副部長

塚田　信弘 日本赤十字社医療センター 血液内科 副部長

國頭　英夫 日本赤十字社医療センター 化学療法科 部長

髙橋　裕司 日本赤十字社岐阜赤十字病院 内視鏡科 部長

井上　敦夫 日本赤十字社京都第一赤十字病院 整形外科 副部長

奥山　祐右 日本赤十字社京都第一赤十字病院 消化器内科 副部長

大久保　智治 日本赤十字社京都第一赤十字病院 第一産婦人科・第二産婦人科 部長

大澤　透 日本赤十字社京都第一赤十字病院 整形外科 部長

沢田　尚久 日本赤十字社京都第一赤十字病院 循環器内科 部長

永金　義成 日本赤十字社京都第二赤十字病院 脳神経内科（神経内科） 部長

奥田　良樹 日本赤十字社京都第二赤十字病院 整形外科 部長

河村　卓二 日本赤十字社京都第二赤十字病院 消化器内科 副部長

多賀　千明 日本赤十字社京都第二赤十字病院 こころの医療科 部長

八田　陽一郎 日本赤十字社京都第二赤十字病院 整形外科 副部長

細川　浩 日本赤十字社熊本赤十字病院 整形外科 副部長

陣上　祥子 日本赤十字社熊本赤十字病院 薬剤部 薬剤部長

北田　英貴 日本赤十字社熊本赤十字病院 消化器内科 部長

林　泰秀 日本赤十字社群馬県赤十字血液センター － 所長

鈴木　秀行 日本赤十字社原町赤十字病院 内科 部長

岡信　秀治 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 第一消化器内科 部長

岡田　武規 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 循環器内科 部長

前川　隆英 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 麻酔科 部長

栁澤　義和 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 整形外科 副部長

大久保　恒正 日本赤十字社高山赤十字病院 歯科口腔外科 部長

中野　隆 日本赤十字社高山赤十字病院 産婦人科 母子医療センター長

玉置　敬之 日本赤十字社高松赤十字病院 消化器内科 副部長

黒川　幹夫 日本赤十字社高松赤十字病院 薬剤部 薬剤部長

三橋　雅 日本赤十字社高松赤十字病院 整形外科 部長

三代　卓哉 日本赤十字社高松赤十字病院 整形外科 副部長

柴峠　光成 日本赤十字社高松赤十字病院 消化器内科 部長

小田　幸作 日本赤十字社高槻赤十字病院 整形外科 部長

小島　一晃 日本赤十字社高槻赤十字病院 薬剤部 薬剤部長

町田　充 日本赤十字社埼玉県支部さいたま赤十字病院 薬剤部 薬剤部長

伊藤　誠司 日本赤十字社山梨赤十字病院 循環器科 部長

渡邊　直子 日本赤十字社山梨赤十字病院 産婦人科 部長

小原　崇 日本赤十字社秋田赤十字病院 泌尿器科 副部長

齊藤　宏文 日本赤十字社秋田赤十字病院 血液内科 部長

飯塚　政弘 日本赤十字社秋田赤十字病院附属あきた健康管理センター － センター長

真鍋　敦 日本赤十字社松江赤十字病院 産婦人科 部長

藤脇　律人 日本赤十字社松江赤十字病院 産婦人科 副部長

横山　幹文 日本赤十字社松山赤十字病院 産婦人科 副院長

上村　太朗 日本赤十字社松山赤十字病院 腎臓内科 部長

仙波　昌三 日本赤十字社松山赤十字病院 薬剤部 部長

村上　通康 日本赤十字社松山赤十字病院 薬剤部 副部長

東條　伸平 日本赤十字社松山赤十字病院 産婦人科 副部長

林　広典 日本赤十字社松山赤十字病院 産婦人科 －

伊藤　康夫 日本赤十字社神戸赤十字病院 整形外科・リハビリテーション科 部長

佐藤　朝臣 日本赤十字社神戸赤十字病院 婦人科 部長

遊見　裕子 日本赤十字社神戸赤十字病院 薬剤部 薬剤副部長

髙木　靖 日本赤十字社諏訪赤十字病院 産婦人科 部長

小澤　勇人 日本赤十字社水戸赤十字病院 薬剤部 －

上牧　裕 日本赤十字社水戸赤十字病院 整形外科 副院長

杉山　将樹 日本赤十字社水戸赤十字病院 産婦人科 部長

田中　芳浩 日本赤十字社水戸赤十字病院 薬剤部 部長

満川　元一 日本赤十字社水戸赤十字病院 産婦人科 院長

鈴木　考治 日本赤十字社水戸赤十字病院 内科 部長

齋藤　正仁 日本赤十字社成田赤十字病院 整形外科 副院長



