
1 
 

 (１) 会 員 の 異 動 状 況  
 ２０１８年２月末 ２０１９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 ５名  ５名 ＋  ２ 

 正 会 員          ４，９６２名   ４，９８８名 ＋ ２６ 

 賛 助 会 員      ２０社      ２０社   ０ 

  入  会   正１９７名   

  退  会   正９４名 （含会費滞納除名３１名）  

 
   物 故 会 員（五十音順）-敬称略- 

   国内名誉会員   藤田
ふ じ た

 晋也
し ん や

、梁井
や な い

  皎
あきら

 

   正 会 員     石井
い し い

 徹
とおる

、今井
い ま い

 孝行
たかゆき

、寺岡
てらおか

  宏
ひろし

、内藤
ないとう

 裕介
ゆうすけ

、 

山崎
やまざき

  誠
まこと

 

                  （以上 ７名） 

 
(２) 会 議 に 関 す る 事 項 

 １．理 事 会        

２０１８年度第１回 ２０１８年７月１６日(月) 

TKP 品川カンファレンスセンター 『バンケットルーム４E』 

   議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

        ２． 第２７回基礎学術集会の件 

        ３． 第６２回総会・学術集会の件 

        ４． 第２８回基礎学術集会の件 

        ５． ２０１８年度各種委員会活動方針並びに予算案の件 

        ６． 各種委員会報告の件 

        ７． 会費滞納者に関する件 

        ８． 新入会員・退会会員の件 

        ９． その他 
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２０１８年度第２回 ２０１８年１０月１７日(水)  

京王プラザホテル 本館４２階 『武蔵』 

   議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

        ２． 第２７回基礎学術集会の件 

        ３． 第６２回総会・学術集会の件 

        ４． 第２８回基礎学術集会の件 

        ５． 第６１回総会・学術集会の件 

６． ２０１８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 

 

２０１８年度第３回 ２０１９年２月１３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２７回基礎学術集会の件 

        ３． 第６２回総会・学術集会の件 

        ４． 第２８回基礎学術集会の件 

        ５． 第６３回総会・学術集会の件 

        ６． 評議員選挙結果報告の件 

７． ２０１８年度収支見込決算ならびに２０１９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． 会費滞納に関する件  

       １１． 新入会員・退会会員の件 

       １２． 日本専門医機構報告 

       １３． その他 

 

２０１８年度第４回  ２０１９年５月１４日(火)  

京王プラザホテル札幌 ２階「ローズルーム」 

  議  事 １． 前回議事録・議事要録確認の件 

       ２． 第２７回基礎学術集会会計報告の件 

        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６４回総会・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 



3 
 

８． 第３０回基礎学術集会の件 

９． ２０１８年度会計決算報告ならびに２０１９年度予算案の件 

       １０． 各種委員会報告の件 

１１． 名誉会員推戴に関する件 

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． 規約改定の件 

１７． その他 

 

２．評 議 員 会 

    ２０１８年度定例評議員会 ２０１８年４月１０日(火) 

ホテルニューオータニ博多 ４階 鶴の間西 

    議  事 １． ２０１７年度年次報告の件 

２． ２０１７年度収支決算の件 

３． ２０１８年度事業計画の件 

４． ２０１８年度収支予算の件 

５． 名誉会員推戴の件 

６． 第６１回総会・学術集会の件 

７． 第６２回(次期)総会・学術集会の件 

８． 第６３回(次々期)総会・学術集会の件 

９． 第６４回(次々々期)総会・学術集会 会長候補者選出の件 

１０． 第２７回基礎学術集会の件 

１１． 第２８回(次期)基礎学術集会の件 

１２． 第２９回(次々期)基礎学術集会の件 

１３． 第３０回(次々々期)基礎学術集会 会長候補者選出の件 

１４． 日韓形成外科学会の件 

１５． 規約改正の件 

１６． 会費滞納者の件 

１７． 評議員提出議題の件 

１８． その他 

 

 ３．総 会        

    ２０１８年度通常総会 ２０１８年４月１２日(木) 

