
 

 

 

回 当番世話人 所  属 開催年月日 

676 石川 浩一 東大１外 S48.2.10 

677 石田 正統 東大２外 S48.6.23 

678 宮本 忍 日大２外 S48.11.10 

679 田中 大平 東大３外 S49.5.18 

680 代田 明郎 日医大１外 S49.11.16 

681 長尾 房大 慈大２外 S50.5.10 

682 城所 仂 順大消外 S50.10.18 

683 遠藤 光夫 東女医大消病センター S51.4.23 

684 織畑 秀夫 東女医大２外 S51.12.11 

685 土屋 周二 横市大２外 S52.4.23 

686 草間 悟 東大１外 S52.9.17 

687 和田 達雄 東大２外 S52.12.17 

688 森田 建 日大１外 S53.3.18 

689 稲生 綱政 東大医科研外 S53.6.10 

690 瀨在 幸安 日大２外 S53.10.7 

691 近藤 芳夫 東大３外 S53.12.16 

692 中村 卓次 群大１外 S54.3.3 

693 四方 淳一 帝京大１外 S54.6.23 

694 浅野 献一 東医歯大２外 S54.9.22 

695 藤井源七郎 東大医科研外 S54.12.22 

696 松本 昭彦 横市大１外 S55.2.15 

697 高橋 勝三 武蔵野日赤外 S55.5.17 

698 和田 寿郎 東女医大１外 S55.9.6 

699 佐藤 博 千大２外 S55.12.6 

700 阿部 令彦 慶大外 S56.2.21 

701 浅野 哲 東京厚生年金外 S56.5.16 

702 堀 原一 筑波大外 S56.9.5 

703 毛受 松寿 東医歯大１外 S56.12.12 

704 鍋谷 欣市 杏林大２外 S57.2.6 

705 飯塚 紀文 国立がんセンター外 S57.5.29 

706 岩佐 博 防衛医大１外 S57.9.4 

707 早田 義博 東医大外 S57.12.3 

708 信田 重光 獨協医大１外 S58.3.5 

709 大谷 五良 三井記念外 S58.5.28 

710 三富 利夫 東海大外 S58.9.10 

711 若林 利重 東京警察外 S58.12.17 

712 飯島 登 聖マリアンナ２外 S59.3.3 

713 亀谷 寿彦 東邦大１外 S59.5.26 

 
 

回 当番世話人 所  属 開催年月日 

714 相馬 智 杏林大１外 S59.9.29 

715 木村 正 国立がんセンター外 S59.12.15 

716 桜井 健司 東京慈恵会医大１外 S60.2.16 

717 尾本 良三 埼玉医大１外 S60.5.25 

718 藤本 吉秀 東女医大内分泌外 S60.9.21 

719 渡辺 晃 国立水戸病院外科 S60.12.7 

720 石井 淳一 昭和大外 S61.3.8 

721 阿曽 弘一 北里大外 S61.5.24 

722 田島 芳雄 獨協医大外 S61.9.13 

723 羽生富士夫 東女医大消病センター S61.12.6 

724 玉熊 正悦 防衛医大１外 S62.3.7 

725 西 満正 癌研外科 S62.5.30 

726 丸山 雄二 聖マリアンナ１外 S62.9.12 

727 三島 好雄 東医歯大２外 S62.12.5 

728 森岡 恭彦 東大１外 S63.3.5 

729 泉雄 勝 群大２外 S63.6.4 

730 鈴木 快輔 昭和大藤が丘外科 S63.9.10 

731 

 

榊原 宣 

(杉浦光雄 

順天堂大１外 

順天堂大２外） 

S63.12.10 

 

732 奥井 勝二 千葉大１外 H1.3.4 

733 吉雄 敏文 東邦大１外 H1.6.3 

734 轟  敬 東京逓信外 H1.9.30 

735 金澤暁太郎 自治医大外 H1.12.9 

736 出月 康夫 東大２外 H2.3.10 

737 浜野 恭一 東女医２外 H2.6.2 

738 豊島 宏 日赤医センター外科 H2.9.29 

739 木村幸三郎 東医大３外 H2.12.1 

740 磯野 可一 千葉大２外 H3.3.2 

741 小池 正 昭和大外 H3.6.22 

742 古瀬 彰 東大胸外 H3.10.19 

743 青木 照明 慈恵医大２外 H3.11.30 

744 山本 登司 東京厚生年金外 H4.3.7 

745 古川 欽一 東医大２外 H4.6.27 

746 安井 昭 昭和大豊洲外 H4.9.19 

747 恩田 昌彦 日医大１外 H4.12.5 

748 石山 賢 自衛隊中央外 H5.3.6 

749 大原 毅 東大３外 H5.6.5 

750 長町 幸雄 群馬大１外 H5.9.18 

《676 回以降当番世話人》 



 

 

回 当番世話人 所  属 開催年月日 

751 柿田 章 北里大外 H5.11.27 

752 内田 久則 東大医科研外 H6.3.5 

753 石原 敬夫 関東逓信外 H6.7.2 

754 相馬 哲夫 東医大霞ヶ浦外 H6.9.10 

755 山川 達郎 帝京大溝口外 H6.12.10 

756 武藤徹一郎 東大１外 H7.3.11 

757 関根 毅 埼玉県立がんセンター H7.6.24 

758 八木 義弘 順天堂大浦安外 H7.9.9 

759 梶原 哲郎 東女医第２病院外 H7.11.25 

760 佐藤 薫隆 佼成病院外科 H8.3.2 

761 

 

宮田 道夫 

 

自治医大大宮医セ

ンター 

H8.6.22 

 

762 

 

土田 嘉昭 

 

群馬県立小児医療

センター 

H8.8.31 

 