市川　義一 日本赤十字社静岡赤十字病院 産婦人科 副部長

北村　匡 日本赤十字社静岡赤十字病院 消化器内科 部長

堀内　保孝 日本赤十字社静岡赤十字病院 薬剤部 部長

吉田　祐司 日本赤十字社石巻赤十字病院 産婦人科 部長

佐賀　利英　 日本赤十字社石巻赤十字病院 薬剤部 部長

菅原　美千恵 日本赤十字社石巻赤十字病院 看護部 －

鈴木　聡 日本赤十字社石巻赤十字病院 呼吸器外科 副院長

浅見　和義 日本赤十字社前橋赤十字病院 整形外科 部長

武智　茂 日本赤十字社総合病院伊達赤十字病院 循環器科 院長

井上　雅文 日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 消化器内科 副部長

森　英樹 日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 薬剤部 部長

元木　孝 日本赤十字社総合病院釧路赤十字病院 薬剤部 －

高柳　昌大 日本赤十字社総合病院釧路赤十字病院 薬剤部 薬剤副部長

原　清吾 日本赤十字社総合病院三原赤十字病院 整形外科 部長

水野　俊行 日本赤十字社総合病院庄原赤十字病院 整形外科 部長

西山　宗希 日本赤十字社総合病院庄原赤十字病院 消化器内科 部長

舟山　裕士 日本赤十字社総合病院仙台赤十字病院 外科 部長

大森　信弥 日本赤十字社総合病院仙台赤十字病院 消化器内科 副部長

岩見　州一郎 日本赤十字社大阪赤十字病院 産婦人科 副部長

小林　紗季 日本赤十字社大阪赤十字病院 精神神経科 －

菅原　照 日本赤十字社大阪赤十字病院 腎臓内科 部長

和田　央 日本赤十字社大阪赤十字病院 精神神経科 部長

圓尾　隆典 日本赤十字社大阪赤十字病院 消化器内科 副部長

邉見　慎一郎 日本赤十字社大阪赤十字病院 消化器内科 －

安良　興 日本赤十字社大津赤十字病院 整形外科部 副部長

河南　智晴 日本赤十字社大津赤十字病院 消化器科 副院長

佐藤　幸保 日本赤十字社大津赤十字病院 産科・婦人科 部長

森内　芳 日本赤十字社大津赤十字病院 産科・婦人科 －

竹内　学 日本赤十字社長岡赤十字病院 消化器内科 部長

長島　藍子 日本赤十字社長岡赤十字病院 消化器内科 副部長

芦澤　直人 日本赤十字社長崎原爆病院 循環器内科 部長

眞田　陸 日本赤十字社長浜赤十字病院 精神科 －

関　一二三 日本赤十字社長野赤十字病院 整形外科 副部長

宮下　裕介 日本赤十字社長野赤十字病院 循環器内科 部長

山本　かおり 日本赤十字社長野赤十字病院 産婦人科 －

出口　正男 日本赤十字社長野赤十字病院 整形外科 部長

小林　優也 日本赤十字社長野赤十字病院 神経内科 －

本藤　徹 日本赤十字社長野赤十字病院 産婦人科 部長

佐護　直人 日本赤十字社唐津赤十字病院 産婦人科 部長

泉　並木 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 消化器科 院長

中根　実 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 腫瘍内科 部長

謝梅澤　聡 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 産婦人科 部長

謝別宮　史朗 日本赤十字社徳島赤十字病院 産婦人科 部長

謝近藤　達郎 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 薬剤部 部長補佐

謝隅田　能雄 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 産婦人科 部長

謝丹治　敦 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 整形外科 副部長

謝向井田　理佳 日本赤十字社八戸赤十字病院 産婦人科 副部長

謝大沼　禎史 日本赤十字社八戸赤十字病院 精神科 副部長

謝薄井　知道 日本赤十字社八戸赤十字病院 整形外科 部長

謝関口　智裕 日本赤十字社飯山赤十字病院 第一内科 副部長

謝松本　俊彦 日本赤十字社姫路赤十字病院 内科 副部長

謝石川　慎一 日本赤十字社姫路赤十字病院 麻酔科 部長

