
(１) 会 員 の 異 動 状 況 

 平成２９年２月現在 平成３０年２月現在 増  減 

 名 誉 会 員 ５４名（含国外１１） ５４名（含国外１１）   ０ 

特 別 会 員 ３名  ５名 ＋  ２ 

 正 会 員          ４，８５９名   ４，９６２名 ＋１０３ 

 賛 助 会 員      ２０社      ２０社   ０ 

  入  会   正１６３名   

  退  会   正７８名 （含会費滞納除名 43名）  

 

   物 故 会 員（五十音順）-敬称略- 

   国内名誉会員   田井
た い

 良
よし

明
あき

、難波
な ん ば

 雄
かつ

哉
や

 

   正 会 員     青木
あ お き

伸二郎
しんじろう

、榎本
えのもと

 発
はつ

雄
お

、金井
か な い

塚
づか

保
やす

博
ひろ

、倉田
く ら た

 利
とし

威
たけ

、 

戸谷
と や

 重雄
し げ お

、豐
とよ

田
た

 宜男
の り お

、林
はやし

 れい子
れ い こ

、原口
はらぐち

 和久
かずひさ

、 

山崎
やまざき

 啓二
け い じ

 

                  （以上 １１名） 

 

(２) 会 議 に 関 す る 事 項 

 １．理 事 会        

平成２９年度第１回 平成２９年４月１３日(木) 

大阪国際会議場 11階 『1102』 

   議  事 １． 理事長の選出 

 

平成２９年度第２回 平成２９年４月１４日(金)  

大阪国際会議場 10階 『1010』 

   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 

 

平成２９年度第３回 平成２９年７月１４日(金)  

ＡＰ品川 １０階 『Ｒｏｏｍ-E』 

   議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

        ２． 第 26回基礎学術集会の件 

        ３． 第 61回総会・学術集会の件 

        ４． 第 27回基礎学術集会の件 

        ５． 会務分担と各種委員会の調整 

        ６． 2017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 

 

平成２９年度第４回 平成２９年１０月１８日(水)  

インターコンチネンタルホテル大阪 2F 『SAKURA2＋3』 

  議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

        ２． 第 26回基礎学術集会の件 

        ３． 第 61回総会・学術集会の件 

        ４． 第 27回基礎学術集会の件 

        ５． 第 60回総会・学術集会の件 

        ６． 2017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 

 

平成２９年度第５回 平成３０年２月２１日(水)  

ＡＰ品川 １０階 『Ｒｏｏｍ-E』 

  議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

        ２． 第 60回総会・学術集会会計報告の件 

        ３． 第 26回基礎学術集会会計報告の件 

        ４． 第 61回総会・学術集会の件 

        ５． 第 27回基礎学術集会の件 

        ６． 第 62回総会・学術集会の件 

７． 2017年度収支見込決算ならびに 2018年度予算大綱の件 

８． 各種委員会報告の件 

        ９． 名誉会員推戴に関する件 



１０． 評議員選挙管理委員会設置に関する件 

１１． 会費滞納に関する件 

１２． 新入会員・退会会員の件 

１３． その他 

 

平成２９年度第６回 平成３０年４月１０日(火)  

ホテルニューオータニ福岡 3F『オリーブ』 

  議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

        ２． 第 61回総会・学術集会の件 

        ３． 第 62回総会・学術集会の件 

        ４． 第 63回総会・学術集会の件 

        ５． 第 27回基礎学術集会の件 

        ６． 第 28回基礎学術集会の件 

７． 第 29回基礎学術集会の件 

８． 2017年度会計決算報告ならびに 2018年度予算案の件 

        ９． 名誉会員推戴に関する件 

１０． 各種委員会報告の件 

１１． 評議員選挙管理委員会選出の件 

１２． 日韓形成外科学会の件 

１３． 会費滞納に関する件 

１４． 新入会員・退会会員の件 

１５． 評議員提出議題の件 

１６． その他 

 