ホテルニューオータニ博多 ４階 鶴の間東中（第１会場） 

    議  事 １． ２０１７年度 年次報告の件 

２． ２０１７年度 収支決算の件 
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３． ２０１８年度 事業計画の件 

４． ２０１８年度 収支予算の件 

５． 名誉会員承認の件 

６． 第６１回 総会・学術集会の件 

７． 第６２回 (次期)総会・学術集会の件 

８． 第６３回 (次々期)総会・学術集会の件 

９． 第６４回(次々々期)総会・学術集会会長候補者承認の件 

１０．  第２７回 基礎学術集会の件 

１１．  第２８回 (次期)基礎学術集会の件 

１２． 第２９回 (次々期)基礎学術集会の件 

１３． 第３０回 (次々々期)基礎学術集会会長候補者承認の件 

１４． 日韓形成外科学会の件 

１５． 規約改正の件の件 

１６． 会費滞納者の件 

１７． 評議員提出議題の件 

１８． その他 
 

Ⅱ 事 業 報 告 

 （１）第６１回日本形成外科学会総会・学術集会 

    会 期：２０１８年４月１１日（水）、１２日（木）、１３日(金) 

    会 場：ホテルニューオータニ博多 

    会 長：清川 兼輔（久留米大学医学部形成外科・顎顔面外科学講座） 

 

    特別講演、招待講演、日米韓３か国討論会、特別パネルディスカッション、特別

セミナー、教育講演、教育セミナー等が行われた。 

 

（２）第２７回日本形成外科学会基礎学術集会 

    会 期：２０１８年１０月１８日（木）、１９日（金） 

    会 場：京王プラザホテル  

    会 長：仲沢 弘明（日本大学医学部形成外科） 

 

    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３８巻 ２号  ２０１８年 ２月     ４０頁    ４，８９０部 
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   第３８巻 ３号  ２０１８年 ３月     ４５頁    ４，８４０部 
   第３８巻 ４号  ２０１８年 ４月     ３６頁    ４，８９０部 
   第３８巻 ５号  ２０１８年 ５月     ４３頁    ４，９６０部 
   第３８巻 ６号  ２０１８年 ６月     ３８頁    ４，９３０部 
   第３８巻 ７号  ２０１８年 ７月     ４２頁    ５，０００部 
   第３８巻 ８号  ２０１８年 ８月     ４０頁    ５，０００部 
   第３８巻 ９号  ２０１８年 ９月     ４０頁    ４，９９０部 
   第３８巻 １０号  ２０１８年１０月     ４０頁    ５，０００部 
   第３８巻 １１号  ２０１８年１１月     ４６頁    ５，０２０部 
   第３８巻 １２号  ２０１８年１２月     ３６頁    ４，９８０部 
   第３８巻 １号  ２０１９年 １月     ３６頁    ４，９８０部 
 

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

   第５２巻１号～第５２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：２０１８年４月１０日(火)  

    会  場：電気ビル 共創館 「みらいホール」 

     題目および講師 
    テーマ１：『腫瘍』 

１）基底細胞癌の診断と治療  

東京女子医科大学八千代医療センター 形成外科 竹内 正樹 

２）有棘細胞癌の診断と治療 

          浜松医科大学 形成外科            藤原 雅雄 

      ３）悪性黒色腫の診断と治療 

大分大学医学部附属病院 形成外科       上原  幸 

４）悪性軟部腫瘍の診断と治療 

国立病院機構大阪医療センター 形成外科    吉龍 澄子 

 

  ２. 秋季学術講習会 

    日  時：２０１８年１０月１７日(水) 

    会  場：京王ホテルプラザ 南館４階「扇」 

     題目および講師 

    テーマ：『瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド』 

      １）形成外科医が知っておくべき瘢痕・ケロイドの基礎知識 

慶應義塾大学形成外科             荒牧 典子 
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      ２）瘢痕・ケロイドに対する非手術的治療 

日本医科大学形成外科            土佐 眞美子 

      ３）瘢痕・ケロイドに対する手術治療 （術後照射を含む） 

福井赤十字病院形成外科            山脇 聖子 

      ４）瘢痕拘縮に対する手術治療 

日本医科大学形成外科              小川 令 

 