謝荻原　弘晃 日本赤十字社浜松赤十字病院 整形外科 部長

謝俵原　敬 日本赤十字社浜松赤十字病院 循環器内科 副院長

謝浮海　洋史 日本赤十字社浜松赤十字病院 循環器内科 部長

謝桑間　直志 日本赤十字社富山赤十字病院 産婦人科 部長

謝殿谷　康博 日本赤十字社富山赤十字病院 高令心療科 部長

謝片山　義敬 日本赤十字社舞鶴赤十字病院 整形外科 副院長

謝山崎　幸直 日本赤十字社福井赤十字病院 消化器内科 部長

謝田嶋　公久 日本赤十字社福井赤十字病院 産婦人科 部長

謝里見　聡子 日本赤十字社福井赤十字病院 消化器内科 副部長

謝青栁　邦彦 日本赤十字社福岡赤十字病院 消化器内科 副院長

謝谷本　一樹 日本赤十字社福岡赤十字病院 血液・腫瘍内科 部長

謝我妻　禎 日本赤十字社福島赤十字病院 薬剤部 部長

謝渡部　洋一 日本赤十字社福島赤十字病院 脳神経外科 院長

謝上林　実 日本赤十字社北見赤十字病院 消化器内科・腫瘍内科 部長

謝水沼　正弘 日本赤十字社北見赤十字病院 産婦人科 副院長/部長

謝菅原　修 日本赤十字社北見赤十字病院 整形外科 部長

謝井上　英則 日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 整形外科 部長

謝春田　純一 日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 消化器内科 部長

謝安藤　智洋 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 リハビリテーション科 部長

謝鵜飼　淳一 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 整形外科 医長

謝蟹江　浩 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 消化器内科 副部長

謝竹内　浩 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 精神科 部長

謝武田　朝美 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 腎臓内科 部長

謝安田　枝里子 日本赤十字社和歌山医療センター 産婦人科 －

謝浦井　俊二 日本赤十字社和歌山医療センター 消化器内科部 副部長

謝玉置　康之 日本赤十字社和歌山医療センター 整形外科部 副部長

謝山下　幸孝 日本赤十字社和歌山医療センター 消化器内科部 部長

謝大泉 陽子 日本調剤㈱あすと長町薬局 － －

謝木平　健治 日本病院薬剤師会 － 会長

謝小林　克也 日本郵政㈱東京逓信病院 消化器内科 医長

謝髙野　秀樹 日本郵政㈱東京逓信病院 腎臓内科 医長

謝萩原　紀嗣 萩原医院 － 院長

謝酒井　英樹 柏市立柏病院 消化器内科 副院長

謝白井　健之助 白井メディカルクリニック － 院長

謝丸岡　緑里 白川クリニック 精神科 院長

謝白澤　榮嗣 白沢整形外科医院 － 院長

謝畠中　節夫 畠中医院 － －

謝沖　元二 八戸市立市民病院 消化器科・内科 部長

謝沼沢　拓也 八戸市立市民病院 整形外科 部長

謝山崎　肇 八尾市立病院 薬剤部 部長

謝山田　嘉彦 八尾市立病院 産婦人科 部長

謝伴　孝介 伴整形外科 － 副院長

謝戸田　麻里 半蔵門心療クリニック － －

謝平澤　伸一 半蔵門心療クリニック － －

謝大塚　泰郎 半田市立半田病院 消化器内科 副院長

謝中村　千香子 半田市立半田病院 看護局 －

謝飯田　紀彦 飯田クリニック － 院長

謝猿川　潤一郎 磐田市立総合病院 整形外科 科長

謝坂本　慶子 磐田市立総合病院 皮膚科 医長

謝山田　貴教 磐田市立総合病院 消化器内科 科長



謝正木　銀三 磐田市立総合病院 薬剤部 薬剤部長

謝尾花　伸哉 尾花内科クリニック － 院長

謝廣岡　孝彦 尾道市立市民病院 整形外科 診療科長

謝尾髙　健夫 尾髙内科・胃腸クリニック － 院長

謝北川　智美 彦根市立病院 看護部 看護副部長

謝坂本　知巳 婦人科さかもとともみクリニック － 院長

謝岩本　敦夫 富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院 消化器科 医長

