
消化管外科 施設名 施設代表者 肝胆膵外科 施設名 代表者

1 恵佑会札幌病院 細川　正夫 1
東京大学　肝胆膵外科･人工臓器移植
外科

長谷川　潔

2
千葉大学大学院医学研究院
先端応用外科学

松原　久裕 2 獨協医科大学　第２外科 窪田　敬一

3 がん研有明病院 山口　俊晴 3
大阪市立大学大学院医学研究科
肝胆膵外科

久保　正二

4 慶應義塾大学　一般・消化器外科 北川　雄光 4
熊本大学大学院生命科学研究部
消化器外科

馬場　秀夫

5
横浜市立大学附属市民総合医療
センター消化器病センター

國崎　主税 5 関西医科大学　外科 海堀 昌樹

6 北里大学 　一般・消化器外科 比企　直樹 6 長崎大学　移植･消化器外科 江口　晋

7
京都府立医科大学大学院医学研
究科消化器外科

大辻　英吾 7
東北大学大学院医学系研究科
消化器外科･生体調節外科

海野　倫明

8 兵庫医科大学　炎症性腸疾患外科 池内　浩基 8
広島大学大学院医系科学研究科
消化器・移植外科学

大段　秀樹

9 藤田医科大学総合消化器外科 花井　恒一 9
北海道大学大学院医学研究科
消化器外科学分野II

平野　聡

10
岐阜大学大学院医学研究科
腫瘍外科学

吉田　和弘 10
千葉大学大学院医学研究院
臓器制御外科

大塚　将之

11
大阪医科薬科大学
一般・消化器･小児外科

奥田　準二 11
横浜市立大学大学院医学研究科
消化器･腫瘍外科

遠藤　格

12
大阪大学大学院医学系研究科
外科学講座消化器外科学

土岐　祐一郎 12 和歌山県立医科大学　第２外科 山上　裕機

13 佐賀大学　一般・消化器外科 能城　浩和 13
九州大学大学院医学研究院
臨床･腫瘍外科

中村　雅史 

14
熊本大学大学院生命科学研究部
消化器外科

馬場　秀夫 14
東邦大学医療センター大森病院
消化器外科

船橋　公彦

15 虎の門病院 宇田川　晴司 15
東京医科大学消化器・小児外科
分野

土田　明彦

16
東京慈恵会医科大学外科学講座
消化器外科

三森　教雄 16 杏林大学　消化器・一般外科 阪本　良弘

17 防衛医科大学校 上野　秀樹
18 久留米大学　消化器外科 赤木　由人

乳腺外科 施設名 代表者 小児外科 施設名 代表者

1
国立病院機構　北海道がん
センター乳腺外科

髙橋　將人 1
北海道立子ども総合医療・療育
センター

平間　敏憲

2
岩手県立中央病院
乳腺外科･内分泌外科

大貫　幸二 2 自治医科大学　小児外科 小野　滋

3 星総合病院 野水　整 3 筑波大学医学医療系小児外科 増本　幸二
4 筑波メデイカルセンター病院乳腺科 植野　映 4 杏林大学　小児外科 浮山　越史

5
埼玉医科大学国際医療センター
乳腺腫瘍科

佐伯　俊昭 5 慶應義塾大学　小児外科 黒田　達夫

6
順天堂大学順天堂医院乳腺
内分泌外科

斎藤　光江 6 国立成育医療研究センター外科 金森　豊

7 聖路加国際病院乳腺外科 山内　英子 7 東京大学医学部小児外科 藤代　準
8 昭和大学乳腺外科 中村　清吾 8 順天堂大学　小児外科 山高　篤行
9 日本大学　乳腺内分泌外科 多田　敬一郎 9 名古屋大学　小児外科 内田　広夫

10 亀田総合病院乳腺科 福間　英祐 10 京都府立医科大学小児外科 田尻　達郎

11
聖マリアンナ医科大学
乳腺・内分泌外科

津川浩一郎 11 大阪大学医学部小児成育外科 奥山　宏臣

12 福井県済生会病院外科 笠原　善郎 12 兵庫県立こども病院小児外科 前田　貢作

13
三重大学大学院医学系研究科
乳腺外科学講座

小川　朋子 13 久留米大学　小児外科 八木　実

14 川崎医科大学乳腺甲状腺外科 紅林　淳一
15 高知大学病院外科学講座（外科１） 杉本　健樹
16 北九州市立医療センター外科 光山　昌珠
17 JCHO久留米総合病院外科 田中　眞紀
18 相良病院 相良　吉昭

呼吸器外科 施設名 代表者　 心臓血管外科 施設名 代表者　

1
北海道大学病院
循環器・呼吸器外科

加賀　基知三 1 京都府立医科大学心臓血管外科学 夜久　均

2 山形大学医学部附属病院第２外科 大泉　弘幸 2 大阪大学病院心臓血管外科 澤　芳樹
3 筑波大学附属病院呼吸器外科 佐藤　幸夫 3 順天堂大学順天堂医院心臓血管外科 天野　篤

4
埼玉医科大学国際医療センター
呼吸器外科

坂口　浩三 4 倉敷中央病院心臓血管外科 小宮　達彦

5 順天堂大学順天堂医院呼吸器外科 鈴木　健司 5 岩手医科大学病院心臓血管外科 岡林　均
6 杏林大学外科（呼吸器・甲状腺） 近藤　晴彦 6 東京女子医科大学病院心臓血管外科 新浪　博士
7 聖隷三方原病院呼吸器外科 丹羽　宏 7 神戸大学病院心臓血管外科 大北　裕

8
京都大学医学部付属病院
呼吸器外科

伊達　洋至 8 滋賀医科大学病院心臓血管外科 浅井　徹

9
大阪大学医学部付属病院
呼吸器外科

奥村 明之進 9 横浜市立大学病院心臓血管外科 益田　宗孝

10 鳥取大学医学部付属病院胸部外科 中村　廣繁 10 静岡県立こども病院 坂本喜三郎

11
福岡大学病院呼吸器・乳腺
内分泌・小児外科

岩﨑　昭憲 11 兵庫県立こども病院心臓血管外科 大嶋　義博

12
長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科腫瘍外科

永安　武 12 東京慈恵会医科大学外科学講座 大木　隆生

13 大分大学医学部呼吸器・乳腺外科 杉尾　賢二

14
社会医療法人　系愛会中頭病院
呼吸器外科

大田　守雄

移植外科 施設 代表者

1
大阪大学大学院医学系研究科
外科学講座消化器外科学

土岐　祐一郎

研修施設


