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一般社団法人 日本形成外科学会

理事長 中塚 貴志

日本形成外科学会評議員選挙施行細則により 2019 年度評議員選挙結果を発表いたします。

なお，本件について異議のある選挙人または候補者は上記細則第 22 条により本公表の日より 14 日以内に

文書で，日本形成外科学会評議員選挙管理委員会に対し異議を申し立てることができます。

一般社団法人 日本形成外科学会

評議員選挙管理委員会

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12

新宿ラムダックスビル�階

2019年度評議員選挙結果一覧

（敬称略，票数順，氏名横の数字は票数。同得票数における当落と次点・次々点は抽選で決定）

（50 音順掲載）

【北海道・東北選挙区（定数 11 名）】

【当選者】

館 正弘（25） 櫻庭 実（24） 権太 浩一（23） 四ツ柳高敏（23） 山本 有平（20）

漆舘 聡志（19） 本多 孝之（19） 小山 明彦（18） 木村 中（16） 舟山 恵美（15）

佐々木 了（14）

【落選者】

［次点 渡邊 理子（12）］ ［次々点 福田 憲翁（6）］ 長尾 宗朝（0）

【関東選挙区（定数 66 名）】

【当選者】

佐武 利彦（30） 前川 二郎（30） 松村 一（25） 林 礼人（23） 水野 博司（23）

井田夕紀子（22） 関堂 充（22） 門松 香一（21） 寺尾 保信（21） 松田 健（21）

山下 理絵（21） 吉村浩太郎（21） 貴志 和生（20） 清澤 智晴（20） 小室 裕造（20）

三川 信之（20） 青山 亮介（19） 朝戸 裕貴（19） 井砂 司（19） 岩波 正陽（19）

金子 剛（19） 栗山 元根（19） 黒木 知明（19） 櫻井 裕之（19） 澤泉 雅之（19）

土佐 泰祥（19） 三鍋 俊春（19） 宇佐美泰徳（18） 大城 貴史（18） 大塚 尚治（18）

岡崎 睦（18） 小川 令（18） 荻野 晶弘（18） 倉片 優（18） 佐藤 伸弘（18）

清水 祐紀（18） 副島 一孝（18） 多久嶋亮彦（18） 竹内 正樹（18） 武田 啓（18）

田中 一郎（18） 仲沢 弘明（18） 中塚 貴志（18） 二ノ宮邦稔（18） 林 明照（18）

松浦愼太郎（18） 松崎 恭一（18） 宮脇 剛司（18） 森 弘樹（18） 八巻 隆（18）

山本 直人（18） 赤石 諭史（17） 秋月 種高（17） 秋元 正宇（17） 飯田 拓也（17）
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市岡 滋（17） 大浦 紀彦（17） 尾﨑 峰（17） 梶川 明義（17） 佐藤 明男（17）

菅谷 文人（17） 田中顕太郎（17） 根本 充（17） 松井 瑞子（17） 鈴木 康俊（11）

窪田 吉孝（5）

【落選者】

［次点 田中 里佳（1）］ ［次々点 村上 正洋（1）］

石田 勝大（0） 柏木 慎也（0） 片平 次郎（0） 佐々木 薫（0） 福積 聡（0）

【中部選挙区（定数 17 名）】

【当選者】

鳥山 和宏（20） 加藤 久和（19） 亀井 讓（19） 藤原 雅雄（19） 杠 俊介（19）

井上 義一（18） 奥本 隆行（18） 髙成 啓介（18） 野口 昌彦（18） 古川 洋志（18）

島田 賢一（17） 深水 秀一（17） 岸邊 美幸（16） 近藤 昭二（16） 中川 雅裕（16）

山下 昌信（16） 山元 康徳（16）

【落選者】

［次点 木内 達也（10）］

【関西選挙区（定数 29 名）】

【当選者】

朝村 真一（22） 久徳 茂雄（21） 寺師 浩人（21） 元村 尚嗣（21） 今井 啓介（20）

上田 晃一（20） 森本 尚樹（20） 伊藤 文人（19） 沼尻 敏明（19） 石河 利広（18）

垣淵 正男（18） 覚道奈津子（18） 河合建一郎（18） 久保 盾貴（18） 桑原 理充（18）

鈴木 健司（18） 鈴木 義久（18） 冨田 興一（18） 塗 隆志（18） 野村 正（18）

日原 正勝（18） 荒田 順（17） 大守 誠（17） 齊藤 晋（17） 西本 聡（17）

橋川 和信（17） 原岡 剛一（17） 細川 亙（17） 吉岡 伸高（13）

【落選者】

［次点 宗内 巌（8）］ ［次々点 磯貝 典孝（6）］ ［次々々点 高田 温行（5）］

諸富 公昭（0） 山脇 吉朗（0）

【中国・四国選挙区（定数 11 名）】

【当選者】

原田 浩史（22） 橋本 一郎（21） 安倍 吉郎（20） 森 浩（20） 木股 敬裕（18）

中岡 啓喜（18） 稲川 喜一（17） 戎谷 昭吾（17） 難波祐三郎（17） 横田 和典（17）

青木 久尚（16）

【落選者】

［次点 木村 得尚（16）］ ［次々点 永竿 智久（14）］ ［次々々点 八木俊路朗（14）］

宮本 純平（8）

【九州・沖縄選挙区（定数 16 名）】

【当選者】

門田 英輝（22） 大安 剛裕（22） 田中 克己（21） 樫山 和也（20） 藤岡 正樹（19）

上村 哲司（18） 清川 兼輔（18） 田邉 毅（18） 清水 史明（17） 森岡 康祐（17）

楊井 哲（17） 力丸 英明（17） 石田 有宏（16） 大慈弥裕之（16） 守永 圭吾（16）

川上 善久（15）

−II−



【落選者】

［次点 高木 誠司（15）］ ［次々点 安田 浩（14）］ ［次々々点 伊東 大（11）］

吉本 浩（1）

以上
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