
日本呼吸器外科学会認定ロボット支援手術プロクター名簿 

 

 

氏名 所属 

吾妻 寛之 諏訪赤十字病院呼吸器外科 

安達 大史 北海道がんセンター呼吸器外科 

穴山 貴嗣 近森病院呼吸器外科 

安藤 耕平 東京品川病院呼吸器外科 

飯村 泰昭 市立釧路総合病院外科 

池田 直樹 堺市立総合医療センター呼吸器外科 

井坂 珠子 東京女子医科大学病院呼吸器外科 

伊坂 哲哉 神奈川県立がんセンター呼吸器外科 

井坂 光宏 静岡県立静岡がんセンター呼吸器外科 

石川 善啓 横浜市立大学附属病院呼吸器外科 

石倉 久嗣 徳島赤十字病院外科 

一瀬 淳二 がん研究会有明病院呼吸器センター外科 

市村 秀夫 筑波大学呼吸器外科 

井上 匡美 京都府立医科大学呼吸器外科学 

井上 芳正 済生会横浜市東部病院呼吸器外科 

今西 直子 姫路医療センター呼吸器外科 

岩﨑 昭憲 福岡大学病院 

岩﨑 正之 東海大学医学部外科学系呼吸器外科学 

岩田 隆 関西労災病院呼吸器外科 

岩田 尚 岐阜大学医学部附属病院呼吸器外科 

岩谷 和法 済生会熊本病院呼吸器外科 

上島 康生 京都第一赤十字病院呼吸器外科 

上田 和弘 鹿児島大学大学院呼吸器外科 

氏家 秀樹 北海道大学病院呼吸器外科 

臼田 実男 日本医科大学付属病院呼吸器外科 

浦本 秀隆 金沢医科大学呼吸器外科 

江口 隆 信州大学医学部呼吸器外科 

遠藤 哲哉 昭和大学呼吸器外科 

大石 久 東北大学病院呼吸器外科 

大杉 純 総合南東北病院呼吸器外科 

大角 明宏 京都大学医学部附属病院呼吸器外科 

大田 守雄 中頭病院呼吸器外科 

大塚 崇 東京慈恵会医科大学呼吸器外科 

大出 泰久 静岡県立静岡がんセンター呼吸器外科 



大渕 俊朗 聖マリア病院呼吸器外科 

岡﨑 幹生 岡山大学病院呼吸器・乳腺内分泌外科 

岡田 守人 広島大学病院呼吸器外科 

岡見 次郎 大阪国際がんセンター呼吸器外科 

奥田 勝裕 名古屋市立大学病院腫瘍・免疫外科 

奥村 典仁 倉敷成人病センター呼吸器外科 

小副川 敦 大分大学医学部呼吸器・乳腺外科 

小田 誠 新百合ヶ丘総合病院呼吸器外科 

片倉 浩理 大津赤十字病院呼吸器外科 

金内 直樹 日本海総合病院呼吸器外科 

神崎 正人 東京女子医科大学病院呼吸器外科 

川口 晃司 三重大学大学院医学系研究科胸部心臓血管外科 

北田 正博 旭川医科大学呼吸器センター 

城所 嘉輝 鳥取県立中央病院呼吸器・乳腺・内分泌外科 

窪内 康晃 鳥取大学医学部附属病院胸部外科 

小島 史嗣 聖路加国際病院呼吸器外科 

小島 雅之 福岡赤十字病院外科 

後藤 正司 天理よろづ相談所病院呼吸器外科 

小林 哲 獨協医科大学埼玉医療センター呼吸器外科 

小林 正嗣 倉敷中央病院呼吸器外科 

小林 零 板橋中央総合病院呼吸器外科 

小松 弘明 大阪公立大学医学部附属病院呼吸器外科 

坂倉 範昭 愛知県がんセンター呼吸器外科 

佐藤 克明 和泉市立総合医療センター呼吸器外科 

佐藤 寿彦 福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 

篠原 亜弥 関西労災病院呼吸器外科 

篠原 伸二 飯塚病院呼吸器外科 

清水 公裕 信州大学医学部附属病院呼吸器外科 

庄司 剛 大津赤十字病院呼吸器外科 

庄司 文裕 九州がんセンター呼吸器腫瘍科 

新谷  康 大阪大学医学部附属病院呼吸器外科 

菅野 雅之 伊勢崎市民病院呼吸器外科 

鈴木 健司 順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器外科 

鈴木 弘行 福島県立医科大学呼吸器外科 

鈴木 康弘 恵佑会札幌病院呼吸器・乳腺外科 

須田  隆 藤田医科大学岡崎医療センター呼吸器外科 

宗 淳一 近畿大学医学部呼吸器外科 

田内 俊輔 明石医療センター呼吸器外科 

田尾 裕之 姫路赤十字病院呼吸器外科 



高瀬 貴章 自治医科大学外科学講座呼吸器外科学部門 

高濱 誠 大阪市立総合医療センター呼吸器外科 

田川 哲三 九州医療センター呼吸器外科 

竹尾 正彦 神戸市立医療センター西市民病院呼吸器外科 

竹中 朋祐 九州大学病院消化器・総合外科 

