
日本病理学会コンサルテーションシステム 謝辞 

令和２年度日本病理学会コンサルテーションシステムにおきまして、ご尽力を賜りま

したコンサルタントの先生方に心より感謝申し上げます。本システムのコンサルテーシ 

ョンをお引き受けくださった先生方を以下に記載させて頂きます。

令和 3 年 6 月吉日 
一般社団法人 日本病理学会

理事長  北川 昌伸
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けくださった先生方を以下に記載させて頂きます。                 
令和 3 年 6 月吉日 

一般社団法人 日本病理学会 
理事長  北川 昌伸 

 

 

相島 慎一  味岡 洋一  新井 冨生  池田 善彦  伊古田 勇人 石川 雄一 

石田 剛   泉 美貴   伊藤 雅文  今北 正美  今村 好章  入江 太朗 

岩田 純   岩渕 三哉  上杉 憲幸  植田 初江  牛久 哲男  浦野 誠 

大江 知里  大喜多 肇  大島 孝一  大林 千穂  岡 輝明   尾島 英知 

小田 義直  海崎 泰治  覚道 健一  鹿毛 政義  笠井 孝彦  加藤 省一 

亀山 香織  川本 雅司  清川 貴子  草野 弘宣  九嶋 亮治  黒住 昌史 

古賀 佳織  後藤 啓介  小西 英一  小森 隆司  近藤 哲夫  桜井 孝規 

佐々木 恵子 笹島 ゆう子 笹野 公伸  佐藤 孝   柴原 純二  渋谷 和俊 

城 謙輔   菅井 有   杉山 迪子  鈴木 正章  鷹橋 浩幸  高橋 美紀子 

竹下 盛重  田中 伸哉  田中 祐吉  田丸 淳一  蔦 幸治   津田 均 

土屋 眞一  都築 豊徳  堤 寛    手島 伸一  土居 正知  豊澤 悟 

長尾 俊孝  長坂 徹郎  中嶋 安彬  長嶋 洋治  名方 保夫  中谷 行雄 

中峯 寛和  中村 直哉  仁木 利郎  西田 陽登  二村 聡   野口 雅之 

野島 孝之  羽尾 裕之  羽賀 千都子 長谷川 匡  長谷川 博雅 畠山 金太 

林 博之   久岡 正典  比島 恒和  平戸 純子  蛭田 啓之  廣川 満良 

廣瀬 隆則  廣田 誠一  福永 真治  藤本 正数  堀井 理絵  本間 慶一 

本間 琢   増井 憲太  増田 しのぶ 松岡 健太郎 松野 吉宏  松本 俊治 

三上 修治  三上 芳喜  湊 宏    南口 早智子 宮内 睦美  美山 優 

村田 晋一  元井 亨   森谷 鈴子  森谷 卓也  八尾 隆史  安川 覚 

安田 政実  谷田部 恭  柳井 広之  柳澤 昭夫  山口 岳彦  山元 英崇 

横尾 英明  吉田 朗彦  吉野 正   若狹 研一  渡邊 隆弘  渡邊 麗子 
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