（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. ２０１８年度第１６回教育セミナー 

    日  時：２０１８年４月１２日(木)  

    会  場：電気ビル 共創館 「みらいホール」 

     題目および講師    

１）腋窩郭清術 

大阪市立大学大学院医学研究科 形成外科学   元村 尚嗣 

２）悪性腫瘍：付属器系 

順天堂大学 医学部 形成外科         林  礼人 

  ２. ２０１８年度第１７回教育セミナー 

    日  時：２０１８年１０月１９日(金) 

    会  場：京王プラザホテル ４７階「あけぼの」 

     題目および講師 

１）ＢＣＣ 

神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科  片岡 和哉 

２）ＳＣＣ 

高知医療センター 形成外科          原田 浩史 

 

（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。 

  ２０１８年度第１回講習会 

    日  時：２０１８年４月１１日(水)  

    会  場：電気ビル共創館 「みらいホール」 

     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４）乳房増大術 

メガクリニック  高柳  進 
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  ２０１８年度第２回講習会 

    日  時：２０１８年１０月２６日(金)  

    会  場：ＴＫＰ ガーデンシティ品川 「ネクサスウィンド」 

     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 

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。 

   ２０１８年度専門医合格者氏名（５０音順敬称略）   

赤松 誠之   秋本倫太郎   足立 真実   新井 美波   安藤えりか 

安藤 玲奈   飯田 千絵   池  大官   池田 果林   石浦 良平 

石川 昂央   石野憲太郎   石原 崇圭   石原(堀越)久子   石山 智子 

市川 佑一   市原 佑紀   伊藤明日香   稲富 裕佑   稲本 和也 

伊原  淳   上木原達哉   上田 美怜   上野真理恵   内堀 貴文 

梅山 広勝   呉 アンナ   大石  王   大島 直也   岡田 美穂 

小田陽一郎   開田恵理子   海透 修子   春日  航   上森 友樹 

北村  翔   桐渕 英人   金  佑吏   草島英梨香   藏薗 侑人 

倉林 秀典   河野 達樹   児玉 卓也   駒越  翔   坂田 憲亮 

佐々木彩乃   佐々木智賀子   佐々木友美子   澤村  尚   重田 理絵 

重森  健   篠木 美穂   渋谷  淳   自見庄太郎   隅田 優介 

瀬野尾 歩   宗   雅   曽川亜紀子   髙橋 夏子   高原 英作 

髙谷亜矢子   竹丸 雅志   橘  五月   種本  倫   千代 彩香 

繼   渉   坪井 憲司   積山 真也   富田 早紀   長坂 信司 

中務 秀一   中村  優   西嶌 順子   西村 祐紀   西紋 まり 

二宮龍之介   野守美千子   秦野 裕子   花田麻須大   播野 裕子 

播摩 光宣   范   綾   東山麻伊子   引網 梨奈   菱川 美紀 

兵頭 徹也   平野 正之   平山 泰樹   ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ愛子   藤巻  弘 

古川 杏奈   古林  玄   堀内 あい   本田  梓   本間 健人 

前園 智美   松岡  唯   松永 洋明   松峯 真理   松本 后代 

丸山 英里   三浦 隆洋   道永依利香   南  史歩   村上 尚来 

森  正徳   森重 侑樹   森下 恵里   森本 弥生   八木  献 

矢後 博基   山内真紀子   山川  翔   山口 智彦   山崎 由佳 
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山城 利文   山本 勇矢   吉田 有希   吉松 英彦 

