
1 ⻘⽊ かを⾥ 医療法⼈⻘⽊医院 ⻘⽊ かを⾥ 医療法⼈⻘⽊医院
2 ⻘⽊ 桂⼦ 中央林間病院 ⻘⽊ 桂⼦ 中央林間病院
3 ⾚井 靖宏 奈良県⽴医科⼤学 ⾚井 靖宏 奈良県⽴医科⼤学
4 ⾚堀 弘 ⿊部市⺠病院 ⾚澤 昭⼀ 光晴会病院
5 阿久津 寿江 医療法⼈社団健寿会阿久津医院 ⾚堀 弘 ⿊部市⺠病院
6 旭 暢照 旭医院 秋久 理眞 秋久医院
7 ⿇⽣ 克⼰ あそうｸﾘﾆｯｸ 阿久津 寿江 医療法⼈社団健寿会阿久津医院
8 東 真⼸ 県⽴宮崎病院 浅野 昭道 ⽯川県⽴中央病院
9 安孫⼦ 亜津⼦ 旭川⾚⼗字病院 旭 暢照 旭医院

10 阿部 智絵 さっぽろ糖尿病甲状腺ｸﾘﾆｯｸ ⿇⽣ 克⼰ あそうｸﾘﾆｯｸ
11 阿部 恵 ⼤阪府済⽣会野江病院 東 真⼸ 県⽴宮崎病院
12 荒⽥ 尚⼦ 国⽴成育医療研究ｾﾝﾀｰ ⽳澤 園⼦ 東京都済⽣会中央病院
13 荒若 信⼦ 済⽣会⼭形済⽣病院 安孫⼦ 亜津⼦ 旭川⾚⼗字病院
14 安⻄ 慶三 佐賀⼤学医学部 阿部 智絵 さっぽろ糖尿病甲状腺ｸﾘﾆｯｸ
15 飯村 祐⼦ 国⽴成育医療研究センター 阿部 恵 ⼤阪府済⽣会野江病院
16 礒 薫 荒⽥ 尚⼦ 国⽴成育医療研究ｾﾝﾀｰ
17 市川 雷師 北⾥⼤学医学部 荒若 信⼦ 済⽣会⼭形済⽣病院
18 市村 靖彦 東京⼥⼦医科⼤学病院 安⻄ 慶三 佐賀⼤学医学部
19 伊藤 新 慶應義塾⼤学医学部 飯村 祐⼦ 国⽴成育医療研究センター
20 井上 佳奈⼦ いのうえ内科ｸﾘﾆｯｸ ⽣野 淑⼦ ⼤阪市健康局健康推進部
21 井上 謙太郎 三豊総合病院 池⽥ 義雄 ﾀﾆﾀ体重科学研究所
22 井上 宏美 轟ｸﾘﾆｯｸ ⽯⽥ 均 市⽴⻑浜病院
23 井上 眞理 南国いのうえｸﾘﾆｯｸ 泉⽥ 太郎 上落合ｸﾘﾆｯｸ
24 井上 ゆか⼦ 株式会社三井住友銀⾏東京健康ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 礒 薫
25 井原 裕 いはら内科ｸﾘﾆｯｸ 市川 雷師 北⾥⼤学医学部
26 五⼗⼦ ⼤雅 五⼗⼦ｸﾘﾆｯｸ 市川 瑠美⼦ 恵⽣会病院
27 ⼊江 聖⼦ 東京都済⽣会中央病院 ⼀島 由加⼦ 北⾥⼤学病院
28 岩橋 博⾒ 市村 靖彦 東京⼥⼦医科⼤学病院
29 ⽯⾒ 鈴⼦ ⻄詰医院 伊藤 新 慶應義塾⼤学医学部
30 植村 和代 ⿅児島⼤学病院 井上 佳奈⼦ いのうえ内科ｸﾘﾆｯｸ
31 宇都 正 済⽣会川内病院 井上 謙太郎 三豊総合病院
32 江⼝ 潤 岡⼭⼤学病院 井上 宏美 轟ｸﾘﾆｯｸ
33 江島 英⾥ 国⽴病院機構佐賀病院 井上 眞理 南国いのうえｸﾘﾆｯｸ
34 戎⾕ 亜希⼦ 兵庫県職員健康管理ｾﾝﾀｰ 井上 ゆか⼦ 株式会社三井住友銀⾏東京健康ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
