
 
 

Ⅰ 庶 務 報 告 
 
(１) 会 員 の 異 動 状 況  

 ２０１９年２月末 ２０２０年２月現在 増  減 

 名 誉 会 員 ５５名（含国外１２） ５５名（含国外１２）   ０ 

特 別 会 員 ５名  ５名    ０ 

 正 会 員          ４，９９０名   ５，１１２名 ＋１２２ 

 賛 助 会 員      ２０社      ２６社 ＋  ６ 

  入  会   正２２４名   

  退  会   正１０２名 （含会費滞納除名３９名）  

 
   物 故 会 員（五十音順）-敬称略- 

   国内名誉会員   塚田
つ か だ

 貞夫
さ だ お

、福田
ふ く だ

 修
おさむ

 

   正 会 員     伊藤
い と う

 理
おさむ

、稲田
い な だ

 有史
ゆ う じ

、尹
い ん

 浩
ひ ろ

信
の ぶ

、柏谷
かしわや

 元
げ ん

、河内
かわうち

 司
つかさ

、 

田所
たどころ

 陽
は る

興
お き

、森
も り

 雄二郎
ゆ う じ ろ う

 

                  （以上 9名） 

 
(２) 会 議 に 関 す る 事 項 

 １．理 事 会        

２０１９年度第１回 ２０１９年５月１６日（木） 

京王プラザホテル札幌 ２２階 『ペガサス』 

   議  事 １． 理事長の選出 

 

２０１９年度第２回 ２０１９年５月１７日（金） 

京王プラザホテル札幌 地下１階 『チェリー』 

   議  事 １． 常任理事の選任 

        ２． 各種委員会の委員長および担当理事の推薦 



 
 

        ３． 専門医認定委員、委員長の指名 

        ４． 財務委員の推薦 

５． 認定施設認定委員の推薦 

６． 指導医認定委員の推薦 

７． その他 

 

２０１９年度第３回 ２０１９年８月７日(水) 

ＡＰ品川 ７階 『Room-Ｗ』 

   議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

        ２． 第２８回基礎学術集会の件 

        ３． 第６３回総会・学術集会の件 

        ４． 第２９回基礎学術集会の件 

        ５． 会務分担と各種委員会の調整  

        ６． ２０１９年度各種委員会活動方針並びに予算案の件 

７． 各種委員会報告の件 

８． 会費滞納者に関する件 

        ９． 新入会員・退会会員の件 

       １０． その他  

 

２０１９年度第４回  ２０１９年１１月１３日(水) 

ホテルメトロポリタン仙台 ２１階 『ラ・ボーヌ』 

  議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

       ２． 第２８回基礎学術集会の件 

        ３． 第６３回総会・学術集会の件 

        ４． 第２９回基礎学術集会の件 

        ５． 第６２回総会・学術集会会計報告の件 

        ６． ２０１９年度 会計中間報告の件 

        ７． 各種委員会報告の件 

８． 新入会員・退会会員の件 

９． その他 

 

２０１９年度第５回  ２０２０年２月１２日(水) 

ＡＰ品川 ９階 『Ｎ＋Ｏ』 

  議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

       ２． 第２８回基礎学術集会会計報告の件 

        ３． 第６３回総会・学術集会の件 

        ４． 第２９回基礎学術集会の件 

        ５． 第６４回総会・学術集会の件 



 
 

        ６． ２０１９年度収支見込決算ならびに２０２０年度予算大綱の件 

        ７． 各種委員会報告の件 

８． 名誉会員推戴に関する件 

９． 会費滞納に関する件 

１０． 評議員選挙管理委員会設置に関する件 

１１． 新入会員・退会会員の件 

１２． その他 

 

２０１９年度第６回  ２０２０年６月１７日(水) 

TKP品川カンファレンスセンターANNEX『カンファレンスルーム 7』/Web 

  議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

       ２． 第６３回総会・学術集会の件 

        ３． 第６４回総会・学術集会の件 

        ４． 第６５回総会・学術集会の件 

５． 第２９回基礎学術集会の件 

        ６． 第３０回基礎学術集会の件 

        ７． 第３１回基礎学術集会の件 

        ８． ２０１９年度会計決算報告ならびに２０２０年度予算案の件 

        ９． 名誉会員推戴に関する件 

１０． 日本専門医機構報告 

１１． 各種委員会報告の件 

１２． 評議員選挙管理委員会選出の件 

１３． 日韓形成外科学会の件 

１４． 会費滞納に関する件 

１５． 新入会員・退会会員の件 

１６． 評議員提出議題の件 

１７． その他 

 

２．評 議 員 会 

    ２０１９年度定例評議員会 ２０１９年５月１４日(火) 

京王プラザホテル札幌 Ｂ１階「プラザホール」 

    議  事 １． ２０１８年度年次報告の件 

２． 次期役員（理事・監事）候補者選出の件 

３． ２０１９年度収支決算の件 

４． ２０１９年度事業計画の件 

５． ２０２０年度収支予算の件 

６． 次期専門医認定委員選出の件 

７． 名誉会員推戴の件 



 
 

８． 第６２回総会・学術集会の件 

９． 第６３回(次期)総会・学術集会の件 

１０． 第６４回(次々期)総会・学術集会の件 

１１． 第６５回(次々々期)総会･学術集会会長候補者選出の件 

１２． 第２８回基礎学術集会の件 

１３． 第２９回(次期)基礎学術集会の件 

１４． 第３０回(次々期)基礎学術集会の件 

１５． 第３１回(次々々期)基礎学術集会会長候補者選出の件 

１６． 日韓形成外科学会の件 

１７． 規約改正の件 

１８． 会費滞納者の件 

１９． 評議員提出議題の件 

２０． その他 

 
 

２０１９年度臨時評議員会 ２０１９年１１月１３日(水) 