763 中島 伸之 千葉大１外 H8.12.7 

764 熊田 馨 昭和大藤が丘外 H9.3.3 

765 三井 利夫 筑波大外 H9.6.28 

766 河野 信博 三楽病院外 H9.9.20 

767 

 

岩井 重富 

(黒須康彦 

日大３外 

日大１外） 

H9.12.6 

 

768 小暮 洋暉 獨協医大２外 H10.3.14 

769 北條 慶一 公立昭和病院 H10.6.20 

770 小平 進 帝京大１外 H10.9.12 

771 二川 俊二 順天堂大２外 H10.12.5 

772 冲永 功太 帝京大２外 H11.3.6 

773 多田 祐輔 山梨医大２外 H11.6.5 

774 中島 聰總 癌研消化器外 H11.9.25 

775 山口 晋 聖マリアンナ１外 H11.12.4 

776 平山 廉三 埼玉医大２外 H12.3.11 

777 小栁 泰久 東医大３外 H12.6.10 

778 小堀鷗一郎 国立国際医療センター H12.9.30 

779 北島 政樹 慶大外 H12.12.2 

780 高崎 健 東女医大消病センター H13.3.10 

781 窪田 孝蔵 武蔵野赤十字病院外科 H13.6.9 

782 森下 靖雄 群馬大２外 H13.9.1 

783 石川 宏 獨協医科大越谷病院 H13.12 

784 平野敬八郎 東邦大１外 H14.3.16 

785 岡村 治明 春日部市立病院外科 H14.6.8 

786 鶴丸 昌彦 順天堂大１外 H14.9.14 

回 当番世話人 所  属 開催年月日 

787 岩井 武尚 東医歯大１外 H14.12.7 

788 落合 武徳 千葉大先端応用外科 H15.3.8 

789 小西 富夫 大森赤十字病院外科 H15.6.14 

790 高場 利博 昭和大１外 H15.9.6 

791 根岸 七雄 日大外科２部門 H15.12.6 

792 石川 功 社保群馬中央 H16.3.6 

793 

 

嶋田 紘 

 

横市大消化器病態

外科学 

H16.6.12 

 

794 加藤 治文 東医大一外 H16.9.18 

795 

 

橋本 大定 

 

埼医大総合医療セ

ンター外科 

H16.12.11 

 

796 八重樫寛治 草加市立病院 H17.3.12 

797 砂川 正勝 獨協医大１外 H17.6.18 

798 矢永 勝彦 慈恵医大外 H17.9.10 

799 幕内 博康 東海大外 H17.12.17 

800 名川 弘一 東大１外 H18.3.18 

801 磯山 徹 日赤医センター外 H18.6.10 

802 草野 満夫 昭和大２外 H18.9.9 

803 

 

長尾 桓 

 

東医大八王子医セ

ンター外五講座 

H18.12.16 

 

804 

 

永井 秀雄 

 

自治医大消化器・一

般外 

H19.3.3 

 

805 瀬戸山隆平 三楽病院外 H19.6.9 

806 田尻 孝 日医大臓器病態制御外 H19.9.15 

807 跡見 裕 杏林大外 H19.12.8 

808 幕内 雅敏 日赤医センター H20.3.8 

809 

 

小西 文雄 

 

自治医大さいたま医療

センター一般・消化器外 

H20.5.31 

 

810 真田 裕 昭和大藤が丘外 H20.9.13 

811 小西 敏郎 NTT東日本関東外 H20.12.20 

812 重松 宏 東医大外第二 H21.3.7 

813 望月 英隆 防衛大外１ H21.6.13 

814 熊谷 一秀 昭和大豊洲外 H21.9.12 

815 山口 俊晴 癌研消化器外 H21.12.12 

816 青木 達哉 東医大外３ H22.3.13 

817 亀岡 信悟 東女医大２外 H22.6.19 

818 杉原 健一 東医歯大腫瘍外 H22.9.18 

819 

 

清水 利夫 

 

国立国際医療研究

センター病院外科 

H22.12.18 

 



 

 

回 当番世話人 所  属 開催年月日 

820 

 

田中 洋一 

 

埼玉県立がんセン

ター消化器外 

H23.3.26 

 

821 宮崎 勝 千葉大臓器制御外 H23.7.2 

822 桑野 博行 群馬大病態総合外 H23.9.17 

823 

 

清水 一雄 

 

日医大外 

（内・心・呼部門） 

H23.12.10 

 

824 万代 恭嗣 社会保険中央総合病院外 H24.3.24 

825 

 

呉屋 朝幸 

 

杏林大外 

（呼吸器・甲状腺） 

H24.6.23 

 

826 

 

田渕 崇文 

 

東医大外第四講座 

（茨城医療センター） 

H24.9.1 

 

827 長尾 二郎 東邦大外第３講座 H24.12.15 

828 小野寺 久 聖路加消化器・一般外科 H25.3.23 

829 

 

内田 英二 

 

日医大学外 

（消化器・一般・乳腺・移植） 

H25.6.29 

 

830 安田 是和 自治医大消化器・一般外 H25.9.21 

831 渡邊 昌彦 北里大外 H25.12.21 

832 杉山 政則 杏林大外 H26.3.8 

833 志田 晴彦 東京厚生年金病院外 H26.6.28 

834 山本 雅一 東女医消病センター H26.9.6 

835 高山 忠利 日大医消化器外 H26.12.6 

836 窪田 敬一 獨協医大２外 H27.3.28 

837 長谷 和生 防衛医大病院外 H27.6.13 

838 

 

酒井 敬介 

 

日赤医センター胃

食道外 

H27.9.12 

 

839 

 

梶山 美明 

 

順天堂大医学部上

部消化管外 

H27.12.12 

 

 


