
日本門脈圧亢進症学会 技術認定取得者一覧 

 
〔 内視鏡的治療領域 〕 

荒木 寛司 岐阜大学医学部附属病院 

井上 義博 岩手医科大学 

井深 貴士 岐阜大学医学部附属病院 

今津 博雄 日本大学医学部附属板橋病院 

入澤 篤志 獨協医科大学 

魚住 祥二郎 昭和大学病院 

大森 薫 中津市立中津市民病院 

小原 勝敏 福島県立医科大学 

於保 和彦 一般（財）医療・介護・教育研究財団柳川病院 

加藤 慶三 新松戸中央総合病院 

古山 準一 北海道勤医協中央病院 

田橋 賢也 関西医科大学附属病院 

中澤 学 埼玉医科大学病院 

中村 真一 東京女子医科大学 

成高 義彦 東京女子医科大学 

馬場 俊之 昭和大学横浜市北部病院 

林 星舟  東京都保健医療公社大久保病院 

日高 央 北里大学 

廣岡 昌史 愛媛大学 

福本 晃平 市立奈良病院 

藤野 靖久 岩手医科大学 

古市 好宏 東京医科大学 

松井 繁長 近畿大学 

松村 雅彦 天理市立メディカルセンター 

村島 直哉 三宿病院 

山本 学  足立共済病院 

吉田 智治 小倉記念病院 

井上 博人 久留米大学病院 

岩瀬 弘明 国立病院機構名古屋医療センター 

岩本 拓也 山口大学医学部附属病院 

上嶋 昌和 奈良県総合医療センター 

江森 啓悟 久留米大学 

北川 翔 札幌厚生病院 

工藤 康一 済生会熊本病院 

佐藤 隆啓 厚生連総合病院札幌厚生病院 

髙木 慎太郎 広島赤十字・原爆病院 



長沖 祐子 広島大学病院 

龍華 庸光 若弘会若草第一病院 

渡辺 晃 福島県立医科大学 

瓦谷 英人 奈良県立医科大学附属病院 

久保川 賢 麻生飯塚病院 

小嶋 清一郎 東海大学医学部付属八王子病院 

白井 保之 小倉記念病院 

引地 拓人 福島県立医科大学附属病院 

松本 直樹 日本大学医学部 

村上 匡人 村上記念病院 

横山 圭二 福岡大学病院 

宮崎 慎一 鳥取生協病院 

重福 隆太 三重大学病院 

奥田 孝太郎 京都九条病院 

荒瀬 吉孝 東海大学医学部付属病院 

鷹取 元 金沢大学附属病院 
打矢 紘 埼玉医科大学病院 

藤山 俊一郎 虎の門病院分院 

 

〔 IVR 領域 〕 

荒木 拓次 山梨大学 

工藤 康一 済生会熊本病院 

小泉 淳  東海大学 

國分 茂博 新百合ヶ丘総合病院 

髙塚 健太郎 湘南藤沢徳洲会病院 

瀧川 政和 国立病院機構相模原病院 

田中 宏明 愛媛大学 

谷合 信彦 日本医科大学 

近森 文夫 田野病院 

中村 健治 (医)成和会ほうせんか病院 

廣田 省三 甲南病院 IVR センター 

山上 卓士 高知大学 

吉田 寛  日本医科大学 

和栗 暢生 新潟市民病院 

本田 実  戸塚共立第 2病院 

新井 弘隆 前橋赤十字病院 

石川 剛 山口大学医学部付属病院 

石川 達 済生会新潟第二病院 

田邊 暢一 国立病院機構仙台医療センター 



町田 卓郎 札幌センチュリー病院 

松浦 克彦 自治医科大学附属さいたま医療センター 

松岡 俊一 日本大学医学部附属板橋病院 

今井 幸紀 埼玉医科大学病院 

鶴崎 正勝 近畿大学医学部附属病院 

清末 一路 大分大学医学部附属病院 

丸野 美由希 大分大学医学部附属病院 

田上 秀一 久留米大学医学部放射線医学講座 

 

〔 手術療法領域 〕 

太田 正之 大分大学 

緒方 俊郎 聖マリア病院 

川中 博文 国立病院機構別府医療センター 

佐藤 好信 昭和大学藤が丘病院 

塚田 一博 富山大学 

堤 敬文  宗像医師会病院 

富川 盛雅 ハウステンボス・サテライト H2 クリニック博多 

野浪 敏明 国立病院機構東名古屋病院 

橋爪 誠  北九州中央病院 

吉田 大輔 田川市立病院 

江口 晋 長崎大学 

中沼 伸一 金沢大学 

赤星 朋比古 九州大学 

富安 真二朗 熊本労災病院 

長尾 吉泰 九州大学 

 

 