２．評 議 員 会 

    平成２９年度定例評議員会 平成２９年４月１１日（火） 

リーガロイヤルホテル大阪 ２F 『ペリドット』 

    議  事 １． 平成２８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． 平成２８年度収支決算の件 

４． 平成２９年度事業計画の件 

５． 平成２９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６０回総会・学術集会の件 

９． 第６１回(次期)総会・学術集会の件 

１０． 第６２回(次々期)総会・学術集会の件 

１１． 第６３回(次々々期)総会・学術集会 会長候補者選出の件 

１２． 第２６回基礎学術集会の件 

１３． 第２７回(次期)基礎学術集会の件 



１４． 第２８回(次々期)基礎学術集会の件 

１５． 第２９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． 日本専門医機構の件 

１８． 規約改正の件 

１９． 会費滞納者の件 

２０． 評議員提出議題の件 

２１． その他       

 

 ３．総 会        

    平成２９年度通常総会 平成２９年４月１３日（木） 

大阪国際会議場 ５階 メインホール（第１会場） 

    議  事 １． 平成２８年度 年次報告の件 

２． 平成２８年度 収支決算の件 

３． 平成２９年度 事業計画の件 

４． 平成２９年度 収支予算の件 

５． 名誉会員承認の件 

６． 第６０回 総会・学術集会の件 

７． 第６１回 (次期)総会・学術集会の件 

８． 第６２回 (次々期)総会・学術集会の件 

９． 第６３回(次々々期)総会・学術集会会長候補者承認の件 

１０．  第２６回 基礎学術集会の件 

１１．  第２７回 (次期)基礎学術集会の件 

１２． 第２８回 (次々期)基礎学術集会の件 

１３． 第２９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． 日本専門医機構の件 

１８． 規約改正の件の件 

１９． 会費滞納者の件 

２０． 評議員提出議題の件 

２１． その他 

 

Ⅱ 事 業 報 告 

 （１）第６０回日本形成外科学会総会・学術集会 

    会 期：平成２９年４月１２日（水）、１３日（木）、１４日(金) 

    会 場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 

    会 長：細川 亙  大阪大学医学部形成外科 



 

    理事長講演、特別講演、招待講演、ISAPS-JSPRS Joint symposium、特別シンポジ

ウム、国際シンポジウム、教育セミナー、教育講演、ASPSセッション等が行われ

た。 

 

（２）第２６回日本形成外科学会基礎学術集会 

    会 期：平成２９年１０月１９日（木）、２０日（金） 

    会 場：ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター 

    会 長：磯貝 典孝  近畿大学医学部形成外科 

 

    特別講演、教育講演、招待講演、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３７巻 ２号  平成２８年 ２月     ４９頁    ４，８５０部 

   第３７巻 ３号  平成２８年 ３月     ６３頁    ４，８３０部 

   第３７巻 ４号  平成２８年 ４月     ５４頁    ４，８００部 

   第３７巻 ５号  平成２８年 ５月     ６２頁    ４，８８０部 

   第３７巻 ６号  平成２８年 ６月     ７７頁    ４，８９０部 

   第３７巻 ７号  平成２８年 ７月     ６５頁    ４，８９０部 

   第３７巻 ８号  平成２８年 ８月     ７６頁    ４，９１０部 

   第３７巻 ９号  平成２８年 ９月     ５７頁    ４，９１０部 

   第３７巻 １０号  平成２８年１０月     ６５頁    ４，９４０部 

   第３７巻 １１号  平成２８年１１月     ７２頁    ４，９２０部 

   第３７巻 １２号  平成２８年１２月     ８３頁    ４，９１０部 

   第３８巻 １号  平成２９年 １月     ６０頁    ４，９１０部 

 

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

   第５１巻１号～第５１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：平成２９年４月１１日(火)  

