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北海道ブロック

ブロック代表 西舘　敏彦 札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科 〒060-8556 札幌市中央区南1条西16丁目 011-611-2111

ブロック副代表 日野岡　蘭子 旭川医科大学病院　　看護部 〒078-8510旭川市緑が丘東2条1-1-1 0166-65-2111

東北ブロック

ブロック代表 舟山　裕士 仙台赤十字病院 外科 〒982-8501仙台市太白区八木山本町2-43-3 022‐243-1111

ブロック副代表 柴崎　真澄 サンセイ医機（株）オストミーグループ 〒963-8822福島県郡山市昭和2-11-5 0120-911-735

諸橋　一 弘前大学医学部消化器外科 〒036-8562青森県弘前市在府町5 0172-39-5079

松宮　むつ子 つがる総合病院　看護部 〒037-0074五所川原市字岩木町12-3 0173-35－3111

宮澤　秀章 秋田赤十字病院外科 〒010-1495秋田市上北手猿田字稲白沢222-1 018-829-5000

小松　恵智子 秋田赤十字病院　看護部　 〒010-1495秋田市上北手猿田字稲白沢222-1 018-829-5000

大塚　幸喜 岩手医科大学外科 〒020-8505盛岡市内丸19-1 019-651-5111

小田切　宏恵 盛岡赤十字病院　総合患者支援センター 〒020-8560盛岡市三本柳6-1-1 019-637-3111

舟山　裕士 仙台赤十字病院外科 〒982-8501仙台市太白区八木山本町2-43-3 022‐243-1111

熊谷　英子 むらた日帰り外科手術・WOCクリニック 〒982-0007仙台市太白区あすと長町1-2-1 022-395-8614

佐藤　敏彦 山形県立中央病院外科 〒990-2292山形市大字青柳1800 023-685-2626

片岡　ひとみ 山形大学医学部看護学科 〒990-9585山形市飯田西2-2-2 023-628-5432

大木　進司 福島県立医科大学消化管外科 〒960-1295福島市光が丘１ 024-547-1111

齋藤　優紀子 福島県立医科大学附属病院看護部 〒960-1295福島市光が丘１ 024-547-1111

北関東ブロック

ブロック代表 関原　正夫 生活協同組合　利根中央病院 〒378-0012沼田市沼須町910-1　 0278-22-4321

ブロック副代表 久住　美稚子 群馬県済生会前橋病院 〒371-0821前橋市上新田町564‐1 027‐252-6011

中村　純一 さいたま赤十字病院 〒330-8553さいたま市中央区新都心1-5 048-852-1111

清水　昌美 深谷赤十字病院 〒366-0052深谷市上柴町西5-8 048-571-1511

関原　正夫 生活協同組合　利根中央病院 〒378-0012沼田市沼須町910-1　 0278-22-4321

久住　美稚子 済生会前橋病院 〒371-0821前橋市上新田町564‐1 027‐252-6011

高木　和俊 独協医科大学　第2外科 〒321-0293下都賀郡丹壬生町北小林880 0282-86-1111

別府　薫 足利赤十字　看護部　 〒326-0843足利市五十部町284-1 0284-21-0121

東関東ブロック

ブロック代表 伊藤　雅昭 国立がん研究センター東病院　大腸外科 〒277-8577千葉県柏市 柏の葉６丁目５−１ 04-7133-1111

ブロック副代表 金成　尚子 水戸赤十字病院 〒310-0011水戸市三の丸3丁目12-48 029-221-5177

伊藤　雅昭 国立がん研究センター東病院　大腸外科 〒277-8577千葉県柏市 柏の葉6丁目5−1 04-7133-1111

大塚　眞由美　 船橋市立医療センター 〒273-8588船橋市金杉1-21-1 047-438-3321

榎本　剛史 筑波大学 医学医療系　消化器外科 〒305-8576つくば市天久保2-1-1 029-853-3900

金成　尚子　 水戸赤十字病院 〒310-0011水戸市三の丸3丁目12-48 029-221-5177
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東京ブロック