謝五十嵐　茂雄 富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院 － 周産期小児センター長

謝川崎　慎二 富貴ノ台整形外科 － 院長

謝南里　泰弘 富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 整形外科 院長

謝松田　耕一郎 富山県立中央病院 内科（消化器） 部長

謝小林　光太郎 富士宮ペインクリニック － 院長

謝阿部　一仁 富士市立中央病院 薬剤科 －

謝佐伯　千里 富士市立中央病院 消化器内科 部長

謝鈴木　康之 富士市立中央病院 産婦人科 副院長

謝大竹　陽介 富士重工業健康保険組合太田記念病院 消化器内科 主任部長

謝小西　聖子 武蔵野大学 人間科学部 教授

謝武富　雅則 武富整形外科 整形外科 院長

謝青山　隆彦 福井県立病院 循環器内科 主任医長

謝青柳　裕之 福井県立病院 消化器内科 医長

謝内藤　慶英 福井県立病院 消化器内科 医長

福士　道夫 福士胃腸科循環器科医院 － 院長

菊地　忠志 福島県厚生農業協同組合連合会坂下厚生総合病院 整形外科 副院長

宮本　百合子 福島県厚生農業協同組合連合会塙厚生病院 精神科・心療内科 部長

粉川　隆文 粉川内科医院 － 院長

山本　暢之 兵庫県立こども病院 血液・腫瘍内科 －

小阪　嘉之 兵庫県立こども病院 血液・腫瘍内科 部長

田中　敏克 兵庫県立こども病院 循環器内科 部長

北川　篤 兵庫県立リハビリテーション中央病院 整形外科 部長

信永　敏克 兵庫県立西宮病院 産婦人科 診療部長

正田　悦朗 兵庫県立西宮病院 整形外科 部長

西　勝久 兵庫県立淡路医療センター 内科 部長

宇佐美　郁哉 兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科 部長

末廣　穣 兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科 －

平田　晴男 平田胃腸科・内科 － 院長

平本　憲孝 平本医院 精神神経科 院長

田中　俊久 並木七丁目診療所 － 所長

片岡　裕 片岡診療所 精神科 院長

吉岡　睦展 宝塚市立病院 薬剤部 主幹

高原　健一 訪問看護ステーション デューン川越 － －

金子　大毅 豊岡第一病院 整形外科 －

山根　誓二 豊岡第一病院 整形外科 院長

安藤　寿夫 豊橋市民病院 総合生殖医療センター センター長

謝岡村　正造 豊橋市民病院 消化器内科 院長

謝河井　通泰 豊橋市民病院 産婦人科 部長

山田　雅弘 豊橋市民病院 消化器内科 副部長

古庄　耕史 豊後大野市民病院 整形外科 部長

宮木　知克 豊川市民病院 消化器内科 部長

裵　漢成 豊川市民病院 整形外科 医長

佐藤　貴浩 防衛医科大学校病院 皮膚科 教授

千葉　一裕 防衛医科大学校病院 整形外科 部長

尼子　雅敏 防衛医科大学校病院 整形外科 准教授

穗苅　量太 防衛医科大学校病院 消化器内科 教授

坂野　雄二 北海道医療大学 心理科学部 教授

泉　剛 北海道医療大学 薬学部 教授

河西　千秋 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 神経精神科 教授

岩﨑　創史 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 麻酔科 講師

吉本　三徳 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 整形外科 －

宮本　篤 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 薬剤部 部長

橋本　暁佳 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 循環器・腎臓・代謝内分泌内科 －

橋本　恵理 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 神経精神科 准教授

玉手　雅人 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 産婦人科学講座 －