    会  場：大阪大学中之島センター 

     題目および講師 

    テーマ１：『美容と医療安全』 

１）眼瞼の美容外科 

杉本美容形成外科                杉本  庸 



２）レーザー・注入による Non-Surgical美容治療 

       湘南鎌倉総合病院 形成外科             山下 理絵 

      ３）乳房の美容外科 

大阪大学医学部附属病院 形成外科          高田 章好 

４）外鼻の美容外科 

宮本形成外科                  宮本 純平 

    テーマ２：『医療安全・医療倫理』 

  ５）医療チームの安全を支えるノンテクニカルスキル 

大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部      

中島 和江 

  ２. 秋季学術講習会 

    日  時：平成２９年１０月１８日(水) 

    会  場：ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター 『ホール B』 

     題目および講師 

    テーマ：『先天異常』 

      １）唇裂・口蓋裂 

昭和大学 形成外科            大久保 文雄 

      ２）頭蓋顎顔面領域の先天異常 

千葉大学 形成外科             三川 信之 

      ３）体幹の先天異常 

日本大学 形成外科             菊池 雄二 

      ４）四肢の先天異常 

東京慈恵会医科大学 形成外科       松浦 愼太郎 

 

（６）皮膚腫瘍外科指導専門医教育セミナーを下記のとおり開催した。 

  １. 第 14回教育セミナー 

    日  時：平成２９年４月１３日(木)  

    会  場：大阪国際会議場 10F 会議室 1003 

     題目および講師    

１）乳房外パジェット病 

国立病院機構大阪医療センター  形成外科  吉龍 澄子 

２）血管腫、血管奇形 

愛媛大学医学部附属病院     形成外科  中岡 啓喜 

  ２. 第 15回教育セミナー 

    日  時：平成２９年１０月２０日(金) 

    会  場：コングレコンベンションセンター 『ルーム２＋３』 

     題目および講師 

１）各種再建方法 

静岡県立静岡がんセンター再建・形成外科   中川 雅裕 

２）鼠径郭清術 



いしはら皮膚外科クリニック         石原  剛 

 

（７）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。 

  平成２９年度第１回講習会 

    日  時：平成２９年４月１２日(水)  

    会  場：大阪国際会議場 12階「会議室 1202」 

     題目および講師    

１）使用要件基準（ガイドライン）の概略 

大阪大学形成外科  矢野 健二 

２）乳房増大術 

メガクリニック  高柳  進 

３）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 

４）外傷・先天異常に対する乳房再建術 

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 

 

  平成２９年度第２回講習会 

    日  時：平成２９年９月２９日(金)  

    会  場：京王プラザホテル札幌 ３階『扇の間』 

     題目および講師    

１）使用要件基準（ガイドライン）の概略 

大阪大学形成外科  矢野 健二 

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・先天異常に対する乳房再建術と BIA-ALCL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 

４）乳房増大術 

メガクリニック  高柳  進 

 