ホテルメトロポリタン仙台 ３階『曙』 

    議  事 １． 評議員会を法人法上の社員総会とすることについて 

２． 理事長指名評議員制度の設立について 

３． ２０２４年以降の学術集会会長の選出方法について 

４． その他 

 

 ３．総 会        

    ２０１９年度通常総会 ２０１９年５月１６日（木） 

京王プラザホテル札幌 2F「エミネンスホールＡ」（第 1 会場） 

    議  事 １． ２０１８年度 年次報告の件 

２． ２０１８年度 収支決算の件 

３． ２０１９年度 事業計画の件 

４． ２０１９年度 収支予算の件 

５． 名誉会員承認の件 

６． 第６２回 総会・学術集会の件 

７． 第６３回 (次期)総会・学術集会の件 

８． 第６４回 (次々期)総会・学術集会の件 

９． 第６５回(次々々期)総会・学術集会会長候補者承認の件 

１０．  第２８回 基礎学術集会の件 

１１．  第２９回 (次期)基礎学術集会の件 

１２． 第３０回 (次々期)基礎学術集会の件 

１３． 第３１回 (次々々期)基礎学術集会会長候補者承認の件 

１４． 次期役員(理事・監事)承認の件 



 
 

１５． 次期専門医認定委員 承認の件 

１６． 日韓形成外科学会の件 

１７． 規約改正の件の件 

１８． 会費滞納者の件 
１９． 評議員提出議題の件 

２０． その他 
 

Ⅱ 事 業 報 告 

 （１）第６２回日本形成外科学会総会・学術集会 

    会 期：２０１９年５月１５日（水）、１６日（木）、１７日(金) 

    会 場：京王プラザホテル札幌、ロイトン札幌 

    会 長：山本 有平（北海道大学・形成外科） 

 

    特別講演、招待講演、ラウンドテーブルディスカッション、PRS HOKKAIDO 2019、

教育講演、デジタルポスター、教育セミナー等が行われた。 

 

（２）第２８回日本形成外科学会基礎学術集会 

    会 期：２０１９年１１月１４日（木）、１５日（金） 

    会 場：仙台国際センター  

    会 長：館 正弘 

（東北大学大学院医学系研究科 外科病態学講座形成外科学分野） 

 

    特別講演、教育講演、シンポジウム、パネルディスカッション等が行われた。 

 

（３）日本形成外科学会誌を編集・発行した。 

   第３９巻 ２号  ２０１９年 ２月     ５０頁    ４，９９０部 
   第３９巻 ３号  ２０１９年 ３月     ５２頁    ４，９９０部 
   第３９巻 ４号  ２０１９年 ４月     ５４頁    ５，０４０部 
   第３９巻 ５号  ２０１９年 ５月     ５６頁    ５，０７０部 
   第３９巻 ６号  ２０１９年 ６月     ４６頁    ５，０８０部 
   第３９巻 ７号  ２０１９年 ７月     ７７頁    ５，０８０部 
   第３９巻 ８号  ２０１９年 ８月     ４７頁    ５，０８０部 
   第３９巻 ９号  ２０１９年 ９月     ５０頁    ５，０９０部 
   第３９巻 １０号  ２０１９年１０月     ６９頁    ５，１１０部 
   第３９巻 １１号  ２０１９年１１月     ５０頁    ５，０３０部 
   第３９巻 １２号  ２０１９年１２月     ６３頁    ５，１００部 



 
 

   第４０巻 １号  ２０２０年 １月     ４４頁    ５，０８０部 
 

（４）Journal of Plastic Surgery and Hand Surgeryを発行した。 

   第５３巻１号～第５３巻６号        （オンラインジャーナル化） 
 

（５）春季学術講習会及び秋季学術講習会を下記のとおり開催した。 

  １. 春季学術講習会 

    日  時：２０１９年５月１４日(火)  

    会  場：ロイトン札幌「ロイトンホール D」 

     題目および講師 
    テーマ１：『専門医認定審査 申請書類記載上の留意点』 

１）専門医認定審査 留意点  

岡山大学 形成外科  木股 敬裕 

テーマ２：『難治性潰瘍』 

２）形成外科医に必要な慢性創傷の基礎知識 

          順天堂大学 形成外科  田中 里佳 

      ３）褥瘡の診断と治療 

埼玉医科大学 形成外科  市岡  滋 

 

４）糖尿病性潰瘍の診断と治療 

新須磨病院 形成外科  辻  依子 

５）脈管性潰瘍の診断と治療 

東京女子医科大学 形成外科  八巻  隆 

  ２. 秋季学術講習会 

    日  時：２０１９年１１月１３日(水) 

    会  場：仙台国際センター 展示棟 

     題目および講師 

    テーマ：『炎症・変性疾患』 

      １）顔面神経麻痺の診断と治療 

新潟大学形 形成外科   松田 健 

      ２）爪変性疾患の診断と治療 

佐野 仁美 

      ３）骨、関節、腱の炎症・変性疾患の診断と治療 

四谷メディカルキューブ  平瀬 雄一 

      ４）眼瞼下垂の診断と治療 

琉球大学 形成外科  清水 雄介 

 



 
 

（６）皮膚腫瘍外科分野指導医教育セミナーを下記のとおり開催した。 

  １. ２０１９年度第１８回教育セミナー 

    日  時：２０１９年５月１６日(木)  

    会  場：京王プラザホテル札幌 3F 「雅の間」 

     題目および講師    

１）生検 

防衛医科大学校形成外科  清澤 智晴 

２）病理組織のみかた（永久標本と術中迅速を含む） 

奈良県立医科大学附属病院形成外科  桑原 理充 

  ２. ２０１９年度第１９回教育セミナー 

    日  時：２０１９年１１月１５日(金) 

