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赤塚 壮太郎 三井記念病院 2007年04月01日

朝尾 哲彦 2017年04月01日

浅見 和弘 あさみ内科クリニック 2011年04月01日

東 剛司 東京都立多摩総合医療センター 2015年04月01日

天野 陽介 関東中央病院 2023年04月01日

有泉 裕嗣 2015年04月01日

安藤 弥生 2019年04月01日

生島 弘彬 NTT東日本関東病院 2023年04月01日

池田 剛 日本医科大学付属病院 2023年04月01日

石垣 和祥 東京大学医学部附属病院 2022年04月01日

石原 昌志 2023年04月01日

出雲 渉 東京女子医科大学病院 2023年04月01日

伊田 英恵 2021年04月01日

市川 靖子 帝京大学医学部附属病院 2010年04月01日

市場 保 すみれホームケアクリニック 2008年04月01日

市村 崇 厚生労働省 2010年04月01日

伊藤 亮治 花輪病院 2021年04月01日

稲垣 里奈 2016年04月01日

井上 大 東京都立多摩総合医療センター 2015年04月01日

井上 典仁 がん研究会有明病院 2020年04月01日

岩澤 俊一郎 中外製薬株式会社 2010年04月01日

上田 響子 2012年04月01日

上田 百合 東京医科大学病院 2020年04月01日

内野 慶太 NTT東日本関東病院 2010年04月01日

内海 裕文 2015年04月01日

浦崎 哲也 2019年04月01日

瓜生 英樹 東京慈恵会医科大学附属第三病院 2021年04月01日

宇和川 匡 東京慈恵会医科大学 2014年04月01日

江畑 貴大 国立がん研究センター研究所 2019年04月01日

王 暁斐 がん研究会有明病院 2019年04月01日

大井 肇 厚生労働省 2023年04月01日

大岡 真也 公立昭和病院 2016年04月01日

大木 暁 がん研究会有明病院 2013年04月01日
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大木 遼佑 がん研究会有明病院 2021年04月01日

大熊 遼太朗 昭和大学 2021年04月01日

大熊 ひとみ 2019年04月01日

大熊 裕介 国立がん研究センター中央病院 2013年04月01日

大下内 理紗 2018年04月01日

大隅 寛木 がん研究会有明病院 2018年04月01日

太田 修二 がん研究会 2016年04月01日

大竹 洋平 2021年04月01日

大場 彬博 国立がん研究センター中央病院 2022年04月01日

大場 大 東京目白クリニック 2011年04月01日

大本 晃弘 がん研究会有明病院 2017年04月01日

岡崎 聡 武蔵野赤十字病院 2023年04月01日

岡田 真央 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

岡野 尚弘 杏林大学医学部付属病院 2021年04月01日

岡部 聖一 東京医科大学 2007年04月01日

岡本 武士 がん研究会有明病院 2022年04月01日

沖田 南都子 国立がん研究センター中央病院 2008年04月01日

小倉 真理子 がん研究会有明病院 2010年04月01日

尾阪 将人 がん研究会有明病院 2010年04月01日

尾崎 由記範 2016年04月01日

小野 麻紀子 2010年04月01日

尾野村 麻以 2018年04月01日

尾松 公平 がん研究会有明病院 2012年04月01日

笠原 寿郎 日本医科大学 2007年04月01日

春日 章良 がん研究会有明病院 2012年04月01日

勝屋 友幾 2018年04月01日

加藤 俊介 順天堂大学大学院医学研究科 2006年04月01日

加藤 健 国立がん研究センター中央病院 2007年04月01日

金政 佑典 2017年04月01日

加納 嘉人 東京医科歯科大学病院 2014年04月01日

神山 祐太郎 東京慈恵会医科大学附属病院 2012年04月01日

河合 桐男 東京大学医学部附属病院 2021年04月01日

川上 和之 八王子消化器病院 2017年04月01日
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川崎 健太 2019年04月01日