（８）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。 

   平成２９年度専門医合格者氏名（５０音順敬称略）   

東  修智   井川 祐一   石井 浩子   伊藤 悠介   伊藤 梨里 

井上 真衣   今井裕季子   植木健太郎   上野 一樹   梅田  剛 

梅原 康次   江草  豪   大岩 宏維   大郷真理子   大島  遥 

荻島 信也   長   渚   刑部 瑶子   角谷  聡   梶田 大樹 

門 真起子   金山 幸司   金子  愛   苅部  淳   川野 啓成 

川村  亮   神戸 未来   木内 智喜   北  幸紘   北川 敬之 

北口 陽平   北田 文華   北野 豊明   木村 倫子   久保あゆみ 

倉本 康世   桑原  郁   毛山  剛   小坂健太朗   後藤 真理 



小林 尚史   坂井  香   崎尾 怜子   澤良木詠一   品岡  玲 

島内 香江   白壁 聖亜   新行内芳明   杉井 政澄   筋師 優佳 

鈴木 彩馨   須磨 敬司   関 謙太朗   関山 琢也   外﨑 麻里 

竹村 朋子   田崎 紘之   田中 克弥   塚本 博和   十九浦礼子 

出口 綾香   寺本 未織   冨永 真以   中尾 仁美   中西 崇詞 

仲野 孝史   長野 寿人   中村友季恵   中村 亮太   中山 瑛子 

西岡  宏   西嶌 暁生   西村恵里子   沼畑 岳央   能登まり子 

長谷川弘毅   濱田茉梨子   浜永真由子   早坂 李枝   林  伸子 

福田 萌恵   星野 夕紀   堀  弘憲   牧本 和彦   柵木 千尋 

松本絵里奈   松本 典子   松本 紘子   三羽 英之   嶺尾 万莉 

宮嶋 尊則   村井 信幸   最上真理子   森田  愛   森田 美緒 

安岡 裕司   矢野亜希子   山内 崇史   山田 啓太   結城 美佳 

吉田 光徳   吉武光太郎   渡邊 浩志 

                      合計１０３名(応募者１１６名) 

 

（９）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。 

     平成３０年度新規認定施設名 

   【地 区】     【施 設 名】           【登録番号】 

北海道・東北    手稲渓仁会病院 形成外科       18-1034-000 

関   東     新久喜総合病院 形成外科       18-3163-000 

川崎幸病院 形成外科         18-3164-000 

土浦協同病院 形成外科        18-3165-000 

国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ病院 形成外科  18-3166-000 

群馬大学医学部付属病院 形成外科   18-3167-000 

東京共済病院 形成外科        18-3168-000 

中   部     伊勢赤十字病院 形成外科       18-5103-000 

焼津市立総合病院           18-5104-000 

関   西     日本生命済生会日本生命病院      18-6111-000 

兵庫県立西宮病院 形成外科      18-6112-000 

京都桂病院 形成外科         18-6113-000 

神戸市立西神戸医療ｾﾝﾀｰ 形成外科   18-6114-000 

中国・四国     岡山ろうさい病院 形成外科      18-7047-000 

国立病院機構福山医療ｾﾝﾀｰ 形成外科  18-7048-000 

九州・沖縄     熊本機能病院 形成外科        18-8075-000 

白十字病院 形成外科         18-8076-000 

ハートライフ病院 形成外科      18-8077-000 

 

（10）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）平成２９年度専門医更新者氏名（更新対象者３６２名）