    会  場：仙台国際センター ３F 白檀１ 第 4会場 

     題目および講師 

１）パリエイティブ・サージャリー 

国立病院機構長崎医療センター 形成外科  藤岡 正樹 

２）皮膚腫瘍切除後の再建 

都立駒込病院 形成外科  寺尾 保信 

 

（７）小児形成外科分野指導医教育セミナーを下記のとおり開催した。 

  １. ２０１９年度第４回教育セミナー 

    日  時：２０１９年１１月１４日(木)  

    会  場：仙台国際センター ３F 萩 第 3会場 

     題目および講師   

テーマ：『小児形成外科 -総論-』  

１）こども病院(JACHRI施設)の現状 

神奈川県立こども医療センター形成外科  小林 眞司 

２）小児形成外科診療の ABC 

長野県立こども病院形成外科  野口 昌彦 

３）口唇・口蓋裂治療・総論 

昭和大学藤が丘病院 形成外科  土佐 泰祥 

４）小児治験ネットワーク 

国立成育医療研究センター副院長   金子 剛 

 

（８）再建・マイクロサージャリー分野指導医教育セミナーを下記のとおり開催した。 

  １. ２０１９年度第１回教育セミナー 

    日  時：２０１９年１１月１５日(金)  



 
 

    会  場：仙台国際センター ３F 白檀１ 第 4会場 

     題目および講師   

１）各種皮弁の挙上法 

九州大学病院形成外科  門田 英輝 

２）High risk症例を乗り越えるための血管吻合法 

東京大学医学部附属病院形成外科・美容外科  宮本 慎平 

 

（９）乳房増大用エキスパンダー/インプラント講習会を下記のとおり開催した。 

  ２０１９年度講習会 

    日  時：２０１９年５月１５日(水)  

    会  場：京王プラザホテル札幌 B1F「プラザホール」 

     題目および講師    

１）使用要件基準（ガイドライン）の概略 

埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科  三鍋 俊春 

２）製品及びインフォームドコンセントについて 

アラガン・ジャパン株式会社  中村みどり 

３）外傷・先天異常に対する使用と BIA-ALCL の概略 

杏林大学医学部形成外科  白石 知大 

４）乳房増大術 

医療法人 Yanaga CLinic  矢永 博子 

 

（10）日本形成外科学会専門医の審査を専門医認定委員会において行った。 

   ２０１９年度専門医合格者氏名（５０音順敬称略）   

青木 宏信   青木 絢子   赤石  渉   秋田 梨恵   浅香 明紀 

安里 令子   新井 清信   伊師 森葉   板野 佑生   伊藤 靖浩 

犬飼 麻妃   井上 温子   岩川さおり   植木 孝典   上田 百蔵 

上田 真帆   浦邊亮太朗   海野 早織   江川 智昭   大口 雄也 

大嶋美喜子   大須賀啓記   太田 智之   岡本 茉希   小川 和也 

小川  興   落合 美奈   奥野 友孝   小山田基子   開田ひろみ 

加来知恵美   金﨑 茉耶   加茂川留理   苅部 綾香   川端 優也 

川本 幸司   姜  成樹   神戸 優子   北村 成紀   木野 紘美 

木下 雅人   草田理恵子   久保  諭   倉地 彩奈   黒田 一也 

幸地茉莉子   古賀はる香   兒玉 浩希   是恒 有貴   齋藤 隆文 

齋藤 俊寛   栄  由貴   鹿野 雄介   島田 良浩   下村実貴子 

下山 真実   鈴木 彩子   進来  塁   須藤 大雅   住永莉華子 

千田 大貴   髙倉真由佳   髙梨  遼   武内 嵩幸   竹中 由衣 

辰田 紗世   谷口小百合   玉野井慶彦   田村  聡   柘植 琢哉 



津田 智子 角田 祐衣 東堂 暢子 豊田さやか 中園美紗子 

中村加奈恵 西本あか奈 野一色千景 信國 里沙 芳賀 祥子 

萩原 理生 橋本 一輝 濱田 龍正 林 みどり 原 直紀 

東 晃史 平井 優樹 平川 愛子 平田 恵理 平野 成彦 

福嶋 晴太 藤岡 弓朗 藤田 純美 古屋 恵美 星野 善允 

細見 謙登 堀米 迪生 前田 和彦 前田 千絵 御任 大輔 

宮野竜太朗 森内 由季 矢口貴一郎   安田紗緒里 山崎 裕行 

尹   庸 𠮷𠮷岡日香里 吉田 拓磨 吉田智香子 李 塡鏞 

渡部 雅子 渡井  彩 

合計１１２名(応募者１３６名) 

（11）日本形成外科学会認定施設の審査を認定施設認定委員会において行った。 

２０１９年度新規認定施設名

【地 区】 【施 設 名】 【登録番号】 

関 東 日本医科大学多摩永山病院 20-3180-000

長岡中央綜合病院 20-3181-000

茨城県立中央病院 20-3182-000

千葉県がんセンター 20-3183-000

国立病院機構水戸医療センター 20-3184-000

中 部 静岡市立静岡病院 20-5108-000

関 西 市立福知山市民病院 20-6117-000

中国・四国 香川労災病院 20-7051-000

山口大学医学部附属病院 20-7052-000

（12）日本形成外科学会専門医更新を専門医生涯教育委員会において行った。

Ａ）２０１９年度専門医更新者氏名（更新対象者８９９名）

  ａ）学会専門医更新申請合格者（５０音順敬称略）

青木 尚子 青木 文彦 赤尾 明俊 浅田 一仁 天野 照仁 

新垣 実 安 成烈 安藤晋一郎 飯沼 義博 石垣 剛正 

石川 修一 石倉 直敬 石田 敏博 一瀬 正治 伊東 優 

伊藤 芳憲 井上 健夫 今西 宣晶 今村 英一 宇井 啓人 

臼田 俊和 宇田川晃一 大浦 紀彦 大久保文雄 大谷 和雄 

大塚 守正 大塚 佳子 大森喜太郎 岡   潔 岡田 忠彦 

岡部 勝行 小川祐一郎 小倉亜紗子 小住 和徳 小野 一郎 

影山 広美 加治佐卓也 勝又  肇 加藤 至 加藤 武男 

門脇 哲郎 金澤 成行 金澤 浩之 金子 裕一 上地 貴 



 
 