35 ⼤島 都美江 さくら通り内科・⼤島 井原 亜⾥砂 ⺟⼦愛育会総合⺟⼦保健センター愛育病院
36 ⼤⽥ 真理 ⼭王ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 井原 裕 いはら内科ｸﾘﾆｯｸ
37 ⼤野 敬三 愛媛県⽴中央病院 五⼗⼦ ⼤雅 五⼗⼦ｸﾘﾆｯｸ
38 ⼤橋 夏⼦ 滋賀医科⼤学 ⼊江 聖⼦ 東京都済⽣会中央病院
39 ⼤東 真菜 兵庫医科⼤学病院 岩橋 博⾒
40 岡⽥ 健太 ⾃治医科⼤学 ⽯⾒ 鈴⼦ ⻄詰医院
41 岡⽥ めぐみ 岩本 安彦 新百合ヶ丘総合病院
42 岡⽥ 由紀⼦ 春⽇井市⺠病院 植村 和代 ⿅児島⼤学病院
43 ⻑村 杏奈 昭和⼤学病院 宇都 正 済⽣会川内病院
44 織⽥ 直久 総合⻘⼭病院 江⼝ 潤 岡⼭⼤学病院
45 ⼩武 由紀⼦ 神⼾⼤学医学部附属病院 江島 英⾥ 国⽴病院機構佐賀病院
46 越智 礼⼦ ⽴川北⼝健診館 戎⾕ 亜希⼦ 兵庫県職員健康管理ｾﾝﾀｰ
47 ⼩野 百合 ⼩野百合内科ｸﾘﾆｯｸ ⼤内 基司 独協医科⼤学医学部
48 ⼩畑 さやか しげい病院 ⼤島 都美江 さくら通り内科・⼤島
49 影⼭ ⿇⼦ 内藤病院 ⼤城 彩⾹ 九州⼤学病院
50 笠井 裕⼦ 群⾺⼤学医学部附属病院 ⼤杉 敬⼦ 兵庫医科⼤学病院
51 加治屋 昌⼦ 医療法⼈上ﾉ町・加治屋ｸﾘﾆｯｸ ⼤⽥ 真理 ⼭王ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
52 桂 善也 東京医科⼤学茨城医療ｾﾝﾀｰ ⼤野 敬三 愛媛県⽴中央病院
53 加藤 清恵 渋⾕済⽣ｸﾘﾆｯｸ ⼤橋 夏⼦ 滋賀医科⼤学
54 ⾦﨑 淑⼦ 徳島⾚⼗字病院 ⼤東 真菜 兵庫医科⼤学病院
55 ⾦⼦ 千束 ⼤森 安恵 東京⼥⼦医科⼤学名誉教授
56 ⾦⽥ 伊史 倉敷成⼈病ｾﾝﾀｰ 岡島 ⽂宜 ⽇本医科⼤学千葉北総病院
57 加納 克徳 加納内科ﾘｳﾏﾁ科・糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ 岡⽥ 健太 ⾃治医科⼤学

内科領域 被選挙⼈ 197名（⽴候補資格のある⽅） 内科領域 選挙⼈ 279名（投票資格のある⽅）



58 鎌⽥ 裕⼆ 北⾥⼤学医学部 岡⽥ めぐみ
59 川﨑 英⼆ 新古賀病院 岡⽥ 由紀⼦ 春⽇井市⺠病院
60 川﨑 史⼦ 川崎医科⼤学 岡本 三希⼦ 医療法⼈健康会京都南病院
61 川﨑 ⿇紀 国⽴成育医療ｾﾝﾀｰ 岡本 光弘 ⼤分⼤学医学部
62 川地 慎⼀ 岐⾩⾚⼗字病院 岡本 元純 ⼤津⾚⼗字病院
63 神原 美沙 みなみ⾚塚ｸﾘﾆｯｸ 奥村 勤 ⻄⼤路クリニック
64 喜瀬 道⼦ 浦添総合病院 ⻑村 杏奈 昭和⼤学病院