                      合計１１９名(応募者１３１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。 

     ２０１９年度新規認定施設名 
   【地 区】     【施 設 名】           【登録番号】 

北海道・東北    山形大学医学部附属病院 形成外科   19-2036-000 

関   東     学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター  

形成外科   19-3175-000 

国際医療福祉大学病院 形成外科    19-3172-000 

国家公務員共済組合連合立川病院 形成外科 

19-3169-000 

済生会宇都宮病院 形成外科      19-3173-000 

          自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科 

                             19-3179-000 

          昭和大学江東豊洲病院 形成外科    19-3174-000 

          白岡中央総合病院 形成外科美容外科  19-3171-000 

          日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 形成外科 

                             19-3178-000 

          新潟県立中央病院 形成外科      19-3176-000 

          松戸市立総合医療センター 形成外科  19-3170-000 

          横浜南共済病院  形成美容外科    19-3177-000 

中   部     磐田市立総合病院 形成外科      19-5107-000 

          国民健康保険 小松市民病院 形成外科 19-5105-000 

          岐阜県総合医療センター 形成外科   19-5106-000 

          三重大学医学部附属病院 形成外科   19-5104-000 

関   西     滋賀県立総合病院 形成外科      19-6116-000 

          高槻赤十字病院 形成外科       19-6115-000 

中国・四国     岡山赤十字病院 形成外科       19-7050-000 

          島根大学医学部附属病院 形成外科   19-7049-000 

九州・沖縄     社会医療法人敬愛会中頭病院 形成外科 19-8078-000 

          宮崎大学医学部附属病院 形成外科   19-8079-000 

 
 
 

（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）２０１９年度専門医更新者氏名（更新対象者３９４名）
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  ａ）学会専門医更新申請合格者（５０音順敬称略）