亀井 康二   川上 重彦   河田 牧男   川那部岳志   川本  潔 

喜多 孝志   木村  正   行徳 博英   許田 和義   桐生 迪介 

久保田潤一郎   黒住  望   毛山  章   小泉 拓也   古賀 雄二 

黄金井康巳   小林 一夫   小林 よう   斉藤  浩   酒井 成身 

阪口 昌子   崎戸  徹   櫻井 伴子   佐々木富美子   佐次田保徳 

佐藤克二郎   佐藤 兼重   佐藤 真嘉   佐藤 隆悟   佐野新一郎 

澤田 正樹   茂木 定之   四宮  茂   渋谷 博美   清水 和輝 

清水 祐紀   白土 基次   末武 茂樹   椙谷 正子   鈴木 収二 

角谷 徳芳   関口 順輔   曽根 清昭   征矢野進一   高須 克弥 

高田 裕子   高橋  元   高橋美有生   高見 昌司   高見 佳宏 

滝   正   田中 和行   谷田 泰男   田原 真也   堤田  新 

鶴田 純二   當山  護   留守 祥子   永井 秀史   永瀬  洋 

中塚 貴志   中西 雄二   中野 憲一   中村  潔   中山 凱夫 

並木 保憲   奈良﨑保男   西海 智子   西野 健一   西野 冽子 

西村 正樹   野﨑 幹弘   野田 理香   濱中 孝臣   林  寛子 

林  洋司   原 陽一郎   波利井清紀   菱田 康男   百束 比古 

平  通也   平川 正彦   平野 明喜   平林 慎一   深江 英一 

福士 信哉   藤井 芳郎   藤川 昌和   古川 晴海   古山 登隆 

朴  修三   星  光聡   細川  亙   堀   茂   本田 耕一 

前田  求   松井 厚雄   松井 千裕   松尾  清   松田 和美 

松本 健吾   松本 敏明   松本 文昭   三嶋  修   水谷 次郎 

峯岸 祐之   宮坂 宗男   宮里  修   宮田 剛治   三好 研造 

村上 隆一   村澤 章子   守屋 修二   薬丸 洋秋   安富 義哲 

矢野 健二   山本 慶輝   芳田 辰也   吉田  太   吉次 興茲 

吉村浩太郎   吉本 信也   寄藤 和彦   李   節   脇田 進一 

早稲田豊美   和田 秀敏 

                  以上１７２名 

 

  ｂ）日本専門医機構専門医更新申請合格者（５０音順敬称略）

饗場恵美子   相原 英雄   相原 正記   青山 亮介   赤井 秀実 

赤澤 俊文   赤松  順   赤松  正   秋岡 二郎   秋月 種高 

秋山  太   浅井 晶子   朝戸 裕貴   朝村 真一   朝本 有紀 

東  隆一   阿部浩一郎   綾部  忍   新城  憲   荒牧 典子 

安楽 邦明   飯島 三佳   井川 浩晴   伊木 秀郎   池田 欣生 

井砂  司   石井 美夏   石井 義輝   石川 耕資   石川 浩三 

石川奈美子   石川 浩一   石黒 匡史   石原 博史   石丸さやか 

泉  彰典   伊谷 善仁   市田 祐之   伊藤 秀憲   伊東  大 

伊藤 正彦   犬塚  潔   伊能 和彦   井上 普文   井上要二郎 

今井 啓介   今井 智浩   今井 由典   今井 啓道   巖  文哉 



 
 