川島 雅晴 東京慈恵会医科大学附属病院 2022年04月01日

川田 一郎 2018年04月01日

菊池 由宣 東邦大学医療センター大森病院 2011年04月01日

木澤 莉香 虎の門病院 2023年04月01日

岸 一馬 東邦大学医療センター大森病院 2009年04月01日

北園 聡 がん研究会有明病院 2011年04月01日

北園 美弥子 東京都立多摩総合医療センター 2011年04月01日

北野 敦子 聖路加国際病院 2018年04月01日

北野 滋久 がん研究会有明病院 2008年04月01日

城戸 秀倫 2017年04月01日

草野 善晴 がん研究会有明病院 2019年04月01日

楠原 正太 東京都済生会中央病院 2021年04月01日

楠本 壮二郎 昭和大学病院 2018年04月01日

倉持 英和 東京女子医科大学病院 2009年04月01日

古川 孝広 がん研究会有明病院 2010年04月01日

小島 勇貴 国立がん研究センター中央病院 2016年04月01日

小島 康志 国立国際医療研究センター病院 2009年04月01日

小林 隆之 がん研究会有明病院 2007年04月01日

小峯 弓子 2020年04月01日

小山 隆文 国立がん研究センター中央病院 2016年04月01日

近藤 俊輔 国立がん研究センター中央病院 2007年04月01日

後藤 宏顕 江戸川病院 2012年04月01日

後藤 悌 国立がん研究センター中央病院 2011年04月01日

齋藤 雄紀 東海大学医学部付属八王子病院 2009年04月01日

酒井 瞳 昭和大学 2018年04月01日

酒谷 俊雄 NTT東日本関東病院 2015年04月01日

佐々木 政興 杏雲堂病院 2016年04月01日

佐々木 隆 がん研究会有明病院 2011年04月01日

佐藤 千尋 2023年04月01日

佐藤 美紀子 2020年04月01日

佐藤 潤 国立がん研究センター中央病院 2020年04月01日

佐藤 靖祥 がん研究会有明病院 2016年04月01日
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里見 奈都子 アッヴィ合同会社 2018年04月01日

重松 康之 がん研究会有明病院 2016年04月01日

篠崎 英司 がん研究会有明病院 2008年04月01日

柴 知史 2015年04月01日

柴田 雅彦 2009年04月01日

下井 辰徳 国立がん研究センター中央病院 2015年04月01日

下田 由季子 2022年04月01日

下村 昭彦 国立国際医療研究センター病院 2015年04月01日

下山 達 東京都立駒込病院 2009年04月01日

宿谷 威仁 2013年04月01日

庄司 広和 2015年04月01日

白石 和寛 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

白石 英晶 2017年04月01日

白川 奈美 国立がん研究センター中央病院 2022年04月01日

白杉 由香理 三井記念病院 2010年04月01日

新垣 清登 国立がん研究センター 研究所 2020年04月01日

新野 祐樹 国立がん研究センター中央病院 2020年04月01日

末永 光邦 東京医科歯科大学 2007年04月01日

須河 恭敬 東京医療センター 2012年04月01日

菅野 哲平 2014年04月01日

杉山 勝紀 すぎやまクリニック 2010年04月01日

鈴木 達也 国立がん研究センター中央病院 2009年04月01日

鈴木 一史 2014年04月01日

須藤 洋崇 2019年04月01日

須藤 一起 国立がん研究センター中央病院 2017年04月01日

角南 久仁子 国立がん研究センター中央病院 2015年04月01日

陶山 浩一 虎の門病院 2013年04月01日

関 順彦 帝京大学 2011年04月01日

関 好孝 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 2011年04月01日

芹澤 信子 2021年04月01日

副島 研造 慶應義塾大学病院 2010年04月01日

平良 眞一郎 薬師堂診療所 2012年04月01日

高石 官均 慶應義塾大学 2007年04月01日
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髙木 浩一 聖路加国際病院 2011年04月01日

髙木 雄亮 株式会社 CureApp 2012年04月01日

髙島 淳生 国立がん研究センター中央病院 2009年04月01日

高野 夏希 2019年04月01日

高野 利実 がん研究会有明病院 2007年04月01日

高橋 深幸 災害医療センター 2022年04月01日

髙橋 宏通 2015年04月01日

高橋 俊二 がん研究会有明病院 2011年04月01日

髙橋 萌々子 2023年04月01日

高張 大亮 がん研究会有明病院 2008年04月01日

高見澤 重賢 NTT東日本関東病院 2022年04月01日

髙森 幹雄 東京都立多摩総合医療センター 2016年04月01日

高森 弘之 東京大学医科学研究所 2020年04月01日

竹内 優志 慶應義塾大学医学部 2020年04月01日

竹田 雄一郎 国立国際医療研究センター病院 2009年04月01日

立石 晶子 2022年04月01日

棚井 千春 NTT東日本関東病院 2010年04月01日

田中 裕子 2022年04月01日

田辺 裕子 2012年04月01日

谷山 智子 国立国際医療研究センター病院 2013年04月01日

田畑 健一 北里大学北里研究所病院 2012年04月01日

丹澤 盛 帝京大学医学部附属病院 2016年04月01日

陳 勁松 がん研究会有明病院 2012年04月01日

十九浦 宏明 あかり在宅クリニック 2017年04月01日

鶴谷 純司 昭和大学 先端がん治療研究所 2010年04月01日

寺井 秀樹 慶應義塾大学病院 2012年04月01日

戸塚 猛大 日本医科大学大学院医学研究科 2023年04月01日

友松 純一 がん研究会有明病院 2013年04月01日

虎澤 匡洋 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

内藤 智之 三井記念病院 2021年04月01日

仲 剛 国立国際医療研究センター病院 2012年04月01日

中川 優 2017年04月01日

中園 綾乃 東京都立多摩総合医療センター 2015年04月01日
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仲田 洋美 神宮外苑ミネルバクリニック 2011年04月01日