65 北村 薫 神⼾市⽴医療ｾﾝﾀｰ⻄市⺠病院 織⽥ 直久 総合⻘⼭病院
66 ⽊村 ⽂昭 ⽊村医院 ⼩武 由紀⼦ 神⼾⼤学医学部附属病院
67 楠 宜樹 兵庫医科⼤学病院 越智 礼⼦ ⽴川北⼝健診館
68 ⿊坂 真⽮ ⼩野 真理 聖⺟病院
69 越⾕ 剛 こしや糖尿病・内科ｸﾘﾆｯｸ ⼩野 百合 ⼩野百合内科ｸﾘﾆｯｸ
70 ⼩橋 京⼦ 昭和⼤学医学部 ⼩畑 さやか しげい病院
71 駒⽥ 久⼦ 兵庫県⽴姫路循環器病ｾﾝﾀｰ 影⼭ ⿇⼦ 内藤病院
72 佐久間 泉 ﾌﾛｰｲｰｽﾄｸﾘﾆｯｸ 笠井 裕⼦ 群⾺⼤学医学部附属病院
73 櫻⽥ ⿇耶 東京都⽴多摩総合医療ｾﾝﾀｰ 加治屋 昌⼦ 医療法⼈上ﾉ町・加治屋ｸﾘﾆｯｸ
74 佐々⽊ 紗也加 北⾥⼤学病院 ⽚⼭ 晶博 岡⼭医療ｾﾝﾀｰ
75 佐藤 まゆみ さとう内科ｸﾘﾆｯｸ 桂 善也 東京医科⼤学茨城医療ｾﾝﾀｰ
76 重藤 誠 ｼｹﾞﾄｳｸﾘﾆｯｸ 加藤 清恵 渋⾕済⽣ｸﾘﾆｯｸ
77 志⽥原 俊城 とみおか内科ｸﾘﾆｯｸ ⾦﨑 淑⼦ 徳島⾚⼗字病院
78 島⽥ 朗 埼⽟医科⼤学 ⾦⼦ 千束
79 清⽔ ⼀紀 ⼼臓病ｾﾝﾀｰ榊原病院 ⾦⽥ 伊史 倉敷成⼈病ｾﾝﾀｰ
80 清⽔ 馨 総合病院⼟浦協同病院 加納 克徳 加納内科ﾘｳﾏﾁ科・糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ
81 下⽥平 眞⽣⼦ 兵庫県⽴尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 鎌⽥ 裕⼆ 北⾥⼤学医学部
82 陣内 秀昭 陣内病院 川﨑 英⼆ 新古賀病院
83 新村 ⾥美 三菱京都病院 川﨑 史⼦ 川崎医科⼤学
84 末原 節代 川﨑 ⿇紀 国⽴成育医療ｾﾝﾀｰ
85 菅野 尚 ⾼知医療ｾﾝﾀｰ 川地 慎⼀ 岐⾩⾚⼗字病院
86 鈴⽊ ⼀永 兵庫県⽴淡路医療ｾﾝﾀｰ 神原 美沙 みなみ⾚塚ｸﾘﾆｯｸ
87 鈴⽊ 國弘 ⼩⼭ｲｰｽﾄｸﾘﾆｯｸ 神⼾ ⾹織 ⽇野市⽴病院
88 鈴⽊ 貴博 鈴⽊内科ｸﾘﾆｯｸ 喜瀬 道⼦ 浦添総合病院
89 鈴⽊ 智⼦ 東京⼥⼦医科⼤学病院 貴⽥岡 正史 三芳総合病院
90 鈴⽊ 奈津⼦ 海⽼名総合病院・糖尿病ｾﾝﾀｰ 北村 薫 神⼾市⽴医療ｾﾝﾀｰ⻄市⺠病院
91 銭林 雅⼦ 淀川ｷﾘｽﾄ教病院 ⽊村 ⽂昭 ⽊村医院
92 仙⽥ 聡⼦ 富⼭⾚⼗字病院 ⽊村 了介 きむら内科内分泌・糖尿病ｸﾘﾆｯｸ
93 曽根 博仁 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 楠 宜樹 兵庫医科⼤学病院
94 髙窪 野恵 みゆき会病院 ⿊坂 真⽮
95 ⾼澤 伸 奈良県⽴医科⼤学 源⾺ 理恵⼦