石井麻衣子   入谷 哲司   岩切  致   宇津木龍一   江副 京理 

大木更一郎   大島 将之   大谷 謙太   奥田 裕章   小栗 章子 

兼森 良和   鎌田  聡   木下 将人   久保 一人   近藤加代子 

斉藤康太郎   櫻井 圭祐   下田 勝巳   竹内 章晃   田中  聡 

田幡 雅彦   千島 康稔   中森 大記   成田 圭吾   成瀬 栄美 

西村  雄   朴  寿恵   葉山佐和子   原  伽倻   伴  緑也 

右田 博文   宮田 信之   毛利 麻里   山田  朗   湯田 竜司 

吉田  純   蕨  雄大 

                  以上３７名（申請者３８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）

會沢 哲士   青井 則之   青木 雅代   秋田 新介   浅見  崇 

足立 恵理   足立 孝二   姉川 美奈   阿部 直樹   新井孝志郎 

荒尾 直樹   荒川 篤宏   荒川 夏希   飯田 直成   井内 友美 

伊方 敏勝   池田 和隆   池田 憲一   池野 由佳   池村光之介 

諫山 哲也   石川 心介   石川 陽子   石田 創士   石椛 寛芳 

石原  剛   磯野 伸雄   市川 明子   市川 広太   市野 直樹 

一瀬 晃洋   伊藤 文人   稲見 浩平   井上 啓太   井上 真一 

井原  玲   今井 香織   今泉 明子   岩永 紘征   上田 真帆 

植田 有子   上原 恵理   鵜飼  潤   宇根 千尋   遠所 瑞拡 

遠藤 剛史   大井 克之   大久保 麗   大島  梓   大島希実子 

大杉 育子   太田 智之   大坪 美穂   大西  薫   大野 正浩 

大場 創介   大橋 正和   王丸 陽光   大山 拓人   大山 文乾 

緒方 慶隆   岡橋  怜   岡部 圭介   岡本  仁   奥村 誠子 

尾崎裕次郎   小澤  剛   小野健太郎   小野澤久輔   親松  宏 

覚道奈津子   加地 展之   加地 竜士   樫村  勉   片平 次郎 

勝又 純俊   加藤 久和   門田 英輝   門松 香一   金田 藤香 

釜野 弥生   亀井  讓   苅部 大輔   川添  剛   河田 真作 

菅野 百合   菊池 和希   北村奈都子   北村理絵子   北山 稔大 

木村 健作   木村 哲治   木村 知己   木村 裕明   草田 朗子 

久島 英雄   工藤 勝秀   窪  昭佳   久保麻衣子   熊澤 憲一 

栗谷川 彰   桑田 知幸   桑原 大彰   桑原 大樹   桑原 真紀 

桑原 理充   五石 圭一   小泉 正樹   恋水 諄源   髙津 州雄 

神山 圭史   小久保健一   越宗靖二郎   五反田希和子   小西 和人 

駒井慎次郎   小松 星児   小松竜太郎   今野 暁子   今野みどり 

雑賀 厚臣   齋藤 八十   酒井 新介   酒井  規   阪場 貴夫 

坂本 泰輔   坂本 道治   匂坂 正信   佐瀬 道郎   佐武 利彦 

佐藤 顕光   佐藤  英   佐藤 伸弘   佐藤 典子   佐藤 秀吉 
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佐野 仁美   志藤 宏計   篠山 美香   柴田 知義   渋谷 麻衣 

島田 茂孝   下間亜由子   白澤 保子   末貞 伸子   杉本 佳陽 

鈴木 理央   鈴木 健司   巣瀬 忠之   清家 志円   瀬渡 洋道 

副島 宏美   髙木 信介   髙木美奈子   高久  暢   髙田 悟朗 

高梨 真教   髙濱 宏光   髙原 厚子   高柳 健二   高山 敦子 

高山 昌賢   田口 梨江   武田  睦   武田 孝輔   武田玲伊子 

竹野 巨一   田崎  公   舘  一史   館  正弘   田所 丈嗣 

田中 永紅   田中顕太郎   田中 早苗   田中 宏明   棚橋 慎治 

谷川 知子   玉田 崇和   チータム倫代   辻子 祥子   土屋 裕一 

堤  清明   綱島 千春   鄭  聡柄   寺井  勉   寺田 伸一 

東郷智一郎   道本真由子   富樫 真二   都甲 武史   戸所  健 

冨塚 陽介   鳥海 正博   中井 國博   永井 宏治   中桐 僚子 

中里 公亮   中嶋 幸仙   永田 武士   中束 和彦   長西 裕樹 

中村  健   奈良 慎平   縄田 麻友   新妻 克宜   西浦 蘭子 

西村  篤   西本  聡   丹羽 幸司   野澤 竜太   橋口晋一郎 

橋田 直久   長谷川正和   羽多野隆治   林 いづみ   林  京子 

林  殿聡   林  俊子   林  博之   林  正康   林田 健志 

原  尚子   原田 雅奈   原田 美穂   原元  潮   日笠  壽 

樋口 朋子   菱沼 茂之   飛田  晶   一氏 俊世   平沢 千尋 

平田 佳史   平野 由美   深澤 大樹   父川 興一   福嶋 正則 

福田 健児   福田  智   福永  豊   福場美千子   藤井 勝善 

藤井 貴子   藤山 幸治   渕上 淳太   古川 雅英   古川 元祥 

堀  直博   本田 衣麗   本田  進   本多 孝之   牧口 貴哉 

牧野 太郎   政岡 浩輔   増口 信一   増田 洋祐   松尾 光一 

松尾 由紀   松末 武雄   松田 佳歩   松本  洋   松本由希子 

丸山 陽子   三浦 孝行   三上  誠   三島 吉登   南  享介 

南村  愛   三原  誠   宮田 美穂   宮地 有理   宮本 純平 

向井 英子   向井 裕子   村上 正洋   村松 英俊   元村 尚嗣 

森田 昌宏   森田  勝   森戸 浩明   矢加部 文   八木俊路朗 

柳下 幹男   安村 恒央   栁澤 大輔   矢野 智之   山口亜佐子 

山口 憲昭   山崎 明久   山田 哲生   大和 良輔   山脇 孝徳 

杠  俊介   横井  恵   横内 哲博   横溝 香奈   横山 明子 

吉井 聡佳   吉澤 秀和   吉田 栄香   吉田 一暁   吉田 行貴 

吉龍 澄子   吉嶺 倫子   吉村  圭   吉本  聖   義本 裕次 

若槻 華子   輪湖 雅彦   渡部 聡子   渡邊 敏之 

                  以上３０９名（申請者３１０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  

青木 良子   石川  正   竹内 英二   丹下 一郎   冨田 浩一 
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中村 正也   見元弘一郎   山口 貴嗣   与座  聡 