寺島　嘉紀 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 整形外科 －

寺本　篤史 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 整形外科 －

松浦　基樹 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 － －

謝神谷　智昭 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 － －

謝村上　直人 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 循環器・腎臓・代謝内分泌内科 －

謝中田　潤 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 － －

謝仲瀬　裕志 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 消化器内科 教授

謝道家　孝幸 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 整形外科 －

謝馬場　剛 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 産婦人科学講座 講師

謝國分　宣明 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 循環器・腎臓・代謝内分泌内科 助教

謝齋藤　豪 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 産婦人科学講座 教授

謝神山　直之 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 － －

謝吉田　英昭 北海道旅客鉄道㈱ＪＲ札幌病院 腎臓内科 科長

謝大沼　義人 北海道旅客鉄道㈱ＪＲ札幌病院 循環器内科 科長

大野　紘平 北海道旅客鉄道㈱ＪＲ札幌病院 腎臓内科 医長

長谷川　徹 北海道旅客鉄道㈱ＪＲ札幌病院 循環器内科 科長

土田　哲人 北海道旅客鉄道㈱ＪＲ札幌病院 循環器内科 副院長

浦部　由利 北九州市立医療センター － 副院長

吉兼　浩一 北九州市立医療センター 整形外科 主任部長

秋穂　裕唯 北九州市立医療センター － 統括部長

水谷　孝弘 北九州市立医療センター 消化器内科 部長

馬場　敦 北松戸ぽぷらクリニック － 院長

北村　博 北村医院 精神科 院長

阿部　哲之 北播磨総合医療センター 消化器内科 －

吉江　智郎 北播磨総合医療センター 消化器内科 主任医長

三崎　健太 北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科 主任医長

千葉　義幸 北播磨総合医療センター 脳神経外科 主任医長

大瀨　貴之 北播磨総合医療センター 消化器内科 主任医長

真鍋　麻美 麻美レディースクリニック － 院長

今井　秀樹 箕面市立病院 薬剤部 副部長

足立　和繁 箕面市立病院 産婦人科 主任部長

由良　守 箕面市立病院 消化器内科 部長

李　勝博 箕面市立病院 整形外科 主任部長

栁原　尚 名古屋栄ペインクリニック － 院長

妹尾　恭司 名古屋市立西部医療センター 消化器内科 副院長

稻田　充 名古屋市立西部医療センター 整形外科 副院長

小川　竜一 明治薬科大学 薬物治療学研究室 講師

福林　範和 明大前メンタルクリニック － 院長

木下　哲也 木下整形外科クリニック － 院長

木嶋　保 木島脳神経外科クリニック － 院長



野口　光徳 野口胃腸内科医院 － 院長

謝野田　敏次 野田医院神経内科クリニック － 院長

謝小川　大介 矢口二丁目整形外科 － －

謝田中　陽介 矢口二丁目整形外科 － －

兼信　正明 友愛記念病院 消化器科 副院長

中畔　勇一 ㈲アサヒ薬局 － －

藤田　操 ㈲アデムファーマシー茜調剤薬局市ケ谷店 － 管理薬剤師

辻　尚孝   ㈲さかえ薬局東口店 － －

宅間　太佑 ㈲ファーメルエール薬局たかす店 － 店長

篠原　久仁子 ㈲フローラ・フローラ薬局河和田店 － 管理薬剤師