田島 敦志 済生会宇都宮病院呼吸器外科 

橘 啓盛 杏林大学呼吸器外科 

伊達 洋至 京都大学医学部附属病院呼吸器外科 

田中 文啓 産業医科大学病院第２外科 

田中 雄悟 神戸大学医学部附属病院呼吸器外科 

棚橋 雅幸 聖隷三方原病院呼吸器センター外科 

垂水 晋太郎 恵佑会札幌病院呼吸器外科 

都島 由紀雄 新松戸中央総合病院呼吸器外科 

常塚 宣男 ツカザキ病院呼吸器外科 

出口 博之 岩手医科大学呼吸器外科 

道免 寛充 NTT 東日本札幌病院呼吸器外科 

戸田 道仁 関西ろうさい病院呼吸器外科 

中尾 啓太 東京大学医学部附属病院呼吸器外科 

中川 達雄 天理よろづ相談所病院呼吸器外科 

長阪 智 国立国際医療研究センター病院呼吸器外科 

中島 由貴 埼玉県立がんセンター胸部外科 

中西 崇雄 神戸市立西神戸医療センター呼吸器外科 

中西 良一 蒲郡市民病院外科 

中村 晃史 兵庫医科大学呼吸器外科 

中村 彰太 名古屋大学医学部附属病院呼吸器外科 

中村 廣繁 鳥取大学医学部附属病院呼吸器外科 

西尾 渉 兵庫県立がんセンター呼吸器外科 

沼波 宏樹 総合大雄会病院呼吸器外科 

橋本 浩平 がん研究会有明病院呼吸器センター外科 

橋本 昌樹 兵庫医科大学呼吸器外科 

橋本 雅之 京都医療センター呼吸器外科 

長谷 龍之介 製鉄記念室蘭病院呼吸器外科 

濱路 政嗣 京都大学医学部附属病院呼吸器外科 

濱中 瑠利香 新百合ヶ丘総合病院呼吸器外科 

林 諭史 斗南病院呼吸器・乳腺外科 

原 幹太朗 ベルランド総合病院呼吸器外科 

春木 朋広 鳥取大学医学部附属病院呼吸器外科 

樋田 泰浩 藤田医科大学先端ロボット・内視鏡手術学講座 

平岡 圭 函館病院呼吸器外科 



平山 俊希 順天堂大学医学部附属練馬病院呼吸器外科 

広瀬 敏幸 徳島県立中央病院外科 

深井 隆太 湘南鎌倉総合病院呼吸器外科 

福井 高幸 愛知医科大学呼吸器外科 

福本 紘一 名古屋大学呼吸器外科 

藤生 浩一 総合南東北病院呼吸器外科 

藤森 賢 虎の門病院呼吸器センター外科 

藤原 俊哉 広島市立広島市民病院呼吸器外科 

船井 和仁 浜松医科大学医学部附属病院呼吸器外科 

舟木 壮一郎 大阪大学大学院医学系講座外科学講座呼吸器外科学 

星川 康 藤田医科大学呼吸器外科 

法華 大助 神戸大学医学部附属病院呼吸器外科 

松永 健志 順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器外科 

松原 寛知 山梨大学第二外科 

松本 勲 金沢大学呼吸器外科 

松本 桂太郎 長崎大学腫瘍外科 

松本 順 NTT 東日本関東病院呼吸器外科 

馬庭 知弘 大阪国際がんセンター呼吸器外科 

水口 真二郎 大阪市立総合医療センター呼吸器外科 

水谷 尚雄 姫路赤十字病院呼吸器外科 

宮﨑 拓郎 佐世保市総合医療センター呼吸器外科 

宮島 正博 札幌医科大学附属病院呼吸器外科 

宮原 亮 京都市立病院呼吸器外科 

宮本 英 天理よろづ相談所病院呼吸器外科 

村西 佑介 京都市立病院呼吸器外科 

文 敏景 がん研究会有明病院呼吸器外科 

森 正一 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院呼吸

器外科 

森 毅 熊本赤十字病院呼吸器外科 

柳谷 昌弘 日本赤十字社医療センター呼吸器外科 

山内 良兼 帝京大学医学部附属病院外科 

山﨑 宏司 九州医療センター呼吸器外科 

山田 徹 姫路医療センター呼吸器外科 

雪上 晴弘 刈谷豊田総合病院呼吸器外科 

横田 圭右 名古屋市立大学呼吸器・小児外科学 

吉岡 正一 済生会熊本病院呼吸器外科 

芳川 豊史 名古屋大学医学部附属病院呼吸器外科 

𠮷田 和夫 諏訪赤十字病院呼吸器外科 

吉野 一郎 千葉大学医学部附属病院呼吸器外科 



早稲田 龍一 福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 

渡辺 敦 札幌医科大学呼吸器外科 

（五十音順：敬称略） 
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