岩崎 秀樹   岩﨑 理恵   岩澤 幹直   岩城 啓修   岩波 正陽 

岩平 佳子   岩本 承豪   岩本 昌熙   于 あかね   宇井 謙二 

植木 翔也   上田 和毅   上田 晃一   上田 吉生   上野 佐知 

上原 理恵   植村冨美子   上山 菜穂   宇佐美泰徳   牛尾 茂子 

宇田 宏一   内田 悠記   内沼 栄樹   梅田 直人   漆舘 聡志 

江頭 通弘   江藤 綾乃   江藤 久志   榎  栄治   江野尻竜樹 

江花 梨沙   蛯沢 克己   扇  博之   大芦 孝平   大江  恵 

大川 勝正   大崎 政海   大澤 栄作   大島 秀男   大慈弥裕之 

大城 貴史   太田 勝哉   太田 洋美   太田 真澄   大谷 一弘 

大谷 秀和   大塚  壽   大槻 眞澄   大西  清   大西 智子 

大宮 由香   大村 勇二   大守  誠   大谷津恭之   岡  愛子 

岡  博昭   岡崎  睦   緒方 寿夫   岡田真衣子   岡田 ゆき 

岡村 俊哉   小川 晴生   荻野 浩希   奥田 貴久   奥田 良三 

奥村 千香   小椋 哲実   小田祐美子   小野 真平   小野 昌史 

小山 明彦   加賀谷 優   香川 久香   梶川 明義   柏  尚裕 

柏木 圭介   片岡 和哉   片桐 順和   桂  良輔   加藤 達也 

加藤 剛志   加藤 敏次   嘉鳥 信忠   金本 侑子   金山 岳夫 

金子  剛   上林 淑人   神谷 則昭   加茂 理英   加持 秀明 

川﨑 裕史   川嶋 邦裕   川手 浩史   河野 克之   河村  進 

河原﨑彩子   神沢  敏   神田 郁乃   菊地 憲明   菊池 雄二 

貴志 和生   岸  陽子   北澤  健   北辻 まき   北野 幸恵 

北原 正樹   北村  孝   木塚雄一郎   橘田絵里香   木下 浩二 

木股 敬裕   金  大志   木村  中   木村 得尚   木村 勇亮 

久徳 美樹   清川 兼輔   吉良  舞   楠本 健司   工藤 宏之 

久保 和之   倉富 英治   倉元有木子   栗田 昌和   栗原  健 

畔  熱行   黒川 憲史   黒川 正人   黒木 知明   黒沢 是之 

黒田 正義   郡司 裕則   古泉 佳男   光嶋  勲   小暮 知子 

木暮 倫久   小坂 義樹   小島 正裕   小薗喜久夫   小平  聡 

此枝 央人   小林誠一郎   小林 正弘   小宮 貴子   小宗 弘幸 

米谷あずみ   小屋 和子   近藤加代子   近藤 方彰   権東 容秀 

権藤 理絵   今野 宗昭   最所 裕司   齊藤 篤志   齊藤 計太 

齋藤 昌美   齋藤百合子   佐伯 典道   坂井 重信   酒井 直彦 

酒井 倫明   坂井 靖夫   坂上 陽彦   阪野 一世   作井 智子 

櫻井  淳   桜井 信彰   櫻庭  実   佐々木伊津美   佐々木 薫 

佐々木克己   佐々木晴恵   笹原資太郎   佐藤 明男   佐藤  薫 

佐藤 佳世   佐藤 大介   佐藤 千草   佐藤  誠   澤村  武 

塩沢  啓   重原 岳雄   重吉 直哉   設楽 幸伸   柴田  実 

渋谷陽一郎   島倉 康人   島中 弘輔   島本 良子   清水  梓 

清水 サラ   清水 隆司   庄野 佳孝   白石 知大   白壁 理志 

神野 千鶴   新濱 明彦   神保 好夫   新家佳代子   末延 耕作 



 
 

須貝明日香   菅野 弘之   菅又  章   菅谷 文彦   杉野 宏子 

杉本  香   杉山 敦樹   須澤由希子   鈴木 茂彦   鈴木 敏彦 

鈴木  肇   鈴木 晴恵   鈴木 偉彦   鈴木 康俊   鈴木 良典 

鈴木 芳郎   須田 俊一   須田 徹也   陶山 淑子   関  征央 

瀬﨑 伸一   袖井 文二   素輪 善弘   醍醐 佳代   高木 誠司 

高木  正   高田 温行   髙成 啓介   高野 淳治   高野 敏郎 

高橋  猛   高橋 信行   高橋 博和   高橋  誠   高松 亜子 

滝  建志   竹市 夢二   竹内 章晃   武田  啓   武田  昇 

竹本 剛司   太宰 聖志   田崎 幸博   多田 英之   田中  文 

田中 一郎   田中 克己   田中 真輔   田中 直樹   田中 義人 

田中 里佳   田辺 敦子   谷  祐子   谷口佳代子   谷口  靖 

谷平  茂   田場 史子   玉井 求宜   田牧 聡志   田村 明美 

丹代  功   千明 美保   千葉 容子   塚越  卓   塚本  歩 

月野 暁彦   辻口幸之助   手塚  敬   手塚 崇文   寺部 雄太 

堂園 哲郎   時岡 一幸   德力 俊治   戸佐 真弓   戸島 康晴 

戸田 千綾   戸田 直歩   戸田 則之   内藤 素子   永尾 光一 

中尾 沙良   長尾 聖子   中尾  崇   中岡 啓喜   長岡麻理子 

中川 達裕   中川 雅裕   中北 信昭   仲沢 弘明   中島聖李奈 

長島 史明   中島 弓子   中島 順子   永田亜矢子   中田 元子 

中西 秀樹   中野  基   中林 洋平   永松 将吾   中村 英子 

成田 圭吾   西  建剛   西尾 祐美   西平 智和   西巻 啓子 

西村 剛三   塗  隆志   野瀬 京子   野瀬 謙介   野平久仁彦 

野町  健   野村 智史   野村  正   野村 紘史   野本 猛美 

橋川 和信   橋本 二朗   橋本 隆宏   橋本 信子   橋本 裕之 

長谷川晶子   長谷川 隆   長谷川時生   波田野智架   服部こずえ 

波床 光男   花垣 博史   華山 博美   浜口 雅光   浜崎多美子 

早川 宏司   林  礼人   林  大海   林  利彦   林 奈津子 

林 菜穂子   林  雅裕   林  祐司   原  順子   原島 要人 

原田 和朋   原田 慶美   春名奈津紀   春成 伸之   伴  政雄 

坂東 行洋   東山 玲子   樋口 浩文   樋口 良平   彦坂  信 

備前  篤   樋上  敦   平井  隆   平井林太郎   平瀬 雄一 

平田 晶子   廣田 友香   夫  一龍   深水 秀一   福井 剛志 

福嶋 佳純   福島 淳一   福壽阿沙子   福田 康裕   福積  聡 

福屋 安彦   藤井  暁   藤井俊一郎   藤岡 正樹   藤澤 大輔 

藤田 研也   藤田 祐子   藤林 久輝   藤森  靖   藤山  浩 

藤原  修   藤原 一人   藤原 貴史   藤原 敏宏   藤原 雅雄 

舟山 恵美   古市 浩美   芳原 聖司   保阪 善昭   星野 恭子 

細谷 優子   堀尾  修   本庄 省五   本田 隆司   本多 朋仁 

本間 賢一   本間  勉   前川 絵美   前田 健志   牧野 久美 

増井 裕子   益岡  弘   益田 俊明   増田 竜児   松浦愼太郎 



 
 