星　利佳 ㈲メディカほし薬局・ほし薬局 － －

新井田　純坪 ㈲虎薬局 － 管理薬剤師

山口　路子 ㈲本通調剤薬局あじさい薬局 － －

井上　尚彦 ㈲悠愛啓愛調剤薬局 － 薬局長

遠藤　佐保子 陽だまりクリニック － 院長

寺本　隆 陽明寺本クリニック － 院長

細川　高史 利根保健生活協同組合利根中央病院 整形外科 部長

立花　正史 立花胃腸科外科 － 院長

丸野　秀人 立正佼成会附属佼成病院 整形外科 部長

小谷　明弘 立正佼成会附属佼成病院 整形外科 部長

佐藤　政悦 陵南さとう整形外科 整形外科 院長

林　正博 林医院 － 院長

林　吉夫 林内科クリニック － 院長

和田　紀之 和田小児科医院 － 院長

謝和田　慎一 和田整形外科クリニック － 院長

謝澤　美彦 澤内科医院 － 院長

謝久米　健介 醫療法人齊和會廣島クリニック － －

謝金4053

謝●原稿執筆料・監修料

謝【 年間の総額 （消費税、源泉税込み） 8,756,740円  】

謝金4056

謝支払先 （敬称略）

謝石橋　理津子 － － －

本谷　聡 ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 － 副院長

謝遠藤　知秀 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座 助教

謝野田　雅也 のだレディースクリニック － 院長

謝上出　良一 ひふのクリニック人形町 － 院長

謝井上　雅 みやびウロギネクリニック － 院長

謝小柳　香織 ヤマサキ薬局 － －

謝島袋　史 ゆいクリニック － 院長

謝富永　國比古 ロマリンダクリニック － 院長

謝室　圭 愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 部長

謝太田　章比古 医療法人愛知会肛門科胃腸科家田病院 肛門科 副院長

謝宮田　哲郎 医療法人財団順和会山王メディカルセンター 血管病センター センター長

謝村上　正人 医療法人財団順和会山王病院 心療内科 部長

謝池野　暢子 医療法人社団いけの医院 － 院長

謝植田　啓 医療法人社団ソレイユひまわりレディースクリニック － 院長

謝水元　久修 医療法人社団のぞみ会レディースクリニックぬまのはた 産婦人科 理事長

謝西口　園惠 医療法人社団愛和会あさひクリニック － 副院長

謝川井　康嗣 医療法人社団関逓会仙台ペインクリニック石巻分院 － 院長

謝永吉　由佳 医療法人社団関逓会仙台ペインクリニック石巻分院 － 看護師

謝清水　光行 医療法人社団天宣会天宣会循環器睡眠呼吸クリニック － 院長

謝種部　恭子 医療法人社団藤聖会女性クリニックＷｅ富山 婦人科 院長

謝岡野　浩哉 医療法人社団飯田橋レディースクリニック － 院長

謝石井　秀人 医療法人社団裕恵会浅野内科クリニック － 副院長

謝京谷　晋吾 医療法人晋明会京谷医院 － 院長

謝三木　健司 医療法人早石会早石病院 整形外科 センター長

謝仲　弥 医療法人仲皮フ科クリニック － 院長

謝乾　重樹 医療法人桃恵会心斎橋いぬい皮フ科 － 院長

謝内野　貴久子 医療法人内野会うちの産婦人科 － 院長

謝前田　泰孝 医療法人南昌江内科クリニック 糖尿病臨床研究センター センター長

謝國廣　純子 医療法人緑心会くにひろクリニック － 副院長

謝鴨井　大典 医療法人偕行会名古屋共立病院 循環器内科 副院長・循環器内科部長

謝辰巳　陽一 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 血液・膠原病内科 教授

謝香坂　俊 学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 循環器内科 専任講師

謝藤澤　大介 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 精神・神経科 専任講師

謝岡部　美保 学校法人高崎健康福祉大学高崎健康福祉大学訪問看護ステーション － 管理者

謝武藤　正樹 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学東京青山キャンパス 医療経営管理学科 教授