以上９名 

 

（11）領域指導医の審査を指導医認定委員会において行った。 

２０１８年度領域指導医合格者氏名（５０音順敬称略）    
浅見  崇   池田 正起   池本 繁弘   上野 輝夫   植村 享裕 
大塚 尚治   岡山 直靖   小熊  孝   奥村 誠子   奥村 慶之 
尾﨑 絵美   親松  宏   加藤 愛子   加藤 久和   河内  司 
川勝 基久   木内 達也   貴島 顕二   清澤 智晴   倉地  功 
黒柳 美里   髙津 州雄   後藤 孝浩   小林 公一   小松 星児 
近藤 謙司   近藤 昭二   佐藤 俊昭   佐藤 伸弘   佐野 和史 
佐原慶一郎   柴  將人   杉田 直哉   杉野 博崇   鈴木 綾乃 
瀬渡 洋道   武田 孝輔   徳永 和代   利根川 守   飛澤 泰友 
鳥谷部荘八   根本  充   野嶋 公博   野々村秀明   野元 清子 
畠  真也   林田 健志   深井 孝郎   福井季代子   福田  智 
福田 憲翁   古川 洋志   本多 孝之   三木 綾子   三宅 順子 
迎  伸彦   安永 能周   山下 理絵   横山 才也 

                  以上５９名（申請者７９名） 

 

（12）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。  

   ２０１８年度皮膚腫瘍外科分野指導医合格者氏名（５０音順敬称略） 

浅野 隆之   石井 直弘   石井 暢明   石田 泰久   伊谷 善仁 

伊藤 奈央   伊藤  蘭   井上 牧子   上野 紫穂   遠藤 淑恵 

大森 直子   岡村  愛   樫山 和也   片山 泰博   金子 貴芳 

河内  司   川浪 和子   菅野 百合   黒沢 是之   蔡  顯真 

鈴木 文子   陶山 淑子   醍醐 佳代   髙須 啓之   高田 温行 

田村 亮介   時吉 貴宏   戸田 直歩   仲野 雅之   成島 三長 

縄田 麻友   西尾 優志   波多 祐紀   濵畑 淳盛   林 いづみ 

平沢 千尋   藤井 貴子   藤木 政英   藤澤 大輔   藤原  修 

本田  進   政岡 浩輔   真名子英理   丸山 陽子   水野 清行 

美原 留奈   三宅 啓介   望月 祐一   森岡 大地   吉井 聡佳 

          以上 ５０名(応募者５０名) 

 

（13）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。 

   ２０１８年度皮膚腫瘍外科分野指導医更新者氏名（５０音順敬称略） 
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秋本 峰克   安倍 吉郎   戎谷 昭吾   小川  令   柏  克彦 

加藤 愛子   佐藤  英   柴田 知義   飛澤 泰友   福田  智 

松峯  元   三木 綾子   横山 明子 

          以上 １３名(応募者１３名) 

 

（14）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。 

   ２０１８年度小児形成外科分野指導医合格者氏名（５０音順敬称略） 
 

池村光之介   犬塚  潔   井上 真一   岩永 紘征   内田 悠記 

加藤  基   加持 秀明   菊地 憲明   須貝明日香   富樫 真二 

永井 史緒   永田亜矢子   長谷川祐基   福積  聡 

          以上 １４名(応募者１６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。 

   ２０１８年度実施医師登録者氏名（５０音順敬称略） 

片平 次郎   金山 幸司   上園 健一   後藤 真理   中江 星子 

名倉 直美   平沢 千尋   堀 圭二朗   松井 瑞子   水野 博司 

森  弘樹   矢島 和宜   山本 有祐 

以上 １３名 

 

（16）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。 

   ２０１８年度認定新規実施施設 

  【都道府県】     【施 設 名】 

宮城県      東北大学病院 

埼玉県      上尾中央総合病院 

東京都      順天堂大学医学部附属順天堂病院 

東京都      昭和大学江東豊洲病院 

愛知県      ナグモクリニック名古屋 

兵庫県      神戸大学医学部附属病院 

宮崎県      宮崎大学医学部附属病院 

（17）２０１９年度評議員選挙を行った。 

２０１９年度評議員選挙管理委員会 
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   委 員 長：梅川 浩平 