ブロック代表 船橋　公彦 東邦大学医療センター大森病院 〒143-8541大田区大森西6-11-1 03-3762-4151

ブロック副代表 工藤　礼子 国立がん研究センター中央病院 〒104-0045中央区築地5‐1‐1 03‐3542-2511

神奈川ブロック

ブロック代表 佐藤　武郎 北里大学病院 〒252-0375相模原市南区北里1-15-1 042-778-8111

ブロック副代表 野北　陽子 聖マリアンナ医科大学病院 〒216-8511川崎市宮前区菅生2-16-1 044-977-8111

甲信ブロック

ブロック代表 飯野　弥 市立甲府病院　外科 〒400-0832山梨県甲府市増坪町366番地 055-244-1111

ブロック副代表 近藤　恵子 長野県立大学 〒399-4117駒ヶ根市赤穂1694 0265-81-5100

飯野　弥 市立甲府病院　外科 〒400-0832山梨県甲府市増坪町366番地 055-244-1111

志村　友紀 山梨県立中央病院看護部 〒400-8506山梨県甲府市富士見1丁目1番1号 055-253-7111

安達  亙 富士見高原病院　外科 〒399-0214諏訪郡富士見町落合11100 0266-62-3030

近藤　惠子 長野県看護大学 〒399-4117駒ヶ根市赤穂1694 0265-81-5100

北陸ブロック

ブロック代表 藤田　秀人 金沢医科大学病院 〒920-0293石川県河北郡内灘町大学1‐1 076‐286-3511

ブロック副代表 安田　智美 富山大学医学部看護学科 〒930‐0194富山市杉谷2630 076-434-2281

亀山　仁史 新潟大学医歯学総合病院 〒951-8520新潟市中央区旭町通1-754 025-223-6161

森川　妙子 新潟大学医歯学総合病院 〒951-8520新潟市中央区旭町通1-754 025-223-6161

北條　荘三 富山大学附属病院 〒930-0194富山市杉谷2630 076-434-2281

安田　智美 富山大学医学部看護学科 〒930‐0194富山市杉谷2630 076-434-2281

五井　孝憲    福井大学医学部附属病院 〒910-1193吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 0776-61-3111

岡田　さおり 福井県立病院 〒910-8526福井県福井市四ツ井2丁目8番1号 0776-54-5151

中村　慶史 金沢大学附属病院 〒920-0934金沢市宝町13-1 076-265-2000

越田　貴美子 金沢大学附属病院 〒920-0934金沢市宝町13-1 076-265-2000

東海ブロック

ブロック代表 中村　利夫 藤枝市立総合病院 〒426-8677静岡県藤枝市駿河台4－1－11 054‐646-1111

ブロック副代表 柴田　佳久 豊橋市民病院 〒441-8570豊橋市青竹町字八間西50 0532-33-6111

ブロック副代表 水島　史乃 藤枝市立総合病院 〒426-8677静岡県藤枝市駿河台4－1－11 054‐646-1111

柴田　佳久 豊橋市民病院 〒441-8570豊橋市青竹町字八間西50 0532-33-6111

鈴木　雅恵 豊橋市民病院 〒441-8570豊橋市青竹町字八間西50 0532-33-6111

高橋　孝夫 岐阜大学 〒501-1194岐阜市柳戸1-1 058-230-6000

深尾　亜由美 岐阜大学 〒501-1194岐阜市柳戸1-1 058-230-6000
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東海ブロック