96 ⾼野 敦⼦ 富⼭県済⽣会⾼岡病院 甲賀 裕希⼦ ⾃治医科⼤学
97 ⾼野 靖⼦ ⾄誠会第⼆病院 越⾕ 剛 こしや糖尿病・内科ｸﾘﾆｯｸ
98 ⾼橋 秀夫 みなみ⾚塚ｸﾘﾆｯｸ ⼩⾕ 紀⼦ 国⽴国際医療研究ｾﾝﾀｰ
99 ⾼橋 正典 ⼤船睡眠・糖尿病内科 ⼩橋 京⼦ 昭和⼤学医学部

100 髙橋 美琴 宮城厚⽣協会坂総合病院 ⼩浜 智⼦ 真⽊病院
101 ⾼橋 泰 落合病院 駒⽥ 久⼦ 兵庫県⽴姫路循環器病ｾﾝﾀｰ
102 ⽵内 健⼈ 製鉄記念広畑病院 近藤 琢磨 杏林⼤学医学部
103 ⽵本 潤哉 けいゆう病院 齋⽊ 厚⼈ 東邦⼤学医療ｾﾝﾀｰ佐倉病院
104 ⽵本 のぞみ 琉球⼤学⼤学院医学研究科 相良 陽⼦ 新古賀病院
105 ⽥代 ⾹織 関⻄医科⼤学附属枚⽅病院 佐久間 泉 ﾌﾛｰｲｰｽﾄｸﾘﾆｯｸ
106 橘 ⾹穂⾥ 成⽥⾚⼗字病院 佐久間 博也 名古屋記念病院
107 ⽥中 彩 ⾬宮内科医院 櫻⽥ ⿇耶 東京都⽴多摩総合医療ｾﾝﾀｰ
108 ⽥中 紗代⼦ 佐々⽊ 紗也加 北⾥⼤学病院
109 ⽥原 たづ 朝⽇⽣命成⼈病研究所 佐々⽊ 順⼦ 東京医科⼤学病院
110 丹藤 雄介 弘前⼤学医学部 佐藤 淳⼦ 順天堂⼤学医学部
111 ⼟屋 晶⼦ 奄美中央病院 佐藤 まゆみ さとう内科ｸﾘﾆｯｸ
112 勅使川原 早苗 岡⼭済⽣会総合病院 佐中 眞由実
113 ⼿納 信⼀ ⼿納医院 重藤 誠 ｼｹﾞﾄｳｸﾘﾆｯｸ
114 寺内 康夫 横浜市⽴⼤学⼤学院医学研究科 重野 ⾥代⼦ ⻑崎⼤学病院
115 堂地 ゆかり 志⽥原 俊城 とみおか内科ｸﾘﾆｯｸ



116 ⼟岐 明⼦ 群⾺⼤学 島⽥ 朗 埼⽟医科⼤学
117 ⼾⽥ 淳⼦ 河北総合病院 島野 仁 筑波⼤学医学医療系
118 ⼾⾼ 幹夫 とだか内科ｸﾘﾆｯｸ 清⽔ ⼀紀 ⼼臓病ｾﾝﾀｰ榊原病院
119 ⼾⾕ 理英⼦ ⼾⾕内科 清⽔ 馨 総合病院⼟浦協同病院
120 友安 雅⼦ 昭和⼤学病院 下⽥平 眞⽣⼦ 兵庫県⽴尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ
121 中上 純⼦ 宇陀市⽴病院 陣内 秀昭 陣内病院
122 中嶋 千晶 なかじまちあき内科ｸﾘﾆｯｸ 新村 ⾥美 三菱京都病院
123 永⽥ 正男 ⾼砂市⺠病院 末原 節代
124 中村 友昭 明⽯医療ｾﾝﾀｰ 菅野 尚 ⾼知医療ｾﾝﾀｰ
125 中村 佳⼦ 東京都⽴⼤塚病院 鈴⽊ ⼀永 兵庫県⽴淡路医療ｾﾝﾀｰ
126 中⼭ 桂 中⼭医院 鈴⽊ 國弘 ⼩⼭ｲｰｽﾄｸﾘﾆｯｸ
127 中⼭ ひとみ 筑後市⽴病院 鈴⽊ 貴博 鈴⽊内科ｸﾘﾆｯｸ
128 ⽣井 ⼀之 さいたま⾚⼗字病院 鈴⽊ 智⼦ 東京⼥⼦医科⼤学病院
129 ⻄⽥ 賢司 東京都⽴多摩総合医療ｾﾝﾀｰ 鈴⽊ 奈津⼦ 海⽼名総合病院・糖尿病ｾﾝﾀｰ
