
＊新…次回幹事会が初参加

No. 氏名 所属 No. 氏名 所属

1 吾妻 寛之 長野市民病院 51 長 泰則 東海大学

2 秋葉 直志 東京慈恵会医科大学附属柏病院 52 土田 正則 新潟大学

3 浅野 宗一 千葉県循環器病センター 53 坪地 宏嘉 自治医科大学

4 淺村 尚生 慶應義塾大学 54 中島 淳（監事） 東京大学

5 阿部 知伸 群馬大学大学院医学系研究科 55 中島 博之 山梨大学

6 安樂 真樹 杏林大学 56 中嶋 博之 埼玉医科大学国際医療センター

7 池田 徳彦（代表幹事） 東京医科大学 57 中島 雅人 山梨県立中央病院

8 石井 庸介 日本医科大学 58 中島 政信 獨協医科大学

9 伊豫田 明 東邦大学医療センター大森病院 59 新浪 博士 東京女子医科大学

10 岩崎 正之 東海大学 60 平松 祐司 筑波大学

11 臼田 実男 日本医科大学 61 福田 宏嗣 獨協医科大学

12 内田 敬二 横浜市立大学医学部付属市民総合医療センタ 62 藤井 毅郎 東邦大学医療センター大森病院

13 江連 雅彦 群馬県立心臓血管センター 63 藤森 賢 虎の門病院

14 大久保 憲一 東京医科歯科大学 64 宝来 哲也 国立国際医療研究センター

15 大塚 崇 東京慈恵会医科大学 65 松宮 護郎（世話人） 千葉大学

16 大野 貴之 三井記念病院 66 南 智行 藤沢市民病院

17 岡 徳彦 自治医科大学とちぎこども医療センター 67 宮入 剛 聖マリアンナ医科大学

18 岡村 達 群馬県立小児医療センター 68 宮地 鑑 北里大学

19 荻野 均 東京医科大学 69 茂木 健司 船橋市立医療センター

20 小野 稔 東京大学 70 山口 敦司 自治医科大学さいたま医療センター

21 笠原 啓史 平塚市民病院 71 山田 俊介 東海大学医学部付属八王子病院

22 金子 幸裕 国立成育医療センター 72 吉井 新平 立川綜合病院

23 河田 光弘 東京都健康長寿医療センター 73 吉野 一郎 千葉大学

24 川人 宏次 自治医科大学 74 渡邉 俊一 国立がん研究センター中央病院

25 神崎 正人 東京女子医科大学 50音順

26 北見 明彦 昭和大学横浜市北部病院

27 國原 孝 東京慈恵会医科大学

28 窪田 博 杏林大学

29 小出 昌秋 聖隷浜松病院

30 河野 光智　新 埼玉医科大学総合医療センター

31 小沼 武司　新 長野県立こども病院

32 小柳 和夫 東海大学

33 櫻井 裕幸 日本大学医学部附属板橋病院

34 佐治 久 聖マリアンナ医科大学

35 佐藤 幸夫 筑波大学

36 佐藤 之俊 北里大学

37 島田 英昭（世話人） 東邦大学

38 清水 公裕 信州大学医学部附属病院

39 志水 秀行（世話人） 慶應義塾大学

40 末松 義弘 筑波記念病院

41 鈴木 健司 順天堂大学

42 鈴木 伸一 横浜市立大学

43 鈴木 孝明 埼玉医科大学国際医療センター

44 瀬戸 達一郎 信州大学医学部附属病院

45 高野 弘志 獨協医科大学埼玉医療センター

46 田口 眞一 防衛医科大学校

47 武井 秀史 昭和大学病院

48 田中 正史 日本大学

49 田端 実 順天堂大学医学部附属順天堂医院

50 千田 雅之 獨協医科大学

日本胸部外科学会関東甲信越地方会　幹事リスト（2022.11.11現在）
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