  ａ）学会専門医更新申請合格者（５０音順敬称略）

青木  律   赤田 美和   浅井真太郎   吾妻 隆久   石河 利広 

市岡  滋   伊東 邦久   猪原 康司   岩田 徹也   緒方 慶隆 

長田 佳郎   小幡 有史   亀渕 克彦   小池 幸子   河野 太郎 

小松 一成   齋藤真理子   齋藤 利香   佐々木恵一   澤田 彰史 

柴田 裕達   新名 法子   瀨田 浩之   張   学   塚本 金作 

辻野 一郎   常多 勝己   利根川 均   長谷川宏美   長谷川叔子 

塙  陽子   平出さおり   深谷 佳孝   古川 雅祥   平敷 貴也 

前田 拓摩   松下 祥子   松下 浩和   矢部 哲司   山田  大 

山中 清孝   吉種 克之   渡辺スヨン 

                  以上４３名（申請者４３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）

青木  繁   青木 恵美   阿川かおり   浅井 笑子   浅田 裕司 

安積 昌吾   安倍 吉郎   網倉 良安   新井 眞樹   新井 雪彦 

荒田  順   有川 真生   有村 和子   安藤 太一   池田佳奈枝 

池本 繁弘   伊吾田慎一   石井 啓子   石井 暢明   石垣 達也 

石川 昌一   石崎 力久   石田 泰久   石原 康裕   五影 志津 

伊藤 史子   井上 唯史   井上 義一   今泉  督   今村三希子 

岩本  拓   岩山 隆憲   上田 晃子   上田 拓文   上野 輝夫 

上原 英衣   植村 享裕   上村 哲司   植村 法子   薄葉 千絵 

内田光智子   内山 佑美   梅澤 裕己   江浦 重義   大河内裕美 

大澤 幸代   大澤沙由理   大瀧小百合   大槻 祐喜   大西早百合 

大橋菜都子   大山 知樹   岡本 泰岳   小川  令   小熊  孝 

奥村 慶之   奥本 隆行   奥山 典秀   小野寺剛慧   小原 宏之 

香川 広司   柿崎  桜   葛西 嘉亮   風間健太郎   樫山 和也 

柏  英雄   片山 公介   片山 泰博   加藤 秀輝   加藤 摩衣 

上村 百合   亀井  航   茅野 修史   香山 武蔵   河合 勝也 

河合建一郎   神田 憲吾   神田 則和   岸  慶太   貴島 顕二 

北澤 義彦   北村 珠希   北村 理子   木下佳保里   木下 直志 

木下 幹雄   木下 賀雄   木村眞之介   木村 直弘   清澤 智晴 

草野 太郎   櫛田 哲史   倉片  優   藏持 大介   栗田 智之 

黒柳 美里   桑原 広昌   小池 智之   香西 達一   心石 隆史 

後藤 孝浩   小原 直樹   権太 浩一   近藤 昭二   三枝 紀子 

坂本 忠秀   櫻井  泉   笹尾 卓史   佐々木英悟   佐々木奈穂 

佐々木真喜子  佐々木正浩   皐月 玲子   佐藤 精一   佐藤 雅秀 

澤泉 雅之   山王 俊明   鴫原  康   茂原  健   柴  將人 

庄野 文恵   白石 直人   白川真紀子   城田陽一朗   菅谷 文人 

杉浦 謙介   杉本 孝之   杉本  一   杉山 成史   鈴木 沙知 

鈴木 真澄   鈴木 裕一   角谷 貴子   関堂  充   妹尾 貴矢 

副島 一孝   外崎 登一   台蔵 晴久   平  広之   髙須 啓之 



髙田 亜希   髙田  聡   高田  徹   高橋紀久子   髙橋 義雄 

高原  寛   瀧川 恵美   田嶋 敏彦   田中 宏典   田邉 裕美 

谷口和佳枝   知久 明義   陳  貴史   束野 哲志   津下  到 

ド・ケルコフ麻衣子  當内 竜馬   遠野 久幸   遠山 哲彦   時吉 貴宏 

徳井  琢   德中 亮平   徳元 秀樹   徳山英二郎   戸澤 麻美 

飛澤 泰友   冨田 興一   冨田 祥一   友枝 裕人   内藤  浩 

永井 史緒   長尾 佳子   中川 宏治   中川由美子   仲野 雅之 

中林 伸之   中山 真紀   中山 玲玲   名倉 直美   成島 三長 