130 ⻄村 直美 りんくう総合医療ｾﾝﾀｰ市⽴泉佐野病院 鈴⽊ 浩明 筑波⼤学
131 ⻄本 祐希 神⼾⼤学医学部附属病院 諏訪 知⼦ さいたま市⽴病院
132 布⽬ 英男 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ篠崎駅⻄⼝ 銭林 雅⼦ 淀川ｷﾘｽﾄ教病院
133 野崎 勲 江東病院 仙⽥ 聡⼦ 富⼭⾚⼗字病院
134 野々⼭ 由紀⼦ 岐⾩⼤学医学部 曽根 博仁 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科
135 橋本 久仁彦 ⽇本⽣命病院 髙窪 野恵 みゆき会病院
136 橋本 貢⼠ 独協医科⼤学埼⽟医療ｾﾝﾀｰ ⾼澤 伸 奈良県⽴医科⼤学
137 橋本 尚⼦ 兵庫県⽴姫路循環器病ｾﾝﾀｰ 髙⽥ 哲秀 北⾥⼤学ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
138 橋本 善隆 京都府⽴医科⼤学附属病院 ⾼野 敦⼦ 富⼭県済⽣会⾼岡病院
139 櫨川 岩穂 熊本市⺠病院 ⾼野 靖⼦ ⾄誠会第⼆病院
140 濱崎 暁洋 北野病院 ⾼橋 順⼦ 岡⼭市⽴市⺠病院
141 濱本 博美 はまもと内科ｸﾘﾆｯｸ ⾼橋 秀夫 みなみ⾚塚ｸﾘﾆｯｸ
142 林 哲範 北⾥⼤学医学部 ⾼橋 正典 ⼤船睡眠・糖尿病内科
143 林 秀樹 天神会古賀病院21 髙橋 美琴 宮城厚⽣協会坂総合病院
144 原島 伸⼀ 御所南はらしまｸﾘﾆｯｸ ⾼橋 泰 落合病院
145 范 揚⽂ 国⽴病院機構⻄埼⽟中央病院 ⽥川 裕恒 東京都⽴⼤塚病院
146 平澤 陽⼦ 有東坂しいのきｸﾘﾆｯｸ ⽵内 健⼈ 製鉄記念広畑病院
147 平⽥ 悠 神⼾⼤学医学部附属病院 武⽥ 純 康⽣会武⽥病院
148 廣⽥ 勇⼠ 神⼾⼤学医学部附属病院 ⽵⽥ 安孝 旭川医科⼤学
149 福井 美典 ⽵本 潤哉 けいゆう病院
150 福本 まりこ ⼤阪市⽴総合医療ｾﾝﾀｰ ⽵本 のぞみ 琉球⼤学⼤学院医学研究科
151 藤⽥ 成裕 ⽇本⾚⼗字⻑崎原爆病院 ⽥代 ⾹織 関⻄医科⼤学附属枚⽅病院
152 藤原 みち⼦ 平病院 橘 ⾹穂⾥ 成⽥⾚⼗字病院
153 舩瀬 芳⼦ 諏訪⾚⼗字病院 ⽥中 彩 ⾬宮内科医院
154 別府 浩毅 べっぷ内科・整形外科ｸﾘﾆｯｸ ⽥中 紗代⼦
155 朴⽊ 久恵 富⼭⼤学医学部 ⾕川 敬⼀郎
156 細川 友誠 神⼾⼤学医学部附属病院 ⽥原 たづ 朝⽇⽣命成⼈病研究所
157 堀江 ⼀郎 ⻑崎⼤学病院 丹藤 雄介 弘前⼤学医学部
158 堀川 幸男 岐⾩⼤学医学部附属病院 對⾺ 敏夫 新宿⽯川ｸﾘﾆｯｸ
159 本多 寛之 岡⼭⼤学医⻭薬学総合研究科 ⼟屋 晶⼦ 奄美中央病院
160 本間 玲⼦ 旭川厚⽣病院 勅使川原 早苗 岡⼭済⽣会総合病院