梅枝　覚 四日市羽津医療センター 〒510-0016四日市市羽津山町10-8 059－331-2000

大野　佳子 四日市羽津医療センター 〒510-0016四日市市羽津山町10-8 059－331-2000

中村　利夫 藤枝市立総合病院 〒426-8677静岡県藤枝市駿河台4－1－11 054‐646-1111

水島　史乃 藤枝市立総合病院 〒426-8677静岡県藤枝市駿河台4－1－11 054‐646-1111

関西ブロック

ブロック代表 西口　幸雄 大阪市立十三市民病院 〒532-0034 大阪府大阪市淀川区野中北2-12-27 06-6150-8000

ブロック副代表 南部　真里恵 堺市立総合医療センター 〒593-8304堺市西区家原寺町1‐1‐1 072‐272-1199

川島　市郎 京都民医連中央病院 〒604-8453京都市中央区西ノ京春日町16-1 075-822-2777

小原　優子 京都第一赤十字病院 〒605-0981京都市東山区本町15-749 075-561-1121

清水　智治 滋賀医科大学 〒520-2192大津市瀬田月輪町 077-548-2111

笠原　みすず 市立長浜病院 〒526-8580長浜市大戌亥町313番地 0749-68-2300

福永　睦　 兵庫県立西宮病院 〒662-0918西宮市六湛寺町13-9 0798-34-5151

大野　亜希子 宝塚市民病院 〒665-0827宝塚市小浜4-5-1 0797-87-1161 

西口　幸雄 大阪市立十三市民病院 〒532-0034大阪府大阪市淀川区野中北2-12-27 06-6150-8000

南部　真里恵 堺市立総合医療センター 〒593-8304堺市西区家原寺町1‐1‐1 072‐272-1199

小山　文一 奈良県立医科大学 〒634-8522橿原市四条町840 0744-22-3051

吉川　由紀 大和高田市立病院 〒635-8501大和高田市磯野北町 0745-53-2901

瀧藤　克也 済生会有田病院 〒643-0007有田郡湯浅町吉川52-6 0737-63-5561

西浦　一江 日本赤十字社和歌山医療センター 〒640-8558和歌山市小松原通4-20 073-422-4171

中国ブロック

ブロック代表 岡島　正純 広島市立広島市民病院 〒730-8518広島市中区基町7‐33 082‐221-2291

ブロック副代表 澤井　尚子 無所属

永坂　岳司 川崎医科大学付属病院 〒701-0192岡山県倉崎市松島577 086-462-1111

青井　美由紀 岡山大学病院 〒700-8558岡山市北区鹿田町2-5-1 086-223-7151

小島　康知 済生会呉病院  〒737-0821呉市三条２丁目１番１３号   0823-21-1601

堀　かをる 中電病院 〒730-8565広島県広島市中区大手町3-4-27 082-241-8221

山中　直樹 山口赤十字病院 〒753-0092山口県山口市八幡馬場53-1 083-923-0111

藤重　淳子 下関市立中央病院 〒750-852山口県下関市向洋町1丁目13-1 083-231-4111

百留　亮治 島根大学医学部附属病院 〒693-8501島根県出雲市塩冶町89-1 0853-23-2111

清水　美穂子 島根大学医学部附属病院 〒693-8501島根県出雲市塩冶町89-1 0853-23-2111

山本　学 鳥取大学医学部附属病院　 〒683-8504鳥取県米子市西町36-1 0859-33-1111

石原　千代美 鳥取大学医学部附属病院　 〒683-8504鳥取県米子市西町36-1 0859-33-1111
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四国ブロック

ブロック代表 臼杵　尚志 香川大学医学部附属病院 〒761-0793木田郡三木町池戸1750‐1 087‐898-5111

ブロック副代表 杉本　はるみ 愛媛大学医学部附属病院 〒791-0295東温市志津川 089-964-5111

臼杵　尚志 香川大学医学部附属病院 〒761-0793木田郡三木町池戸1750‐1 087‐898-5111

門田　千晶 香川大学医学部附属病院 〒761-0793木田郡三木町池戸1750‐1 087‐898-5111

徳永　卓哉 徳島大学病院　消化器・移植外科 〒770-8503徳島市蔵本町2丁目50-1 088-631-3111

三谷　和江 徳島大学病院 〒770-8503徳島市蔵本町2丁目50-1 088-633-7901

渡部　祐司 愛媛大学医学部 〒791-0295東温市志津川 089-964-5111

杉本 はるみ 愛媛大学医学部附属病院 〒791-0295東温市志津川 089-964-5111

井上 啓史 高知大学医学部 〒783-8505高知県南国市岡豊町小蓮185-1 088-866-5811

岡本 節 高知大学医学部附属病院 〒783-8505高知県南国市岡豊町小蓮185-1 088-866-5811

九州・沖縄ブロック

ブロック代表 赤木　由人 久留米大学病院 〒830-0011福岡県久留米市旭町67 0942-35-3311

ブロック副代表 石井　美紀子 河野粕屋病院 〒811-2129福岡県粕屋郡神武原６－１－１ 092-932-7300

平田　敬治 産業医科大学　 〒807-8556福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号 093-691-7441

高木　良重　 国際医療福祉大学 〒814-0001福岡市早良区百道浜１－７－４ 092-407-1993

山田　陽子 産業医科大学病院 〒807-8556福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘１番１号 093-603-1611

荒木　靖三 くるめ病院 〒839-0865福岡県久留米市新合川2-2-18 0942-43-5757

篠原　徹雄  福西会病院　 〒814-0171福岡市早良区野芥1-2-36 092-861-2780

福永　光子 高野会　高野病院 〒862-0971熊本県熊本市中央区大江3 丁目２−５５ 096-320-6500

山形　朝子 済生会熊本病院 〒861-4193熊本県熊本市南区近見5-3-1 096-351-8000 

松北　直美 荒尾市民病院 〒864-0041熊本県荒尾市荒尾2600番地 0968-63-1115

宮原　ひろみ 人吉医療センター 〒868-8555 熊本県人吉市老神町35 0966-22-2191

真方　美紀 鹿児島市立病院 〒890-8760鹿児島県鹿児島市上荒田町３７−１ 099-230-7000

宮薗　幸江 鹿児島大学病院 〒890-0075鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘８−３５−１ 099-275-5111

澤井　照光 長崎大学医学部 〒852-8520長崎県長崎市坂本１丁目７番１号 095-819-7990

入江　弘美 長崎大学病院 〒852-8501長崎県長崎市坂本１丁目７番１号 095-819-7200

福岡　秀敏 諫早総合病院 〒854-8501長崎県諫早市永昌東町24-1 0957-22-1380

鮫島　隆一郎 唐津赤十字病院　 〒847-8588佐賀県唐津市和多田２４３０ 0955-72-5111

江口　忍 佐賀県医療センター好生館 〒840-8571佐賀市嘉瀬町大字中原 400 0952-24-2171

東武　昇平 佐賀大学医学部附属病院 〒849-8501佐賀市鍋島五丁目１番１号 0952-31-6511

猪股　雅史 大分大学医学部附属病院 〒879-5593大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地 097-549-4411

芦田　幸代 大分岡病院 〒870-0192大分県大分市西鶴崎3-7-11 097-522-313

佛坂　正幸 潤和会記念病院 〒880-2112宮崎県宮崎市小松１１１９番地 0985-47-5555

児玉　裕子 宮崎大学医学部附属病院 〒889-1692宮崎県宮崎市清武町木原5200 0985-85-1510
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九州・沖縄ブロック

新垣　淳也 浦添総合病院 〒901-2132沖縄県浦添市伊祖４丁目１６−１ 098-878-0231

平良　智恵美 琉球大学医学部附属病院 〒903-0125沖縄県中頭郡西原町字上原２０７番地 098-895-3331
沖縄県