畷  宗久   西尾 優志   西関  修   西田 美穂   西村 礼司 

西山 智広   新田 匡章   野崎  愛   野中 大樹   野々村秀明 

箱﨑 美香   橋爪克光知   橋本 一郎   橋本麻衣子   長谷川祐基 

畑  真貴   畑野 麻子   服部  亮   濵本 有祐   原岡 剛一 

原田 浩史   樋熊 有子   氷見 祐二   姫田 十二   廣川 詠子 

廣冨 浩一   福澤見菜子   藤木 政英   藤田 和敏   藤原 英紀 

藤村  淳   保坂 宗孝   堀 圭二朗   本間 幸恵   前田  拓 

槇野 祥生   町野 千秋   松岡 保子   松峯  元   松本 和也 

松本 佳隆   真名子英理   三浦千絵子   三木 綾子   三河内 明 

水上 高秀   三橋  清   南本 俊之   宮内 律子   三宅 伸完 

宮田 明人   宮村  卓   宮本 英治   宮本 慎平   宗内  巌 

村井 繁廣   村石世志野   村松 英之   森  秀樹   森  弘樹 

森岡 大地   森島 容子   森久陽一郎   矢沢 真子   矢沢 慶史 

安居  剛   八杉  悠   安田 聖人   柳林  聡   矢吹雄一郎 

山内 大輔   山内  誠   山岡 尚世   山川 知巳   八巻  隆 

山崎 和紀   山崎民千明   山下雄太郎   山田 哲郎   山田 雅道 

山中 浩気   山本  改   山本  崇   山本 雅之   横川 秀樹 

横山 才也   吉岡 直人   吉田 周平   吉田  聖   吉田 哲也 

吉竹 俊裕   吉積 佳世   四ツ柳高敏   梁  淑姫   呂  秀彦 

脇村 祐輝   和田 充弘   渡辺あずさ   渡邊 彰二   渡部 隆博 

渡邊 義輝 

                  以上２８１名（申請者２８１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  

上石  弘   熊本 芳彦   江  本栄   篠原 秀勝   坂東 正士 

藤野 豊美   細野 味里   村田 宏爾 

以上８名 

（11）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。  

   平成２９年度皮膚腫瘍外科分野指導医合格者氏名（５０音順敬称略） 

新井孝志郎   井内 友美   伊方 敏勝   池田 憲一   池田 正起 



石川奈美子   井上 真一   岩谷 博篤   植村 享裕   大﨑 健夫 

大島希実子   奥村  興   親松  宏   覚道奈津子   笠井 昭吾 

門脇 未来   貴島 顕二   吉良 智恵   窪  昭佳   桑田久美子 

神山 圭史   酒巻 美保   佐々木 薫   塩沢  啓   柴田  大 

菅谷 文人   杉野 博崇   瀬渡 洋道   台蔵 晴久   武川  力 

武田 孝輔   田邉 裕美   堂後 京子   遠山 哲彦   徳永 和代 

冨田 興一   鳥谷部荘八   野澤 竜太   長谷川正和   福田 健児 

藤井 美樹   藤山  浩   渕上 淳太   牧口 貴哉   水上 高秀 

峯田 一秀   宮内 律子   森 和歌子   諸富 公昭   安村 恒央 

楊井  哲   大和 義幸 

          以上 ５２名(応募者５３名) 

 

（12）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。 

   平成２９年度皮膚腫瘍外科分野指導医更新者氏名（５０音順敬称略） 

飯岡 弘至   今井龍太郎   太田 栄一   久保 盾貴   鈴木 裕一 

田邉  毅   富樫 真二   林  礼人   堀江 和幸   横山 才也 

          以上 １０名(応募者１０名) 

 

（13）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。  

   平成２９年度小児形成外科分野指導医合格者氏名（５０音順敬称略） 

  ａ）新規申請

沖田 英久   親松  宏   樫山 和也   加藤 秀輝   坂本 好昭 

佐々木 薫   德力 俊治   廣田 友香   渕上 淳太   堀  直博 

          以上 １０名(応募者１１名) 

 