161 正⽊ 洋治 都志⾒病院 ⼿納 信⼀ ⼿納医院
162 間嶋 紗織 京都府⽴医科⼤学⼤学院医学研究科 寺内 康夫 横浜市⽴⼤学⼤学院医学研究科
163 松岡 直樹 神⼾市⽴医療ｾﾝﾀｰ中央市⺠病院 東海 俊史 ⼩⼭記念病院
164 松島 幸⽣ ⾼知医療ｾﾝﾀｰ 堂地 ゆかり
165 間中 英夫 済⽣会⼭形済⽣病院 ⼟岐 明⼦ 群⾺⼤学
166 三浦 淳 みうら内科・糖尿病ｸﾘﾆｯｸ ⼾⽥ 淳⼦ 河北総合病院
167 南 茂 佐久市⽴国保浅間総合病院 ⼾⾼ 幹夫 とだか内科ｸﾘﾆｯｸ
168 南 昌江 南昌江内科ｸﾘﾆｯｸ ⼾⾕ 理英⼦ ⼾⾕内科
169 村島 温⼦ 国⽴成育医療研究ｾﾝﾀｰ 外池 美恵 聖路加国際病院
170 杢野 武彦 杢野医院 友安 雅⼦ 昭和⼤学病院
171 杢保 敦⼦ もくぼ内科ｸﾘﾆｯｸ 中上 純⼦ 宇陀市⽴病院
172 盛⼝ 雅美 宮城厚⽣協会坂総合病院 中川 朋⼦ 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科⼤学
173 盛⽥ 幸司 帝京平成⼤学 中嶋 千晶 なかじまちあき内科ｸﾘﾆｯｸ



174 森⽥ 聖 ⼤阪府済⽣会野江病院 仲⽥ 真依⼦
175 守⽥ 美和 島根⼤学医学部 永⽥ 正男 ⾼砂市⺠病院
176 森⽥ 亮 昭和⼤学病院 中村 友昭 明⽯医療ｾﾝﾀｰ
177 森野 美和⼦ 東京⼥⼦医科⼤学 中村 佳⼦ 東京都⽴⼤塚病院
178 守屋 達美 北⾥⼤学健康管理ｾﾝﾀｰ 中⼭ 桂 中⼭医院
179 ⼋⽊ 孝 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 中⼭ ひとみ 筑後市⽴病院

180 柳澤 克之 桑園糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ ⽣井 ⼀之 さいたま⾚⼗字病院

181 柳澤 慶⾹ 東京⼥⼦医科⼤学 難波 光義 宝塚市⽴病院
182 ⼭内 保⽣ 新居浜⼭内病院 ⻄川 武志 熊本医療ｾﾝﾀｰ
183 ⼭⼝ 宏 ⼭形県⽴中央病院 ⻄⽥ 賢司 東京都⽴多摩総合医療ｾﾝﾀｰ
184 ⼭﨑 真裕 京都第⼆⾚⼗字病院 ⻄村 直美 りんくう総合医療ｾﾝﾀｰ市⽴泉佐野病院
185 ⼭下 富都 ⼭下医院 ⻄本 祐希 神⼾⼤学医学部附属病院
186 ⼭⽥ 佑⼦ ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ 布⽬ 英男 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ篠崎駅⻄⼝
187 ⼭本 淳平 ⼤崎市⺠病院 野崎 勲 江東病院
188 ⼭本 有⾹⼦ 草津総合病院 野々⼭ 由紀⼦ 岐⾩⼤学医学部
