
朝倉 英策 浅田 祐士郎 足利 朋子 渥美 達也 天野 景裕
家子 正裕 池添 隆之 池田 祐一 池田 正孝 石埼 卓馬
石田 文宏 石原 卓 石村 匡崇 伊藤 隆史 井上 克枝
井原 章裕 岩城 孝行 岩出 和徳 上田 恭典 内場 光浩
内山 俊正 内山 由理 浦野 哲盟 江頭 正人 大城 宗生
大森 司 岡村 孝 岡本 好司 小川 孔幸 小川 覚
沖津 庸子 奥 健志 小倉 妙美 押田 康一 海北 幸一
柏木 浩和 勝見 章 加藤 恒 門平 靖子 金子 誠
兼松 毅 川口 龍二 川杉 和夫 河野 浩之 丸藤 哲
金城 紀代彦 久志本 成樹 小網 博之 古賀 震 小嶋 哲人
後藤 信哉 小林 隆夫 小林 宣彦 米野 由希子 小山 高敏
齊藤 正典 酒井 道生 酒井 和哉 坂田 洋一 坂田 飛鳥
櫻井 嘉彦 佐藤 伸二 澤田 暁宏 志田 泰明 嶋 緑倫
島袋 奈津紀 下之段 秀美 白山 理恵 杉 俊隆 杉村 基
鈴木 伸明 鈴木 隆史 関 義信 高橋 幸博 瀧 正志
竹迫 直樹 竹下 享典 武山 雅博 辰巳 公平 田所 誠司
田中 朝志 近澤 悠志 津田 博子 冨山 佳昭 長江 千愛
長尾 梓 長尾 毅彦 中村 真潮 西尾 健治 根木 玲子
野上 恵嗣 萩原 剛 橋口 照人 羽藤 高明 林   滋
林 朋恵 榛澤 和彦 東原 正明 兵藤 博信 備後 真登
藤井 輝久 藤井 聡 細貝 亮介 堀内 久徳 松尾 陽子
松下 正 松本 雅則 松本 剛史 窓岩 清治 丸茂 幹雄
丸山 元 三原 正大 三室 淳 宮﨑 浩二 宮田 茂樹
向井 幹夫 村田 満 毛利 博 森木 隆典 森下 英理子
森山 雅人 八木 秀男 安井 秀樹 安本 篤史 矢田 弘史
矢冨 裕 山川 一馬 山崎 昌子 山崎 鶴夫 山﨑 尚也
山下 敦己 山田 典一 山之内 純 山本 晃士 山本 尚人
横山 健次 柳 富子 和田 英夫 和田 剛志

芥田 敬吾 綾部 健吾 荒幡 昌久 石倉 宏恭 石橋 大輔
一木 昭人 宇佐美 郁哉 江口 豊 岡 敏明 尾形 善康
荻原 建一 加藤 陽子 金田 眞 上久保 淑子 川上 史裕
河崎 裕英 河野 徳明 小杉 智 後藤 英子 齊藤 誠司
櫻井 聖大 佐藤 哲司 島田 恒幸 嶋田 明 下西 成人
鈴木 恭子 鈴木 裕子 竹谷 英之 辻井 信之 富田 泰史
長谷川 大一郎 早川 峰司 日笠 聡 藤枝 雄一郎 藤田 悟
古川 晶子 別宮 浩文 松井 欣哉 皆方 大佑 宮下 竜伊
八島 望 矢島 周平 保田 知生 山口 宗一 山田 真也
山本 義 涌井 昌俊 渡邉 栄三

安藤　健明 石井　敬人 市川　順子 小関　道夫 勝岡　優奈
久保田　寧 薦田　さつき 新小田　雄一 末田　大輔 滝口　純
土井　政明 冨井　敏宏 中島　由翔 中山　享之 錦井　秀和
新田　慧 野﨑　博之 濱口　浩敏 古市　康子 水野　昌平
南口　仁志 蒸野　寿紀 武藤　理 矢田　憲孝

2021年認定施設（2021年4月1日～2026年3月31日）

旭川医科大学病院　　愛媛大学医学部附属病院　　大阪医科大学　　荻窪病院　　鹿児島大学病院
金沢大学附属病院　　北里大学病院　　九州大学病院　　京都第一赤十字病院　　熊本医療センター
血栓症化学研究所　　札幌徳洲会病院　　滋賀医科大学医学部附属病院　　SBS静岡健康増進センター
静岡県立こども病院　　自治医科大学附属病院　　順天堂大学医学部附属練馬病院　　
聖マリアンナ医科大学病院　　聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　　東海大学医学部附属病院　　
東京大学医学部附属病院　　東京医科大学病院　　東北大学病院　　名古屋大学医学部附属病院
奈良県立医科大学附属病院　　浜松医療センター　　兵庫県立こども病院　　弘前大学医学部附属病院
広島大学病院　　福岡大学病院　　星ヶ丘医療センター　　三井記念病院　　県立宮崎病院　　宗像水光会総合病院

2021年認定認定医（2021年4月1日～2026年3月31日）

2020年認定認定医(2020年4月1日～2025年3月31日）

2019年認定認定医(2019年4月1日～2024年3月31日）


