
（50音順）

2018年度認定（認定期間：2019年1月1日～2023年12月31日）

青山　倫久　* 阿部　恵 岩﨑　新 忌部　尚　* 海老原　健　*

岡本　健志　* 後藤　元秀　* 斉藤　恵美子 谷口　由紀子　* 中村　利夫　*

新谷　哲司　* 廣田　雄輔　* 藤本　美香　*

2017年度認定（認定期間：2018年1月1日～2022年12月31日）

青谷　大介 明比　祐子 浅川　明弘　* 浅原　哲子 荒木　栄一

荒木　里香 有阪　治 有馬　寛 池田　弘毅 石垣　泰

石田　均 和泉　元衛 井田　みどり 乾　明夫 犬飼　敏彦

入江　潤一郎 上野　浩晶 上原　豊 卯木　智 絵本　正憲

尾池　雄一 大島　喜八 太田　正之 太田　節 大野　恭裕

岡内　幸義 岡田　健太 岡田　知雄 岡田　裕子　* 岡村　真太郎　*

岡本　元純 小川　佳宏 小川　渉 小田原　雅人 小鳥　真司

加隈　哲也 片桐　秀樹 門脇　孝 河合　俊英 川上　正舒

川村　光信 川本　俊治 菊池　透 木村　穣 吉良　友里　*

日下部　徹 久保　俊英 窪田　直人 栗原　進 栗山　洋

黒森　由紀 小坂　喜太郎 後藤　孔郎 後藤　尚 後藤　伸子　*

小林　淳二 斎藤　重幸 坂口　一彦　* 佐々木　秀行 佐藤　忍

佐藤　文彦 佐用　義孝 椎屋　智美 島田　昌彦　* 島野　仁

清水　弘行 下村　洋之助 白井　厚治 末廣　正 菅波　孝祥

杉原　茂孝 杉山　隆 鈴木　進 鈴木　亨　* 高橋　明雄

武田　仁勇 竹本　幸司 田所　直子 田中　大介 田中　智洋

田中　秀樹 田邉　真紀人 辻井　悟　* 寺井　崇二 寺内　康夫

土橋　一重 戸邉　一之 冨田　努 中尾　一和 中里　雅光

中島　英太郎 中村　武寛 中村　正 中山ひとみ　* 西　理宏

西川　哲男 西澤　均 西山　充 野田　光彦 野村　和弘　*

畑尾　史彦 花岡　郁子 花木　啓一 馬場　誠朗　* 原　光彦

藤倉　純二 藤本　一眞 平田　歩 平田　悠　* 藤城　緑　*

細田　公則 前川　聡 前川　智　* 前田　和久 前田　法一

正木　孝幸 益崎　裕章 桝田　出 松澤　佑次 松久　宗英

三浦　淳 水田　敏彦 宮　愛香　* 宮崎　滋 宮永　史子

宮本　恵宏 宮脇　尚志 森　昭裕　* 森　昌朋 森　豊

柳瀬　敏彦 矢野　裕 山内　敏正 山田　研太郎 山田　祐也

山本　寛 山本　幸代 横手　幸太郎 吉田　俊秀 吉永　正夫

脇　昌子 和田　淳

　日本肥満学会　肥満症専門医一覧

*：2017年度認定試験に合格され、新たに専門医となられた方です。

*：2018年度認定試験に合格され、新たに専門医となられた方です。
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　日本肥満学会　肥満症専門医一覧

2016年度認定（認定期間：2017年1月1日～2021年12月31日）

稲垣　恭子 今井　淳太 岩部　真人 勝田　秀紀 黒田　陽平

小暮　彰典 小林　有紗 楯谷　三四郎 辻　英之 永原　敬子

中村　昭伸 西尾　真一 西村　真理 野本　博司 松田　守弘

南　勲

2015年度認定（認定期間：2016年1月1日～2020年12月31日）

赤堀　弘 足立　雅広 阿部　百合子 小川　理 小内　裕

齋木　厚人 酒井　直 佐田　幸由 澤本　良子 田守　義和

中島　啓 春田　いづみ 古橋　眞人 丸山　哲弘 山田　豪

吉田　守美子 脇　裕典

2014年度認定（認定期間：2015年1月1日～2019年12月31日）

飯田　啓二 海老原　千尋 大黒　晴美 風間　美奈子 坂野　僚一

橡谷　真由 永礼　智基 藤原　貫爲 三好　秀明

2013年度認定（認定期間：2014年1月1日～2018年12月31日）

阿部　恵 岩﨑　新 斉藤　恵美子 佐藤　祐造

2012年度認定（認定期間：2013年1月1日～2017年12月31日）

青谷　大介 明比　祐子 浅原　哲子 足立　健 阿部　麻希子

荒木　栄一 荒木　俊介 荒木　里香 有阪　治 有馬　寛

粟田　卓也 池田　弘毅 石垣　泰 石田　均 和泉　元衛

井田　みどり 乾　明夫 犬飼　敏彦 井上　文夫 入江　潤一郎

岩島　保法 上野　浩晶 上原　豊 卯木　智 絵本　正憲

及川　眞一 尾池　雄一 大隈　和喜 大島　喜八 太田　正之

太田　節 大野　恭裕 岡内　幸義 岡嶋　泰一郎 岡田　健太

岡田　剛 岡田　知雄 岡本　元純 小川　佳宏 小川　渉

小田原　雅人 小鳥　真司 小沼　富男 加隈　哲也 片桐　秀樹

片山　茂裕 門脇　孝 川上　正舒 川村　光信 川本　俊治

河盛　隆造 河合　俊英 菊池　透 岸本　憲明 北野　正剛

木下　誠 木村　穣 日下部　徹 久保　千春 久保　俊英

窪田　直人 栗原　進 栗山　洋 黒森　由紀 小坂　喜太郎

児玉　多曜 後藤　孔郎 後藤　尚 小林　功 小林　淳二

斎藤　重幸 坂根　直樹 佐々木　秀行 佐藤　郁子 佐藤　忍

佐藤　譲 佐藤　文彦 佐用　義孝 椎屋　智美 島野　仁

清水　弘行 下村　洋之助 白井　厚治 末廣　正 菅波　孝祥

菅野　健太郎 杉原　茂孝 杉山　隆 鈴木　進 高橋　明雄

武田　仁勇 竹本　幸司 田所　直子 田中　克明 田中　大介

田中　智洋 田中　秀樹 田邉　真紀人 千原　和夫 陳　里菜

堤　幹宏 寺井　崇二 寺内　康夫 寺本　民生 土橋　一重
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戸邉　一之 冨田　努 中尾　一和 中里　雅光 中島　英太郎

中西　俊樹 中村　武寛 中村　正 南條　輝志男 西　理宏

西川　哲男 西澤　均 西澤　良記 西山　充 沼田　健之

野田　光彦 畑尾　史彦 花岡　郁子 花木　啓一 林　晃一

原　光彦 広瀬　寛 藤倉　純二 藤本　一眞 平田　歩

細田　公則 堀川　玲子 前川　聡 前田　和久 前田　法一

槇野　博史 正木　孝幸 益崎　裕章 桝田　出 松澤　佑次

松久　宗英 松本　俊夫 三浦　淳 水田　敏彦 宮崎　滋

宮永　史子 宮本　恵宏 宮脇　尚志 森　昌朋 森　豊

柳瀬　敏彦 矢野　裕 山内　敏正 山下　静也 山田　研太郎

山田　祐也 山本　寛 山本　幸代 横手　幸太郎 吉田　俊秀

吉永　正夫 脇　昌子 和田　淳