189 横⼭ 宏樹 ⾃由ヶ丘横⼭内科ｸﾘﾆｯｸ 橋本 久仁彦 ⽇本⽣命病院
190 吉⽥ 和博 天使病院 橋本 貢⼠ 独協医科⼤学埼⽟医療ｾﾝﾀｰ
191 吉本 芽⽣ 東京⼥⼦医科⼤学⼋千代医療ｾﾝﾀｰ 橋本 尚⼦ 兵庫県⽴姫路循環器病ｾﾝﾀｰ
192 ⽶⽥ 真康 広島⼤学病院 橋本 善隆 京都府⽴医科⼤学附属病院
193 若⼭ 綾⼦ 芳珠記念病院 櫨川 岩穂 熊本市⺠病院
194 和栗 雅⼦ ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ ⾺場園 哲也 東京⼥⼦医科⼤学
195 鷲尾 佳穂⾥ 濱崎 暁洋 北野病院
196 和⽥ 美也 医療法⼈和⽥美也内科ｸﾘﾆｯｸ 浜野 久美⼦ 関東労災病院
197 綿⽥ 裕孝 順天堂⼤学医学部 濱本 博美 はまもと内科ｸﾘﾆｯｸ
198 林 哲範 北⾥⼤学医学部
199 林 秀樹 天神会古賀病院21
200 原 久美⼦ 名古屋記念病院
201 原島 伸⼀ 御所南はらしまｸﾘﾆｯｸ
202 范 揚⽂ 国⽴病院機構⻄埼⽟中央病院
203 ⽐嘉 眞理⼦ 済⽣会横浜市東部病院
204 平尾 紘⼀ H.E.Cｻｲｴﾝｽｸﾘﾆｯｸ
205 平澤 陽⼦ 有東坂しいのきｸﾘﾆｯｸ
206 平⽥ 悠 神⼾⼤学医学部附属病院
207 平盛 裕⼦ ⾼の原すずらん内科
208 廣⽥ 勇⼠ 神⼾⼤学医学部附属病院
209 深⽥ 陽⼦ 別府医療ｾﾝﾀｰ
210 福井 美典
211 福重 恵利⼦ 隼⼈温泉病院
212 福本 まりこ ⼤阪市⽴総合医療ｾﾝﾀｰ
213 藤川 慧 ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ
214 藤⽥ 富雄 ふじたｸﾘﾆｯｸ
215 藤⽥ 成裕 ⽇本⾚⼗字⻑崎原爆病院
216 藤原 みち⼦ 平病院
217 舩瀬 芳⼦ 諏訪⾚⼗字病院
218 別府 浩毅 べっぷ内科・整形外科ｸﾘﾆｯｸ
219 朴⽊ 久恵 富⼭⼤学医学部
220 細川 友誠 神⼾⼤学医学部附属病院
221 細⽥ 愛⼦ 筑波⼤学附属病院
222 堀江 ⼀郎 ⻑崎⼤学病院
223 堀川 幸男 岐⾩⼤学医学部附属病院
224 堀野 雅⼈ 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院
225 本多 寛之 岡⼭⼤学医⻭薬学総合研究科
226 本⽥ 正志 ⻄川ｸﾘﾆｯｸ
227 本間 玲⼦ 旭川厚⽣病院
228 正⽊ 洋治 都志⾒病院
229 間嶋 紗織 京都府⽴医科⼤学⼤学院医学研究科
230 松岡 直樹 神⼾市⽴医療ｾﾝﾀｰ中央市⺠病院
231 松島 幸⽣ ⾼知医療ｾﾝﾀｰ



232 松原 まどか 北⾥⼤学健康管理ｾﾝﾀｰ
233 松本 諭
234 的場 ゆか 国⽴病院機構⼩倉医療ｾﾝﾀｰ
