
単孔式内視鏡手術研究会 役員 

（2015年 8月 27日現在） 

顧問 

木村 泰三 富士宮市立病院 名誉院長 

松本 純夫 国立病院機構東京医療センター 名誉院長 

徳村 弘実 東北労災病院 外科 副院長 

   

代表世話人 

森 俊幸 杏林大学外科（消化器・一般） 教授 

岡島 正純 広島市立広島市民病院 外科 副院長 

   

運営委員兼世話人 （20名） 

飯田 敦 国立病院機構敦賀医療センター 副院長 

井谷 史嗣 広島市立広島市民病院 外科 部長 

金澤 旭宣 田附興風会医学研究所北野病院 消化器センター外科 副部長 

金田 悟郎 国立病院機構相模原病院 外科 統括診療部長 

金平 永二 メディカルトピア草加病院 院長 

AMG内視鏡外科アカデミー 代表 

北城 秀司 斗南病院 外科 部長 

木下 敬弘 国立がん研究センター東病院 上腹部外科 医長 

鈴木 憲次 富士宮市立病院 外科 科長 

関本 貢嗣 国立病院機構大阪医療センター 外科 特命副院長 

多賀谷 信美 獨協医科大学 第二外科 准教授 

竹政 伊知朗 大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座消化器外科学 講師 

田中 淳一 昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科 教授 

田邉 稔 東京医科歯科大学 肝胆膵・総合外科 教授 

内藤 剛 東北大学大学院外科病態学 消化器外科学分野 講師 

福永 正氣 順天堂大学医学部附属浦安病院 外科 教授 

藤井 秀則 福井赤十字病院 外科 部長 

松田 年 神楽坂 DSマイクリニック 内視鏡手術センター長 

宮島 伸宜 聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器病センター 病院長 

安田 一弘 大分大学医学部 第一外科 講師 

山本 学 足立共済病院 院長 

（50音順） 



世話人 （165名） 

秋田 英俊 安城更生病院 泌尿器科 代表部長 

明楽 重夫 日本医科大学 産婦人科学教室 教授 

浅尾 高行 群馬大学大学院 病態総合外科 准教授 

朝隈 光弘 大阪医科大学 一般・消化器外科 助教 

浅野 之夫 藤田保健衛生大学 総合外科・膵臓外科 講師 

阿部 展次 杏林大学医学部外 科学教室 講師 

荒金 太 熊本赤十字病院 産婦人科 部長 

安藤 正明 倉敷成人病センター 婦人科 副院長 

伊熊 健一郎 谷川記念病院 副院長 

池田 英二 岡山赤十字病院 外科 副部長 

池田 直也 奈良県西和医療センター 外科 部長 

石井 啓一 大阪市立総合医療センター 泌尿器科・小児泌尿器科 副部長 

石井 健一郎 国立病院機構相模原病院 外科 医長 

石井 正紀 高麗会笛吹中央病院 外科 医長 

磯部 陽 独立行政法人東京医療センター 外科 統括診療部長 

伊藤 雅昭 国立がん研究センター東病院 下部消化管外科 医長 

伊東 昌広 藤田保健衛生大学 総合外科・膵臓外科 准教授 

稲垣 均 医療法人いながきクリニック 院長 

稲木 紀幸 石川県立中央病院消化器 外科 医長 

稲嶺 進 大浜第一病院 外科・内視鏡外科 内視鏡外科部長 

井上 晴洋 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 教授 

井上 弘 聖路加国際病院 消化器・一般外科 医長 

今本 治彦 近畿大学医学部 外科 内視鏡外科部門 教授 

植松 大 佐久総合病院 消化器外科 副部長 

内田 一徳 広島厚生病院 外科 

内山 和久 大阪医科大学 一般消化器外科 教授 

梅澤 昭子 四谷メディカルキューブ きずの小さな手術センター 外科部長 

浦上 秀次郎 独立行政法人東京医療センター 外科 医員 

漆原 貴 県立広島病院 消化器外科 主任部長 

大木 進司 福島県立医科大学 器官制御外科 准教授 

大田 貢由 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 准教授 

大平 猛 九州大学 先端医療イノベーションセンター 教授 

大森 健 大阪府立成人病センター 消化器外科 副部長 

桶川 隆嗣 杏林大学 泌尿器科 准教授 



小澤 孝一郎 公立置賜総合病院 外科 診療部長 

小澤 壯治 東海大学医学部 消化器外科 教授 

小濱 和貴 京都市立病院 消化器外科 副部長 

小原 航 岩手医科大学 泌尿器科 教授 

小村 伸朗 東京慈恵会医科大学外科学講座 消化管外科 診療部長、准教授 

海津 貴史 北里大学 外科 助教 

笠間 和典 四谷メディカルキューブ きずの小さな手術センター 減量外科 センター長 

勝野 剛太郎 順天堂大学医学部附属浦安病院 外科 助教 