   副委員長：江浦 重義 

   委  員：樫村  勉   北山 晋也   渋谷陽一郎   中道 美保 

成田 圭吾   牧野陽二郎   山路 佳久 

   予備委員：岩本 承豪   小野紗耶香   花井  潮   森山 和の 

 

   計４回の委員会を開催し、定款並びに評議員選挙施行細則に基づき選挙を行った。 

   開票の結果、下記１５０名の新評議員を決定した。 

 

 【北海道・東北選挙区（定数１１名）】 

  漆舘 聡志   小山 明彦   木村  中   権太 浩一   櫻庭  実 

佐々木 了   館  正弘   舟山 恵美   本多 孝之   山本 有平 

四ツ柳高敏 

 

 【 関 東 選 挙 区 （ 定 数 ６ ６ 名 ） 】 

  青山 亮介   赤石 諭史   秋月 種高   秋元 正宇   朝戸 裕貴 

飯田 拓也   井砂  司   井田夕紀子   市岡  滋   岩波 正陽 

宇佐美泰徳   大浦 紀彦   大城 貴史   大塚 尚治   岡崎  睦 

小川  令   荻野 晶弘   尾﨑  峰   梶川 明義   門松 香一 

金子  剛   貴志 和生   清澤 智晴   窪田 吉孝   倉片  優 

栗山 元根   黒木 知明   小室 裕造   櫻井 裕之   佐武 利彦 

佐藤 明男   佐藤 伸弘   澤泉 雅之   清水 祐紀   菅谷 文人 

鈴木 康俊   関堂  充   副島 一孝   多久嶋亮彦   竹内 正樹 

武田  啓   田中 一郎   田中顕太郎   寺尾 保信   土佐 泰祥 

仲沢 弘明   中塚 貴志   二ノ宮邦稔   根本  充   林  明照 

林  礼人   前川 二郎   松井 瑞子   松浦愼太郎   松崎 恭一 

松田  健   松村  一   水野 博司   三川 信之   三鍋 俊春 

宮脇 剛司   森  弘樹   八巻  隆   山下 理絵   山本 直人 

吉村浩太郎 

 

 【 中 部 選 挙 区 （ 定 数 １ ７ 名 ） 】 

  井上 義一   奥本 隆行   加藤 久和   亀井  讓   岸邊 美幸 

近藤 昭二   島田 賢一   髙成 啓介   鳥山 和宏   中川 雅裕 

野口 昌彦   深水 秀一   藤原 雅雄   古川 洋志   山下 昌信 

山元 康徳   杠  俊介 

 

 

 【 関 西 選 挙 区 （ 定 数 ２ ９ 名 ） 】 

  朝村 真一   荒田  順   石河 利広   伊藤 文人   今井 啓介 

上田 晃一   大守  誠   垣淵 正男   覚道奈津子   河合建一郎 
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久徳 茂雄   久保 盾貴   桑原 理充   齊藤  晋   鈴木 健司 

鈴木 義久   寺師 浩人   冨田 興一   西本  聡   沼尻 敏明 

塗  隆志   野村  正   橋川 和信   原岡 剛一   日原 正勝 

細川  亙   元村 尚嗣   森本 尚樹   吉岡 伸高 

 

 【中国・四国選挙区（定数１１名）】 

  青木 久尚   安倍 吉郎   稲川 喜一   戎谷 昭吾   木股 敬裕 

中岡 啓喜   難波祐三郎   橋本 一郎   原田 浩史   森   浩 

横田 和典 

 

【九州・沖縄選挙区（定数１６名）】 

  石田 有宏   上村 哲司   大慈弥裕之   樫山 和也   門田 英輝 

川上 善久   清川 兼輔   清水 史明   大安 剛裕   田中 克己 

田邉  毅   藤岡 正樹   森岡 康祐   守永 圭吾   楊井  哲 

力丸 英明 