謝西村　重敬 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科 教授

謝渡會　恵介 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 整形外科・脊椎外科 講師

謝吉田　博 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 中央検査部 教授

謝猿田　雅之 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 消化器・肝臓内科 主任教授

謝髙尾　洋之 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科 准教授

謝髙橋　將文 学校法人自治医科大学自治医科大学附属分子病態治療研究センター 炎症・免疫研究部 教授

謝廣瀬　伸良 学校法人順天堂順天堂大学スポーツ健康科学部 － 教授

謝板倉　敦夫 学校法人順天堂順天堂大学医学部 産婦人科学講座 産科教授

謝能登　大介 学校法人順天堂順天堂大学大学院医学研究科 免疫学講座 助教

謝荒井　研 学校法人昭和大学昭和大学医学部 内科学講座循環器内科学部門 －

謝清　佳浩 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属溝口病院 皮膚科 科長

謝柴田　茂 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 内科 准教授

謝坪井　良治 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 皮膚科 主任教授

謝稻田　健 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 神経精神科・心身医療科 講師

謝中村　正人 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 教授

謝永原　康臣 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 循環器内科 助教

謝元山　貞子 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 循環器内科 准教授

謝木村　和美 学校法人日本医科大学日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野 大学院教授

謝加藤　実 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 麻酔科・ペインクリニック科 診療教授

謝川嵜　弘詔 学校法人福岡大学福岡大学病院 精神神経科 主任教授

謝三輪　洋人 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 内科学消化管科 主任教授

謝増山　理 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 内科学講座循環器内科 主任教授

謝中村　志郎 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 炎症性腸疾患学講座内科部門 教授

謝金井　昭文 学校法人北里研究所北里大学病院 麻酔科 教授

謝松原　康美 学校法人北里研究所北里大学病院 看護学部 准教授

謝浅井　隆 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科 教授

謝－ 株式会社アインファーマシーズ － －

謝鬼塚　芳夫 鬼塚クリニック － 院長

謝田村　功一 公立大学法人横浜市立大学附属病院 腎臓・高血圧内科 主任教授

謝小林　浩 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 産婦人科 教授

謝杉浦　賢 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 産婦人科 部長

謝疋田　浩之 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 循環器内科 部長

謝菱刈　景一 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 循環器内科 医長

謝林　伸和 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 皮膚科 部長



謝長束　一行 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 脳血管内科・脳神経内科 部長

謝三大寺　紀子 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 薬剤部 －

謝笠原　沙耶香 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 薬剤部 －

謝新井　勝大 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 消化器科 医長

謝石川　洋一 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 薬剤部 薬剤部長

謝坂本　央 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野 助教

謝杉山　英太郎 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野 －

謝長谷部　直幸 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野 教授

謝田邊　康子 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野 助教

謝竹内　利治 国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野 講師

謝伊藤　浩 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科 教授

謝西堀　正洋 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 薬理学分野 教授

謝中山　健夫 国立大学法人京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野 教授

謝島添　隆雄 国立大学法人九州大学大学院薬学研究院 臨床育薬分野 准教授

謝辻田　賢一 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 循環器内科 教授

謝倉林　正彦 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 循環器内科 教授

謝北村　健一郎 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科、腎臓内科 科長

謝真壁　伸 国立大学法人秋田大学医学部 内科学講座循環器内科学・呼吸器内科学 助教

謝齋田　俊明 国立大学法人信州大学医学部附属病院 － 名誉教授

謝石田　達郎 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 循環器内科 特命教授

謝菅本　一臣 国立大学法人大阪大学医学部 運動器バイオマテリアル学 教授

謝山本　智也 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 薬剤部病院等薬剤室 室長

謝川上　瑛子 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 薬剤部　病棟薬剤室 －

謝竹屋　泰 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 老年・総合内科学 医学部講師

謝樂木　宏実 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 老年・総合内科 教授

謝前田　法一 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学　代謝血管学寄附講座 准教授

謝山縣　邦弘 国立大学法人筑波大学医学医療系 腎臓内科学 教授

謝青沼　和隆 国立大学法人筑波大学附属病院 循環器内科 教授

謝内尾　祐司 国立大学法人島根大学医学部附属病院 整形外科学 教授

謝河野　美江 国立大学法人島根大学保健管理センター － 准教授

謝波多野　将 国立大学法人東京大学医学部附属病院 循環器内科, 重症心不全治療開発講座 特任准教授

謝甲賀　かをり 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 女性診療科・産科 准教授

謝大須賀　穣 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 教授

謝佐田　政隆 国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野 教授

謝長谷川　稔 国立大学法人福井大学医学部附属病院 皮膚科 科長

謝今釜　史郎 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 整形外科 講師

謝當間　裕一郎 国立大学法人琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・内科学講座（第三内科） 助教