金尾 祐之 倉敷成人病センター 産婦人科 医長 

金澤 秀紀 国立病院機構相模原病院 外科 医長 

金丸 太一 セコム医療システム株式会社 運営管理部 

釜井 隆男 獨協医科大学 泌尿器科 主任教授 

亀山 哲章 国際親善総合病院 外科 部長 

亀山 仁史 新潟大学医歯薬学総合研究科 消化器・一般外科 助教 

河内 明宏 滋賀医科大学 泌尿器科学講座 教授 

河原 秀次郎 東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科 准教授 

川村 秀樹 北海道大学医学研究科 消化器外科学分野Ⅰ 特任講師 

菊地 盤 順天堂大学医学部附属浦安病院 産婦人科 先任准教授 

北村 雅也 北村ファミリークリニック 院長 

木下 秀文 関西医科大学附属枚方病院 腎泌尿器外科 准教授 

國崎 主税 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 外科 教授 

熊切 順 順天堂大学医学部産婦人科 准教授 

倉田 昌直 がん・感染症センター都立駒込病院 肝胆膵外科 医長 

黒木 保 長崎大学大学院医歯薬総合研究科 移植・消化器外科 講師 

黒田 大介 北播磨総合医療センター 外科・消化器外科 副院長兼総括部長 

見城 明 福島県立医科大学 臓器再生科学講座 助教 

國場 幸均 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 一般・消化器外科 部長、教授 

小嶋 一幸 東京医科歯科大学 低侵襲医学研究センター 副センター長、教授 

小島 正夫 那須赤十字病院 外科 手術部長兼第二外科部長 

後町 武志 東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科 助教 

小林 道也 高知大学医学部 医療学講座医療管理学分野 教授 

小山 文一 奈良県立医科大学 消化器・総合外科学教室 

  奈良県立医科大学附属病院 中央内視鏡・超音波部 准教授 

小山 善久 一般財団法人大原綜合病院 外科 副院長 

斉田 芳久 東邦大学医療センター大橋病院 第三外科 准教授 

坂田 晃一朗 社会保険下関厚生病院 副院長・外科部長 



坂本 一博 順天堂大学医学部 下部消化管外科 教授 

佐々木 章 岩手医科大学 外科学講座 教授 

佐々木 秀郎 聖マリアンナ医科大学 腎泌尿器外科 講師 

笹田 大敬 五所川原市立西北中央病院 外科 第四科長 

佐藤 文憲 大分大学医学部 腎泌尿器外科学 准教授 

七里 泰正 大津市民病院 泌尿器科 

柴尾 和徳 産業医科大学 第一外科 講師 

清水 伸幸 医療法人財団順和会山王病院 外科 外科部長 

  国際医療福祉大学臨床医学研究センター 教授 

清水 康仁 千葉市立青葉病院 外科 消化器外科部長 

下松谷 匠 長浜赤十字病院 外科 第二外科部長 

進藤 吉明 中通総合病院消化器外科 科長 

杉本 真樹 神戸大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野 特命講師 

鈴木 英之 日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター 病院教授（部長） 

鈴木 信 群馬大学大学院医学系研究科病態総合外科学 講師 

関 利盛 市立札幌病院泌尿器科 院長、病院管理者 

高木 剛 西陣病院外科 副部長 

瀧口 修司 大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科 助教 

瀧藤 克也 和歌山県立医科大学 中央内視鏡部第 2外科 准教授（次長） 

田尻 道彦 神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器外科 副院長、呼吸器外科部長 

田上 和夫 上野外科胃腸科病院 院長 

土屋 雄彦 東邦大学医療センター大森病院 産婦人科 講師 

土谷 順彦 秋田大学大学院医学系研究科 腎泌尿器科学講座 准教授 

出口 義雄 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 講師 

富川 盛雅 九州大学病院 先端医工学診療部 准教授 

外山 栄一郎 熊本再春荘病院 外科 医長 

豊川 晃弘 淀川キリスト教病院 副院長、外科主任部長 

内藤 稔 岡山医療センター 外科 医長 

内藤 泰行 京都府立医科大学医学研究科 泌尿器外科 講師 

永仮 邦彦 順天堂大学医学部附属浦安病院 外科 講師 

中川 健 慶應義塾大学医学部 泌尿器科 准教授 

中島 清一 大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科 助教 

永田 直幹 北九州総合病院 院長 