235 間中 英夫 済⽣会⼭形済⽣病院
236 三浦 淳 みうら内科・糖尿病ｸﾘﾆｯｸ
237 三浦 順之助 東京⼥⼦医科⼤学
238 南 茂 佐久市⽴国保浅間総合病院
239 南 昌江 南昌江内科ｸﾘﾆｯｸ
240 宮⽥ 由紀 聖⺟病院
241 村尾 和良 ⿃取県⽴中央病院
242 村島 温⼦ 国⽴成育医療研究ｾﾝﾀｰ
243 杢野 武彦 杢野医院
244 杢保 敦⼦ もくぼ内科ｸﾘﾆｯｸ
245 森 俊輔 森内科
246 盛⼝ 雅美 宮城厚⽣協会坂総合病院
247 盛⽥ 幸司 帝京平成⼤学
248 森⽥ 聖 ⼤阪府済⽣会野江病院
249 守⽥ 美和 島根⼤学医学部
250 森⽥ 亮 昭和⼤学病院
251 森野 美和⼦ 東京⼥⼦医科⼤学
252 守屋 達美 北⾥⼤学健康管理ｾﾝﾀｰ
253 ⼋⽊ 孝 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院
254 安⽥ 重光 埼⽟医科⼤学
255 柳澤 克之 桑園糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ
256 柳澤 慶⾹ 東京⼥⼦医科⼤学
257 ⽮野 まゆみ もりの⽊ｸﾘﾆｯｸ
258 ⽮部 ⼤介 岐⾩⼤学⼤学院医学系研究科
259 ⼭内 保⽣ 新居浜⼭内病院
260 ⼭⼝ 宏 ⼭形県⽴中央病院
261 ⼭﨑 真裕 京都第⼆⾚⼗字病院
262 ⼭崎 祐⼦ ⼤阪府⽴医学部附属病院糖尿病・⽣活習慣病ｾﾝﾀｰ
263 ⼭下 富都 ⼭下医院
264 ⼭⽥ 貴穂 新潟⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科
265 ⼭⽥ 実季 ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ
266 ⼭⽥ 佑⼦ ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ
267 ⼭本 淳平 ⼤崎市⺠病院
268 ⼭本 有⾹⼦ 草津総合病院
269 横⼭ 宏樹 ⾃由ヶ丘横⼭内科ｸﾘﾆｯｸ
270 吉⽥ 和博 天使病院
271 吉本 芽⽣ 東京⼥⼦医科⼤学⼋千代医療ｾﾝﾀｰ
272 ⽶⽥ 真康 広島⼤学病院
273 ラナ 美代⼦ ⼗条通り医院
274 若⼭ 綾⼦ 芳珠記念病院
275 和栗 雅⼦ ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ
276 鷲尾 佳穂⾥
277 和⽥ 美也 医療法⼈和⽥美也内科ｸﾘﾆｯｸ
278 綿⽥ 裕孝 順天堂⼤学医学部
279 渡邉 真由 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科