  ｂ）暫定措置申請

相原有希子   青木 伸峰   青木 久尚   赤澤  聡   赤松  順 

赤松  正   秋田 新介   秋元 正宇   秋本 峰克   浅井 笑子 

朝戸 裕貴   朝村 真一   東  隆一   阿部 直樹   安倍 吉郎 

綾  梨乃   新井孝志郎   荒川 篤宏   荒木 夏枝   荒田  順 

荒牧 典子   有川 俊輔   安楽 邦明   飯島 由貴   飯田 直成 

井内 友美   池上みのり   池田 実香   池野屋慎太郎  井砂  司 

石垣 達也   石川 心介   石川奈美子   石河 利広   石田 勝大 

石田 有宏   石田 創士   井田夕紀子   一瀬 正治   伊藤 奈央 

伊東  大   伊藤 文人   稲川 喜一   井上麻由子   井上 義一 

今井 章仁   今井 啓介   今井 啓道   今西 理也   今村 禎伸 

岩井 伸哉   岩井奈都子   岩谷 博篤   上田 晃一   植田 有子 



上田 吉生   上野 紫穂   上村 哲司   植村冨美子   上村由美子 

宇佐美泰徳   牛尾 茂子   内田 龍志   梅川 浩平   梅本 泰孝 

漆舘 聡志   江野尻竜樹   戎谷 昭吾   江平まり子   大井 克之 

大石 正雄   大久保文雄   大河内裕美   大河 真之   大﨑 健夫 

大澤 昌之   大慈弥裕之   太田 茂男   大谷 一弘   大塚 尚治 

大西  清   大西 智子   大西 文夫   大橋 正和   大原 博敏 

大守  誠   岡田 厚夫   岡田 恵美   岡田  雅   岡野 純子 

岡村  愛   岡本 年弘   岡本  仁   岡山 直靖   小川  令 

荻野 晶弘   小熊  孝   奥村 慶之   奥本 隆行   尾﨑 絵美 

尾﨑  峰   小野紗耶香   小野田 聡   小野田素大   小山 明彦 

覚道奈津子   笠井 昭吾   樫村  勉   柏木 慎也   片岡 和哉 

片平 次郎   加藤 久和   門平 充弘   門松 香一   金子 貴芳 

金子  剛   亀井  讓   河合 勝也   河内  司   川上 善久 

川村 達哉   菊池 雄二   貴志 和生   岸  陽子   岸邊 美幸 

岸本 英明   北原 正樹   木村 得尚   木村 裕明   木矢孝一郎 

久徳 茂雄   清澤 智晴   吉良 智恵   草野 太郎   櫛田 哲史 

楠原 廣久   楠本 健司   工藤 英樹   窪田 吉孝   熊澤 憲一 

倉林 孝之   蔵持 大介   栗山 元根   畔  熱行   黒川 憲史 

黒川 正人   黒木 知明   桑田久美子   五石 圭一   髙津 州雄 

鴻池奈津子   小坂 和弘   小薗喜久夫   小林 公一   小林 眞司 

小宮 貴子   小室 明人   小室 裕造   米谷あずみ   権太 浩一 

近藤 謙司   近藤 昭二   今野 宗昭   雑賀 厚臣   最所 裕司 

齊藤  晋   齋藤 昌美   酒井 成貴   坂井 重信   酒巻 美保 

坂村 律生   櫻井 裕之   櫻庭  実   佐々木 了   笹原資太郎 

佐瀬 道郎   佐武 利彦   佐藤 史郎   佐藤 孝道   佐藤 伸弘 

真田 武彦   澤泉 雅之   塩川 一郎   塩沢  啓   重原 岳雄 

篠山 美香   柴田  大   柴田 知義   島田 賢一   清水 雄介 

白石 知大   末延 耕作   菅  浩隆   杉下 和之   杉田 直哉 

杉原 佳奈   杉本 孝之   杉山 成史   鈴木 綾乃   鈴木 健司 

鈴木 茂彦   鈴木  肇   鈴木 啓之   鈴木 康俊   鈴木 良典 

鈴木 義久   須永  中   関堂  充   瀬﨑晃一郎   副島 一孝 

台蔵 晴久   高木 誠司   髙木 信介   髙成 啓介   高野 淳治 

高橋  猛   高橋  誠   高松 亜子   滝  建志   多久嶋亮彦 

竹市 夢二   竹内 章晃   竹内 正樹   武川  力   武田  啓 

武田  睦   武田 孝輔   竹本 剛司   田崎 幸博   田島 宏樹 

田中 克己   棚倉 健太   田辺 敦子   田邉  毅   田邉 裕美 

玉井 求宜   玉田 一敬   田村 亮介   常川 主裕   手塚 崇文 

寺師 浩人   土井 悠人   堂後 京子   時岡 一幸   德岡晋太郎 

徳山英二郎   土佐 泰祥   戸澤 麻美   戸島 康晴   飛澤 泰友 

冨塚 陽介   鳥谷部荘八   鳥山 和宏   内藤  浩   内藤 素子 