松尾あおい   松尾 琴美   松尾 伸二   松岡  伯   松崎 恭一 

松下 博明   松下 友樹   松島 星夏   松島 貴志   松田 和也 

松田  健   松田 秀則   松谷 崇弘   松本 吉郎   松本 大輔 

間藤 尚美   眞鍋 幸嗣   眞鍋  剛   丸山 成一   丸山百合子 

三上 太郎   三沢 尚弘   水上健之亮   水谷 健人   水野 清行 

水野 寿子   水野 博司   三川 信之   皆川  浩   皆川 知広 

峯  友梨   身原 弘哉   美原 留奈   三宅 省吾   三宅ヨシカズ 

宮下 協二   宮下  哲   宮島  哲   宮田 成章   宮田弥千代 

宮永  亨   宮本 博子   宮本  洋   迎  伸彦   向田 雅司 

武藤 真由   村尾 尚規   村上富美子   村下 一晃   村田八千穂 

室  孝明   望月 靖史   望月 祐一   樅山 真紀   百澤  明 

森   浩   森下  剛   森田 耕輔   森山 和の   森脇  綾 

矢澤 真樹   安井 浩司   安形 省吾   安田  浩   安田 路規 

矢高 森人   矢永 博子   柳澤 明宏   柳澤 正之   矢野 浩規 

山内 俊彦   山崎  俊   山崎 民雅   山路 佳久   山下 明子 

山城  薫   山田  潔   山田 信幸   山野 雅弘   山本  純 

山本  博(4922)山本  博(5534)山本真寿美   山本眞由美   山本  康 

山元 康徳   山本 有平   山本 喜英   山脇 聖子   山脇 吉朗 

弓削 俊彦   余川 陽子   横井 克憲   横尾 和久   横山統一郎 

吉方 りえ   吉川 哲哉   吉澤 直樹   吉牟田浩一郎   依田 拓之 

米田  敬   米原 啓之   李  陽成   力久 直昭   立  雅恵 

若見 暁樹   和田 仁孝   渡辺 克益   渡部 功一   渡辺 頼勝 

                  以上５６０名 

 

B）日本形成外科学会専門医生涯教育制度細則第１１条並びに専門医制度細則 

  第２９条第４項により専門医資格を取り消される者  

石曽根亜希   内田  玲   荻野 和仁   佐竹 義泰   島津 保生 

高橋 嗣明   宮下 教子    

以上７名 

 

（13）領域指導医の審査を指導医認定委員会において行った。 

２０１９年度領域指導医合格者氏名（５０音順敬称略）    
浅井 晶子   浅井 笑子   阿部浩一郎   飯田 拓也   井砂  司 
石井 直弘   石田 勝大   伊藤  蘭   犬塚  潔   井上要二郎 
今井 啓道   植村冨美子   宇佐美泰徳   牛尾 茂子   内沼 栄樹 
江口 智明   戎谷 昭吾   遠藤 淑恵   大宮 由香   岡野 純子 
奥本 隆行   樫山 和也   加藤 秀輝   門松 香一   川上 善久 
木村 得尚   清川 兼輔   久保 盾貴   窪田 吉孝   黒川 憲史 



 
 

黒木 知明   黒沢 是之   桑江 克樹   桑原 理充   小薗喜久夫 
最所 裕司   齋藤 八十   坂井 重信   酒井 倫明   笹尾 卓史 
信太  薫   篠山 美香   柴田  実   清水 隆司   神保 好夫 
鈴木  肇   鈴木 昌秀   陶山 淑子   高木 誠司   高田 温行 
竹内 正樹   田島 宏樹   田中 一郎   田中顕太郎   田辺 敦子 
田邉 裕美   土井 秀明   富樫 真二   土佐 泰祥   戸澤 麻美 
戸島 康晴   長尾 宗朝   永田亜矢子   西村  篤   西村 剛三 
沼尻 敏明   野網  淳   日笠  壽   東盛 貴光   樋口 浩文 
菱田 雅之   平田 晶子   福積  聡   福屋 安彦   藤本 卓也 
藤原 雅雄   堀  直博   本庄 省五   松尾 伸二   松下 友樹 
松村  一   眞鍋  剛   身原 弘哉   宮内 律子   宮脇 剛司 
森  秀樹   森島 容子   矢野 智之   山内 大輔   山野 雅弘 
山道 光作   山本 喜英   杠  俊介   横内 哲博   横尾 和久 
横田 和典   吉川 哲哉   吉田 行貴   吉田 龍一   吉龍 澄子 
義本 裕次   米原 啓之   渡邊 理子   渡辺 頼勝   渡辺  玲 

                  以上１０５名（申請者１０８名） 

 

（14）皮膚腫瘍外科分野指導医の審査を皮膚腫瘍外科分野指導医認定委員会において行った。  

   ２０１９年度皮膚腫瘍外科分野指導医合格者氏名（５０音順敬称略） 

會沢 哲士   赤澤 俊文   東  隆一   後村 大祐   石瀬 久子 

岩本 承豪   上原  幸   上原 理恵   小野 昌史   菊池 和希 

北辻 まき   桐田 美帆   香西 達一   髙地  崇   三枝 紀子 

阪場 貴夫   佐藤 精一   冨田 壮一   中川 嗣文   中島 順子 

中道 美保   西川 大嗣   原田 慶美   松本 麻由   峯岸 芳樹 

森山 和の   安井 史明   山路 佳久   山本 裕介   和田 仁孝 

渡邊 英孝 

          以上 ３１名(応募者３１名) 

 

（15）皮膚腫瘍外科分野指導医の更新審査を皮膚腫瘍外科分野指導医認定委員会において行った。  

   ２０１９年度皮膚腫瘍外科分野指導医更新者氏名（５０音順敬称略） 

  ａ）更新申請合格者（２０１９年３月３１日期限） 

伊吾田慎一   大芦 孝平   大河内真之   大塚康二朗   小川 晴生 

荻野 晶弘   小熊  孝   加地 展之   柏木 慎也   橘田絵里香 

木下 直志   工藤 勝秀   見目 和崇   小泉 拓也   戸澤 麻美 

野々村秀明   華山 博美   林田 健志   本多 孝之   宮田弥千代 

宗内  巌   森  秀樹 



 
 

