
日本消化器病学会北陸支部評議員名簿（2023年1月1日）

支部評議員 92　名

本部評議員 29　名

本部理事 0　名

本部執行評議員 0　名

本部財団評議員 3　名

金沢大学医学部 消化器内科 山下 太郎 水腰 英四郎 荒井 邦明 富山大学医学部 三内 安田 一朗 田尻 和人 安藤 孝将

胃腸外科 稲木 紀幸 森山 秀樹 南條 宗八

肝胆膵・移植外科 八木 真太郎 二外 藤井 努

がん研内科 大坪 公士郎 地域医療総合支援学講座 峯村 正実

がん研外科 ※源 利成 臨床腫瘍学講座 梶浦 新也

先進予防医学研究センター 山下 竜也 光学医療診療部 藤浪 斗

光学診療部 鷹取 元 富山県立中央病院 消化器内科 酒井 明人 松田 充 松田 耕一郎

先端医療技術学 本多 政夫 消化器腫瘍内科 小川 浩平

金沢医科大学   一般･消化器外科 高村 博之 ※上田 順彦 藤田 秀人 外科 加治 正英

宮下 知治 富山市民病院 消化器内科 水野 秀城

肝胆膵内科 土島 睦 利國 信行 外科 ※藤村 隆

消化器内視鏡学 向井 強 松永 和大 富山労災病院 外科 角谷 直孝

金沢医療センター 消化器内科 加賀谷 尚史 小村 卓也 黒部市民病院 消化器内科 辻 宏和 矢野 正明

石川県立中央病院 内科 岡田 俊英 土山 寿志 竹村 健一 富山赤十字病院 外科 佐々木 正寿

済生会金沢病院 消化器科 代田 幸博 厚生連高岡病院 消化器内科 ※寺田 光宏

外科 龍澤 泰彦 市立砺波総合病院 消化器内科 河合 博志 北村 和哉

金沢市立病院 消化器内科 ※松下 栄紀 大石 尚毅 高岡市民病院 外科 薮下 和久

公立羽咋病院 消化器内科 川口 和紀 金沢医科大学氷見市民病院 一般・消化器外科 木南 伸一

金沢赤十字病院 消化器内科 寺﨑 修一 済生会富山病院 外科 坂東　正

外科 二上　文夫 厚生連滑川病院 消化器内科 小栗 光

恵寿総合病院 消化器内科 守護 晴彦 南砺市民病院 ※清水 幸裕

加賀市医療センター 消化器内科 冨永 桂 富山県 ※里村 吉威 荻野 英朗 齊藤 奈津子

河北中央病院 渕﨑 宇一郎 福井大学医学部 二内 中本 安成 松田 秀岳 髙橋 和人

石川県 酒井 佳夫 堀井 里和 濱田 和 内藤 達志

田中 知子

一外 五井 孝憲

光学医療診療部 大谷 昌弘

名誉評議員 高島 茂樹 高瀬 修二郎 田中 三千雄 がん診療推進センター 廣野 靖夫

永川 宅和 三輪 晃一 田中 延善 福井県立病院 消化器内科 青柳 裕之 波佐谷 兼慶 砂子阪 肇

山口 明夫 鵜浦 雅志 野田 八嗣 外科 二宮　致

杉山 敏郎 小坂 健夫 清水 康一 病理診断科 海崎 泰治

大井 章史 太田 哲生 米島 學 福井県済生会病院 消化器内科 ※野ツ俣 和夫 ※渡邊 弘之 平松 活志

金子 周一 萱原 正都 外科 宗本 義則

福井赤十字病院 消化器内科 山崎 幸直

市立敦賀病院 太田 肇

敦賀医療センター 外科 飯田 敦

福井厚生病院 消化器内科 東田 元

外科 服部 昌和

福井勝山総合病院 消化器内科 須藤 弘之 大藤 和也

※ 任期：2023年12月31日まで（定年） 織田病院 根本 朋幸

所属 氏名 所属 氏名