中根 実 武蔵野赤十字病院 2006年04月01日

仲野 兼司 2014年04月01日

仲野 彩 2020年04月01日

中村 卓 2014年04月01日

永崎 栄次郎 東京慈恵会医科大学附属病院 2012年04月01日

西川 忠曉 2022年04月01日

西澤 綾 東京都立駒込病院 2023年04月01日

西村 明子 2016年04月01日

西村 直樹 聖路加国際病院 2011年04月01日

野口 正朗 東京慈恵会医科大学附属第三病院 2016年04月01日

野口 瑛美 2017年04月01日

野田 翔子 2021年04月01日

野呂 林太郎 日本医科大学付属病院 2013年04月01日

箱崎 泰貴 東京都立駒込病院 2023年04月01日

橋本 佳奈 東京都立駒込病院 2023年04月01日

橋本 淳 2013年04月01日

橋本 典諭 2013年04月01日

荷見 よう子 三井記念病院 2015年04月01日

長谷川 司 2021年04月01日

浜本 康夫 慶應義塾大学 2008年04月01日

林 和美 2020年04月01日

林 秀幸 慶應義塾大学医学部 2017年04月01日

原 文堅 がん研究会有明病院 2012年04月01日

馬場 啓介 2023年04月01日

東山 量子 2023年04月01日

久金 翔 日本医科大学多摩永山病院 2017年04月01日

肱岡 範 国立がん研究センター中央病院 2014年04月01日

平田 賢郎 慶應義塾大学病院 2018年04月01日

平野 秀和 国立がん研究センター中央病院 2019年04月01日

廣瀬 俊晴 2023年04月01日

廣中 秀一 杏林大学医学部 2011年04月01日

深田 一平 2014年04月01日
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福泉 彩 日本医科大学付属病院 2018年04月01日

福岡 聖大 がん研究会有明病院 2016年04月01日

福田 貴規 東京大学医科学研究所 2022年04月01日

福田 直樹 がん研究会有明病院 2020年04月01日

福田 滉仁 2023年04月01日

福永 景子 2022年04月01日

福原 傑 2013年04月01日

藤田 充啓 2009年04月01日

藤原 康宏 2009年04月01日

船越 信介 東京都済生会中央病院 2013年04月01日

星野 舞 2022年04月01日

細永 真理 2013年04月01日

堀之内 秀仁 国立がん研究センター中央病院 2011年04月01日

本田 健 2015年04月01日

本間 義崇 2016年04月01日

前嶋 愛子 国立がん研究センター中央病院 2018年04月01日

前田 慶子 2018年04月01日

蒔田 真一 2017年04月01日

増田 健 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

増田 淳 がん研究会有明病院 2020年04月01日

松岡 弘道 2013年04月01日

松木 絵里 2012年04月01日

松田 正道 2007年04月01日

松田 真一朗 東京都立駒込病院 2019年04月01日

松山 眞人 2014年04月01日

丸木 雄太 国立がん研究センター中央病院 2021年04月01日

丸山 大 がん研有明病院 2008年04月01日

マーシャル 祥子 東京女子医科大学附属足立医療センター 2019年04月01日

三浦 勝浩 日本大学医学部 2010年04月01日

三浦 佳代 順天堂大学 2011年04月01日

三浦 裕司 虎の門病院 2010年04月01日

三嶋 裕子 がん研究会有明病院 2006年04月01日

水上 拓郎 NTT東日本関東病院 2023年04月01日
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水野 孝昭 国立がん研究センター中央病院 2021年04月01日

三ツ村 隆弘 虎の門病院 2023年04月01日

三森 友靖 2017年04月01日

宮永 晃彦 日本医科大学付属病院 2011年04月01日

宮本 信吾 日本赤十字社医療センター 2010年04月01日

宮脇 英里子 がん研究会有明病院 2021年04月01日

明星 智洋 江戸川病院 2009年04月01日

棟方 理 2013年04月01日

村橋 睦了 東京慈恵会医科大学 2012年04月01日

森 毅彦 東京医科歯科大学 2010年04月01日

森田 公夫 江戸川病院 2014年04月01日

門間 聡子 東京大学医科学研究所附属病院 2020年04月01日

矢崎 秀 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

矢島 陽子 アッヴィ合同会社 2013年04月01日

栁谷 典子 がん研究会有明病院 2011年04月01日

矢野 真吾 東京慈恵会医科大学附属病院 2009年04月01日

山内 浩文 2019年04月01日

山内 芳也 2023年04月01日

山口 法隆 八王子みなみ野病院 2017年04月01日

山口 智宏 ガーダントヘルスジャパン株式会社 2013年04月01日

山口 和久 東邦大学医療センター大森病院 2018年04月01日

山口 雄 2013年04月01日

山本 駿 国立がん研究センター中央病院 2022年04月01日

温泉川 真由 がん研究会有明病院 2009年04月01日

横山 和樹 2023年04月01日

吉岡 泰子 東部地域病院 2011年04月01日

吉川 明子 2015年04月01日

吉田 達哉 2013年04月01日

吉田 和史 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 2017年04月01日

米盛 勧 国立がん研究センター中央病院 2007年04月01日

四方田 真紀子 2015年04月01日

若槻 尊 2015年04月01日

和久井 大 東京慈恵会医科大学附属病院 2015年04月01日
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渡邊 清高 帝京大学医学部内科学講座 2022年04月01日

認定者数合計: 272名
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