          以上 ２２名(応募者２３名) 

  ｂ）更新申請合格者（２０２０年３月３１日期限） 

青木 恵美   大木 琴美   大澤 昌之   岡田 厚夫   川上 善久 

川端 明子   五石 圭一   近藤 謙司   佐藤  誠   篠山 美香 

芝岡 美枝   素輪 善弘   竹本 剛司   丹代  功   林 菜穂子 

平田 晶子   増本 和之   南本 俊之   村尾 尚規   村松 英之 

八木俊路朗   矢澤 真樹   吉田 哲也   吉牟田浩一郎 

          以上 ２４名(応募者２４名) 

 

（16）小児形成外科分野指導医の審査を小児形成外科分野指導医認定委員会において行った。  

   ２０１９年度小児形成外科分野指導医合格者氏名（５０音順敬称略） 
 

大江  恵   桑田 知幸   門田 英輝   志藤 宏計   谷 裕美子 

塚本  歩   富岡 容子   長西 裕樹   中屋敷典久   西  建剛 

藤本 卓也   松本 麻由 

          以上 １２名(応募者１４名) 

 

（17）再建・マイクロ分野指導医の審査を再建・マイクロ分野指導医認定委員会において行った。 

   ２０１９年度再建・マイクロ分野指導医合格者氏名（５０音順敬称略） 
 

會沢 哲士   相原有希子   青  雅一   青木 久尚   赤澤  聡 

秋田 新介   秋元 正宇   秋本 峰克   朝戸 裕貴   朝村 真一 

東  隆一   姉川 美奈   阿部 直樹   安倍 吉郎   荒川 夏希 

荒田  順   有川 俊輔   有川 真生   安楽 邦明   飯田 拓也 

池田 実香   池野屋慎太郎   井砂  司   諫山 哲也   石井 直弘 

石井 暢明   石川 昌一   石川奈美子   石河 利広   石崎 力久 

石田 勝大   石椛 寛芳   石原 康裕   磯貝 典孝   井田夕紀子 

市岡  滋   一瀬 正治   伊東  大   稲見 浩平   犬塚  潔 

井野  康   井上 啓太   井上 真一   井上要二郎   猪原 康司 

今井 啓介   今井 智浩   今泉  督   今川孝太郎   今西 理也 

岩井 伸哉   岩尾 敦彦   岩倉  敬   岩城 啓修   岩谷 博篤 

岩永 紘征   上田 真帆   上原  幸   植村 享裕   上村 哲司 

上村由美子   宇佐美 聡   宇佐美泰徳   内山 佑美   梅川 浩平 

梅澤 裕己   梅本 泰孝   漆舘 聡志   江野尻竜樹   戎谷 昭吾 

大芦 孝平   大河内裕美   大河内真之   大﨑 健夫   大澤沙由理 

大島  梓   大島希実子   大杉 育子   大谷 一弘   大塚 尚治 

大塚 守正   大槻 祐喜   大西  清   大西 智子   大西 文夫 

大野健太郎   大村奈々穂   大山 拓人   岡崎  睦   岡田 厚夫 



 
 