謝太田　郁子 社会医療法人全仁会倉敷平成病院 婦人科 部長

謝間宮　直子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院 － 副看護部長

謝米倉　佑貴 聖路加国際大学大学院 看護学研究科看護情報学分野 助教

謝三輪　健二 石川県立中央病院 循環器内科 診療部長

宮岡　佳子 跡見学園女子大学 文学部　臨床心理学科 教授

西田　壽代 足のナースクリニック － 代表

山下　静也 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 循環器内科 院長

北岡　有喜 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 産科婦人科 部長

柳田　千尋 独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 医療総合支援部 医療ソーシャルワーカー

髙橋　秀典 独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院 皮膚科 部長

辻村　卓也 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 循環器内科 －

石井　賢太郎 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 － －

髙橋　勇樹 福井県立病院 脳心臓血管センター循環器内科 －

山口　聡 兵庫県立がんセンター 婦人科 診療科長

佐藤　幸人 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 科長

熊谷　裕生 防衛医科大学校 腎臓内分泌内科 教授

仲瀬　裕志 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 消化器内科 教授

野村　忠利 野村ウィメンズクリニック － 院長

木原　太郎 有限会社シティ薬局浦田 － －

謝金4201

謝●コンサルティング等業務委託費

謝【 年間の総額 （消費税、源泉税込み） 13,462,501円  】

謝金4204

謝支払先 （敬称略）

謝高橋　道人 － － －

謝矢船　明史 － － －

謝本谷　聡 ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 － 副院長

謝横山　正 よこやまＩＢＤクリニック － 院長

謝村野　実之 医療法人むらのクリニック － 院長

謝太田　章比古 医療法人愛知会肛門科胃腸科家田病院 肛門科 副院長

謝藏田　英明 医療法人社団恵順会蔵田医院 － 理事長

謝山田　清彦 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 婦人科 部長

謝松野　博明 医療法人社団松緑会松野リウマチ整形外科 リウマチ・整形外科・リハビリテーション科 院長

謝小畑　寛純 医療法人小畑内科クリニック － 院長

謝佐井　壮謙 医療法人真世会佐井胃腸科肛門科 胃腸科・肛門科 院長

謝板倉　弘重 茨城キリスト教大学 － 名誉教授

謝久松　理一 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 消化器内科 教授

謝佐藤　徹 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 循環器内科 教授

謝中村　雄作 学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 神経内科 部長

謝緒方　晴彦 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 内視鏡センター 教授・センター長

謝片岡　雅晴 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 循環器内科 特任講師

謝猿田　雅之 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 消化器・肝臓内科 主任教授

謝景山　茂 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 臨床研究支援センター センター長

謝細谷　龍男 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 腎臓・高血圧内科 名誉教授

謝清水　俊明 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科・思春期科 教授

謝服部　信孝 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科 教授

謝伊野　美幸 学校法人聖マリアンナ医科大学 臨床研修センター 副センター長

謝岡田　正人 学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター センター長

謝－ 学校法人帝京大学 － －

謝関　順彦 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 腫瘍内科 病院教授

謝坂巻　文雄 学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 呼吸器内科 教授

謝坪井　良治 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 皮膚科 主任教授

謝村﨑　かがり 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 循環器内科 准教授

謝浜田知久馬 学校法人東京理科大学東京理科大学葛飾キャンパス 工学部 教授

謝竹内　健 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 消化器内科 講師

謝桑名　正隆 学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 リウマチ・膠原病内科 教授

謝平井　郁仁 学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 炎症性腸疾患センター 診療教授

謝中村　志郎 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 炎症性腸疾患学講座内科部門 教授

謝渡邊　憲治 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 腸管病態解析学 特任准教授

謝横山　薫 学校法人北里研究所北里大学病院 消化器内科 講師

謝熊谷　雄治 学校法人北里研究所北里大学病院 臨床試験センター センター長

謝小林　清典 学校法人北里研究所北里大学病院 消化器内科 准教授

謝小林　拓 学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター 副センター長

謝日比　紀文 学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長

蓮沼　智子 学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 臨床試験センター センター長



鈴木　亮一 関内鈴木クリニック 消化器科 院長

橋本　直文 橋本コンサルティング － －

比企　直樹 公益財団法人がん研究会有明病院 消化器センター 部長

神谷　武 公立大学法人名古屋市立大学病院 臨床研究開発支援センター センター長

大郷　剛 国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 肺循環科 医長

村田　美穂 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科 院長

細見　直永 国立大学法人広島大学病院 脳神経内科 准教授

安藤　朗 国立大学法人滋賀医科大学 消化器内科 教授

大鳥　精司 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 整形外科学 教授

平野　成樹 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 神経内科 講師

原田　省 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 産科婦人科学 教授

萩野　浩 国立大学法人島根大学医学部附属病院 保健学科 教授

木下　芳一 国立大学法人島根大学医学部附属病院 消化器内科 教授

長堀　正和 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科 特任准教授

渡辺　守 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科 教授

波多野　将 国立大学法人東京大学医学部附属病院 循環器内科, 重症心不全治療開発講座 特任准教授

大須賀　穣 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 教授

金澤　素 国立大学法人東北大学病院 心療内科 准教授

杉村　宏一郎 国立大学法人東北大学病院 循環器内科 講師

石丸　直澄 国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部 病理部 教授

岩崎　倫政 国立大学法人北海道大学病院 整形外科 教授

近藤　英司 国立大学法人北海道大学病院 スポーツ先端治療開発医学分野 特任教授

謝須藤　英毅 国立大学法人北海道大学病院 整形外科 特任准教授

謝辻本　武尊 国立大学法人北海道大学病院 整形外科 －

謝竹山　廣光 三重県厚生農業協同組合連合会三重北医療センターいなべ総合病院 － センター長

謝小坂　正 山川医院 － 院長

謝三浦　理 新潟県立がんセンター新潟病院 呼吸器内科 部長

謝杉村　一仁 杉村クリニック － 院長

謝内藤　立暁 静岡県立静岡がんセンター 呼吸器内科 医長

謝石田　哲也 石田消化器ＩＢＤクリニック 消化器内科 院長

山田　順子 大成建設株式会社 － 産業医

謝三森　国敏 東京農工大学 － 名誉教授

仲瀬　裕志 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 消化器内科 教授