中井 國博   長尾 宗朝   中岡 啓喜   中川 達裕   中川 嗣文 

中川 浩志   永竿 智久   仲沢 弘明   中野 貴光   成田 圭吾 



西井 洋一   西関  修   西村  篤   西村 剛三   西本  聡 

二ノ宮邦稔   沼尻 敏明   塗  隆志   根本  仁   根本  充 

野口 昌彦   野嶋 公博   野田 和男   野村  正   野村 紘史 

芳賀 康史   橋本 一郎   長谷川美紗   羽多野隆治   花井  潮 

馬場 香子   浜島 昭人   濵本 有祐   林  礼人   林  雅裕 

林   稔   林  祐司   林田 健志   原田 浩史   檜垣 仁志 

彦坂  信   一氏 俊世   日原 正勝   平沢 千尋   深水 秀一 

福田 憲翁   福本 恵三   藤井  暁   藤岡 正樹   藤岡 佑介 

藤川平四朗   藤澤 大輔   藤村 大樹   藤森  靖   藤原 雅雄 

舟山 恵美   朴  修三   保阪 善昭   堀 圭二朗   堀尾  修 

堀切  将   本多 孝之   前川 二郎   前場 崇宏   牧野陽二郎 

升岡  健   益岡  弘   増田 鋼治   増本 和之   松井 瑞子 

松浦愼太郎   松浦 喜貴   松尾  清   松尾 伸二   松尾 由紀 

松田  健   松村  一   松本  洋   間藤 尚美   三上  誠 

三倉 文子   三島 吉登   水野 博司   光井 俊人   三川 信之 

光野 乃祐   南方 竜也   三鍋 俊春   峯岸 芳樹   峯田 一秀 

身原 弘哉   宮内 律子   三宅 啓介   三宅 順子   三宅ヨシカズ 

三宅 良平   宮田 昌幸   宮永  亨   宮本 純平   宮脇 剛司 

迎  伸彦   宗内  巌   村松 英之   望月 靖史   望月 祐一 

元村 尚嗣   百澤  明   森  秀樹   森  弘樹   森 和歌子 

森岡 康祐   森岡 大地   森下  剛   森島 容子   森本 尚樹 

諸富 公昭   八木俊路朗   安田  浩   安田 聖人   安永 能周 

安村 和則   安村 恒央   楊井  哲   矢野 志春   矢野 智之 

矢野 浩規   山内  誠   山川 知巳   山路 佳久   山下  建 

山下 昌信   山下 理絵   山田  潔   山田 雅道   山野 雅弘 

山本 直人   山本  康   山本 喜英   山脇 聖子   山脇 吉朗 

杠  俊介   横井 克憲   横田 和典   横山 明子   吉岡 直人 

吉川 哲哉   吉澤 直樹   吉田 行貴   吉牟田浩一郎  吉本 信也 

吉本  浩   義本 裕次   四ツ柳高敏   若見 暁樹   和田 仁孝 

渡辺あずさ   渡邊 理子   渡辺 克益   渡邊 彰二   渡辺  玲 

          以上 ４１５名(応募者４１７名) 

 

（14）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。 

   平成２９年度実施医師登録者氏名（５０音順敬称略） 

赤澤 俊文   一瀬 正治   植村 法子   岡  愛子   越智 正和 

落合 博子   河合建一郎   河村  進   黒川 正人   黒田 正義 

齋藤  晋   櫻庭  実   副島 一孝   武田  啓   谷口浩一郎 



當山 拓也   永田亜矢子   長谷川健二郎  日笠  壽   細谷 優子 

矢野 健二   山下 昌宏   山本 直人 

以上 ２３名 

 

（15）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 

及び更新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。  

   平成２９年度認定新規実施施設 

    【都道府県】     【施 設 名】 

千葉県      千葉大学医学部付属病院 

東京都      医療法人社団喜美会 自由が丘クリニック 

がん・感染症センター 都立駒込病院 

東京医科歯科大学医学部付属病院 

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 

愛知県      一宮西病院 

大阪府      医療法人英仁会 大阪ブレストクリニック 

大阪警察病院 

愛媛県      独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 

熊本県      熊本赤十字病院 

 