岡野 純子   岡本  仁   岡山 直靖   小川  令   荻野 晶弘 

荻野 秀一   荻野 浩希   奥村  興   奥村 誠子   奥村 慶之 

奥本 隆行   尾崎裕次郎   小野紗耶香   小野田 聡   親松  宏 

加賀谷 優   垣淵 正男   覚道奈津子   笠井 昭吾   梶川 明義 

樫村  勉   柏木 圭介   柏木 慎也   風戸 孝夫   片岡 和哉 

片平 次郎   勝又 純俊   加藤 剛志   加藤 久和   門田 英輝 

門松 香一   門脇 未来   金子 貴芳   金子  剛   亀井  讓 

亀井  航   香山 武蔵   川井 啓太   河合建一郎   川上 善久 

川浪 和子   河村  進   川村 達哉   菊地 憲明   貴志 和生 

岸  慶太   北澤  健   北辻 まき   北山 晋也   北山 稔大 

木下 直志   木村 得尚   久徳 茂雄   清川 兼輔   清澤 智晴 

吉良 智恵   桐田 美帆   櫛田 哲史   久島 英雄   楠原 廣久 

工藤 英樹   窪  昭佳   久保 和之   久保 盾貴   久保麻衣子 

窪田 吉孝   熊澤 憲一   倉地  功   倉林 孝之   倉元有木子 

栗田 智之   栗田 昌和   栗山 元根   畔  熱行   黒木 知明 

黒沢 是之   桑原 大彰   桑原 理充   小池 智之   五石 圭一 

香西 達一   光嶋  勲   髙地  崇   神山 圭史   小平  聡 

後藤 孝浩   此枝 央人   小林 眞司   小林 友哉   小宮 貴子 

米谷あずみ   権太 浩一   雑賀 厚臣   齋藤  亮   齋藤 昌美 

三枝 紀子   酒井 成貴   坂井 重信   榊原 俊介   坂原 大亮 

坂村 律生   佐久間 恒   櫻井  敦   櫻井 裕之   櫻庭  実 

笹尾 卓史   佐々木 薫   佐々木正浩   笹原資太郎   佐瀬 道郎 

佐武 利彦   佐藤 兼重   佐藤 孝道   佐藤 伸弘   佐藤 秀吉 

佐藤 宗範   佐野 和史   去川 俊二   塩沢  啓   重原 岳雄 

信太  薫   七戸 龍司   柴田  大   柴田 知義   島田 和樹 

清水  梓   清水 史明   清水 雄介   白石 知大   白澤 保子 

新保 慶輔   神保 好夫   末貞 伸子   末延 耕作   菅  浩隆 

杉山 成史   鈴木 沙知   鈴木  肇   鈴木 康俊   鈴木 良典 

鈴木 義久   清家 志円   関堂  充   副島 一孝   曽束 洋平 

大安 剛裕   台蔵 晴久   平  広之   高木 誠司   髙木 信介 

高木 尚之   髙木美奈子   髙須 啓之   髙田 悟朗   髙田  聡 

高田 温行   髙成 啓介   高野 淳治   髙原 厚子   高松 亜子 

高見 昌司   多久嶋亮彦   武石 明精   竹内 正樹   武田  睦 

武田 孝輔   武田玲伊子   田島 宏樹   田代 絢亮   舘  一史 

田中 一郎   田中 克己   田中顕太郎   田中 宏明   田中 義人 

棚倉 健太   谷口浩一郎   玉井 求宜   玉田 崇和   田港見布江 

津下  到   常川 主裕   手塚 崇文   寺尾 保信   堂後 京子 

時吉 貴宏   德岡晋太郎   徳元 秀樹   戸澤 麻美   飛澤 泰友 

富岡 容子   冨田 興一   冨田 祥一   冨塚 陽介   鳥谷部荘八 

鳥山 和宏   中井 國博   永井 史緒   長尾 由理   中岡 啓喜 



 
 

中川 達裕   中川 浩志   中川 雅裕   中桐 僚子   永竿 智久 

仲沢 弘明   中塚 貴志   長西 裕樹   仲野 雅之   中原  実 

永松 将吾   中村 和人   奈良 慎平   成田 圭吾   成島 三長 

新美 陽介   西林 章光   西村 剛三   西村 礼司   西本  聡 

沼尻 敏明   塗  隆志   根本  仁   根本  充   野田 和男 

野村  正   野元 清子   芳賀 康史   橋川 和信   橋口晋一郎 

橋本 一郎   長谷川健二郎   長谷川正和   長谷川美紗   波多 祐紀 

畑野 麻子   羽多野隆治   服部  亮   花井  潮   馬場 香子 

濵畑 淳盛   濵本 有祐   林  明照   林  礼人   林  利彦 

林  雅裕   林田 健志   原岡 剛一   原田 浩史   日笠  壽 

東野 琢也   彦坂  信   一氏 俊世   日原 正勝   兵藤伊久夫 

平沢 千尋   平瀬 雄一   福島 淳一   福田 憲翁   福積  聡 

福永  豊   藤井 貴子   藤井海和子   藤岡 正樹   藤木 政英 

藤澤 大輔   藤田 和敏   藤原 英紀   藤本 卓也   藤山  浩 

藤原  修   藤原 貴史   藤原 敏宏   藤原 雅雄   渕上 淳太 

古川 洋志   堀 圭二朗   堀  直博   堀内 勝己   本間 幸恵 

前川 二郎   前田  拓   前場 崇宏   牧野陽二郎   政岡 浩輔 

真柴 久実   益永 陽子   増本 和之   松井 瑞子   松浦 喜貴 

松末 武雄   松田  健   松峯  元   松村  一   松本 大輔 

松本  洋   的場 恵理   丸山 陽子   三浦 孝行   三上 太郎 

三上  誠   右田  尚   三倉 文子   三河内 明   三島 吉登 

水野 博司   三川 信之   南方 竜也   皆川 知広   三鍋 俊春 

峯岸 芳樹   身原 弘哉   宮内 律子   三宅ヨシカズ   三宅 良平 

宮下 宏紀   宮永  亨   宮本 慎平   宮脇 剛司   向井 裕子 

宗内  巌   望月 靖史   元村 尚嗣   百澤  明   森  秀樹 

森  弘樹   森岡 康祐   森島 容子   守永 圭吾   八木俊路朗 

柳下 幹男   矢澤 真樹   矢島 和宜   安永 能周   安村 恒央 

楊井  哲   栁澤 大輔   柳林  聡   矢野 智之   矢吹雄一郎 

山内 大輔   山川 知巳   八巻  隆   山路 佳久   山下  建 

山下 修二   山田  潔   山中 浩気   山野 雅弘   山本  匠 

山本 直人   山本  康   山本 有祐   山本 裕介   山本 有平 

山脇 聖子   萬木  聡   横井  恵   横川 秀樹   横田 和典 

横山 才也   吉川 勝宇   吉澤 直樹   吉澤 秀和   吉田 一暁 

吉田 周平   吉田  聖   吉田 行貴   吉田 龍一   吉龍 澄子 

四ツ柳高敏   力丸 英明   和田 仁孝   渡部 聡子   渡邊 敏之 

渡邊 英孝 

以上 ４６６名(応募者４６８名) 

 

 

 



 
 

（18）乳房増大エキスパンダー及びインプラント使用に関する実施医師の

審査をブレストインプラントガイドライン管理委員会において行った。 

   ２０１９年度実施医師登録者氏名（５０音順敬称略） 

新垣  実   石垣 達也   石崎 力久   大西 智子   小田陽一郎 

此枝 央人   篠山 美香   杉本 佳香   鈴木 義久   中山 玲玲 

橋本 一郎   濱本 有祐   廣瀬 太郎   峯田 一秀   山路 佳久 

以上 １５名 

 

（19）乳房増大エキスパンダー及びインプラント使用に関する実施施設の審査 
をブレストインプラントガイドライン管理委員会において行った。 

   ２０１９年度認定新規実施施設 

  【都道府県】     【施 設 名】 

北海道      市立釧路総合病院  

北海道      函館五稜郭病院  

群馬県      前橋赤十字病院 

千葉県      千葉県こども病院 

東京都      大塚美容形成外科・歯科 

徳島県      徳島大学病院 

香川県      香川大学医学部附属病院 

 