中西 正芳 京都府立医科大学 消化器外科 講師 

長浜 雄志 東京都保険医療公社豊島病院 外科 外科部長 

中原 雅浩 JA尾道総合病院 消化器外科 主任部長 



納谷 幸男 帝京大学ちば総合医療センター 泌尿器科 教授 

西崎 正彦 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器外科学 助教 

西村 淳 厚生連長岡中央綜合病院 消化器病センター・外科 部長 

萩池 昌信 香川大学医学部 消化器外科 助教 

萩原 謙 駿河台日本大学病院 消化器外科 助教 

長谷川 格 済生会小樽病院 外科 副院長 

蜂須賀 丈博 市立四日市病院 外科 中央手術部長 

服部 浩次 行徳総合病院 内視鏡外科センター 内視鏡外科センター長 

羽渕 友則 秋田大学大学院医学系研究科 腎泌尿器科学 教授 

林 賢 長野市民病院 外科 科長 

伴 大輔 東京医科歯科大学医学部附属病院 低侵襲医学研究センター（肝胆膵外科） 

助教 

伴登 宏行 石川県立中央病院 消化器外科 診療部長 

比企 直樹 がん研有明病院 消化器外科  

上部消化管外科管理部門副部長 栄養管理部部長 

日比 健志 昭和大学藤が丘病院 消化器外科 教授 

平能 康充 福井県立病院 外科 医長 

蛭川 浩史 立川メディカルセンター立川綜合病院 外科 主任医長 

廣 純一郎 三重大学医学部 消化管外科 助教 

福永 哲 順天堂大学医学部 消化器・低侵襲外科 教授 

福長 洋介 がん研有明病院 消化器センター外科 医長 

藤井 正一 帝京大学医学部付属病院 外科 講師 

舟本 寛 富山県立中央病院 産婦人科 産婦人科、手術部長 

古畑 智久 札幌医科大学 第一外科 准教授 

星 昭夫 東海大学医学部 外科学系泌尿器科学 講師 

細井 則人 東京北社会保険病院 外科 医長 

細内 康男 済生会前橋病院 外科・腹腔鏡外科センター センター長 

堀口 明彦 藤田保健衛生大学 総合外科・膵臓外科 教授 

本田 五郎 がん・感染症センター都立駒込病院 肝胆膵外科 外科医長 

前村 公成 鹿児島大学大学院医歯薬学総合研究科 腫瘍制御学・消化器外科学 助教 

増田 典弘 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 外科 統括診療部長 

松田 宙 大阪府立急性期・総合医療センター 外科 副部長 

松原 昭郎 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 腎泌尿器科学 教授 

三浦 義夫 益田赤十字病院 外科 第二外科部長 

三澤 一成 愛知がんセンター中央病院 消化器外科 医長 

三澤 健之 東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科 



三股 浩光 大分大学医学部 腎泌尿器外科学講座 教授 

宮川 雄輔 昭和伊南総合病院 外科 科長 

三宅 秀明 神戸大学大学院医学研究科外科学系講座 腎泌尿器科学分野 准教授 

宮下 正 静岡市立静岡病院 外科 副院長 

宮嶋 哲 慶應義塾大学医学部 泌尿器科学 准教授 

宗像 康博 長野市民病院 消化器外科 副院長 

盛 真一郎 鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科 助教 

森田 峰人 東邦大学医学部 産科婦人科学講座 教授 

八岡 利昌 昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科 講師 

柳 政行 済生会川内病院 外科 内視鏡外科手術部長 

矢野 文章 東京慈恵会医科大学 外科学講座 講師 

藪下 和久 高岡市民病院 外科 主任部長 

山口 浩和 公立昭和病院 外科 副部長 

山下 裕一 福岡大学医学部 消化器外科 教授 

山道 啓吾 大阪府済生会泉尾病院 外科 副院長 

山本 純也 福岡輝栄会病院 外科 部長 

吉川 幸造 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 消化器・移植外科 講師 

吉羽 秀麿 獨協医科大学越谷病院 外科 講師 

吉村 耕治 静岡県立総合病院 泌尿器科 腎センター長、泌尿器科部長 

若月 俊郎 鳥取大学医学部 病態制御外科学 准教授 

若林 剛 上尾中央総合病院 外科 診療顧問 

和田 真一郎 手稲渓仁会病院 産婦人科 副部長 

和田 則仁 慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科 専任講師 

和田 英俊 浜松医科大学 第一外科 講師 

渡邉 純 横須賀共済病院 外科 医長 

渡邉 学 東邦大学医療センター大橋病院 第三外科 准教授 

渡部 祐司 愛媛大学 消化管・腫瘍外科 教授 

（50音順） 


