
No. 派遣年度 氏名 所属機関 役職 テーマ
1 1993 中山　文夫 九州大学 名誉教授 一般消化器外科の臨床
2 1993 井出源四郎 千葉大学 名誉教授 病理科・臨床検査科の整備
3 1993 廣川　浩一 国立精神神経センター 名誉院長 病院管理・薬剤管理システムの改善
4 1993 下村　克朗 国立循環器病センター 副院長 循環器内科に関する専門交流
5 1993 安達　　勇 国立がんセンター 医長 癌の中西医結合治療の方向性
6 1993 中島　　章 国際眼科学会 理事長 失明予防と住民の健康管理
7 1993 安達　恵美子 千葉大学 教授 失明予防
8 1993 松島　松翠 佐久総合病院 副院長 住民の健康管理
9 1994 町田　幸雄 東京歯科大学 教授 小児歯科の臨床

10 1994 小塚　隆弘 大阪市立羽曳野病院 院長 循環器画像診断、癌の画像診断－放射線治療の立場から
11 1994 谷川　久一 久留米大学 教授 肝疾患の基礎と臨床
12 1994 伊藤　英明 産業医科大学 教授 消化器外科の臨床
13 1994 浅野　伍朗 日本医科大学 教授 病院病理部を中心として
14 1994 喜多　悦子 国立国際医療センター 課長 臨床検査－病理科・血液科・小児科
15 1995 酒谷　　薫 酒谷医院 副院長 脳外科領域における研究
16 1995 杉原　健一 国立がんセンター 医長 大腸癌の外科治療における研究
17 1995 星　　恵子 聖マリアンナ医科大学 助教授 薬物開発
18 1995 小林　寛伊 東京大学 教授 院内感染の対策
19 1995 黒川　　顕 日本医科大学 センター長 救急医療について
20 1995 町田　幸雄 東京歯科大学 教授 齲触予防対策
21 1996 岩井　重富 日本大学 教授 外科感染症、腹腔鏡下外科手術
22 1996 中山　文夫 九州大学 名誉教授 一般消化器外科の臨床及び腹腔鏡下外科手術について
23 1996 住吉　金次郎 唐津赤十字病院 部長 腹腔鏡下外科手術について
24 1996 鈴木　義之 東京都臨床医学総合研究所 副所長 神経遺伝病の診断・治療について
25 1996 澤田　　徹 国立循環器病センター 部長 脳血管障害の臨床研究－急性期の診断と治療
26 1996 星　　恵子 聖マリアンナ医科大学 助教授 薬物開発について
27 1996 辻　　省次 新潟大学 教授 神経変異疾患の分子遺伝学的研究方法
28 1997 有泉　基水 獨協医科大学 名誉教授 癲癇の臨床及び実験的研究
29 1997 住吉　金次郎 唐津赤十字病院 部長 一般消化器外科の臨床及び腹腔鏡下手術
30 1997 黒川　　顕 日本医科大学 センター長 救急医療運営の実際
31 1997 橋本　大定 東京警察病院 部長 腹壁吊上げ法による腹腔鏡下手術
32 1997 田村　　守 北海道大学 教授 医用近赤外分光法治療
33 1997 秋山　謙次 日本大学 講師 心臓外科手術に関する交流
34 1997 森田　皓三 愛知県がんセンター 病院長 最近の放射線治療の進歩に関する講演と交流
35 1998 有泉　基水 獨協医科大学 名誉教授 癲癇に関する臨床的並びに実験的研究
36 1998 佐藤　　猛 国立精神神経センター 名誉院長 神経内科疾患の臨床と病態、病因の研究の動向
37 1998 住吉　金次郎 唐津赤十字病院 部長 一般消化器外科の臨床及び腹腔鏡下手術
38 1998 斉藤　大三 国立がんセンター 医長 ヘリコバクター・ピロリ感染の胃悪性腫瘍
39 1998 高橋　美智 日本看護協会出版会 副社長 看護学並びに看護管理学に関する交流



40 1998 黒川　　顕 日本医科大学 センター長 救急医療運営の実際
41 1998 町田　幸雄 東京歯科大学 教授 歯科臨床に関する交流
42 1999 石川　睦男 旭川医科大学 教授 子宮癌の早期診断と治療・卵巣癌の診断と治療
43 1999 有泉　基水 獨協医科大学 名誉教授 癲癇の臨床及び実験的研究
44 1999 尾崎　由基男 山梨医科大学 教授 検査部に於ける標準化・精度管理・効率化について
45 1999 上泉　和子 青森県立保健大学 教授 病院に関する看護管理並びに看護管理者育成に関する交流
46 1999 泉　　孝英 京都大学 名誉教授 呼吸器疾患に関する講義、臨床・病理カンファレンスへの参加
47 1999 玉木　長泉 北海道大学 教授 ポジトロン核医学・心臓核医学・循環器画像診断
48 1999 星　　恵子 聖マリアンナ医科大学 助教授 薬物開発及び臨床試験に関する交流
49 2000 住吉　金次郎 唐津赤十字病院 部長 一般消化器外科の臨床及び交流
50 2000 上泉　和子 青森県立保健大学 教授 看護提供体制及び人材育成体制に関する交流
51 2000 清水　不二雄 新潟大学 教授 腎病変発症進展機序の解明に関する交流
52 2000 坪川　孝志 日本大学 客員教授 機能的脳神経外科、特に慢性脳刺激療法に関する交流
53 2000 石川　睦男 旭川医科大学 教授 婦人科悪性腫瘍の治療と子宮内膜症の診断と治療
54 2000 尾崎　由基男 山梨医科大学 教授 血液内科及び循環器内科との交流
55 2001 清水　不二雄 新潟大学 教授 漢方薬の腎炎発症・進展に及ぼす影響
56 2001 住吉　金次郎 福岡赤十字病院 部長 鏡視下手術及び消化器外科一般
57 2001 高橋　　孝 千葉医療生命科学総合病院 副院長 消化管腫瘍の診断と治療
58 2001 尾崎　由基男 山梨医科大学 教授 臨床検査の精度管理
59 2001 辻　　省次 新潟大学 所長 神経内科学と神経疾患の分子遺伝学
60 2001 石川　睦男 旭川医科大学 教授 婦人科悪性腫瘍の治療と子宮内膜症の診断と治療に関する指導
61 2002 川渕　孝一 東京医科歯科大学 教授 ＤＲＧ（Diagnosis Related Groups）と病院マネジメント
62 2002 尾崎　由基男 山梨大学医学部 教授 臨床検査における精度管理
63 2002 細萱　茂実 山梨大学医学部 技師長 臨床検査における精度管理
64 2002 住吉　金次郎 福岡赤十字病院 部長 鏡視下手術及び消化器外科一般
65 2002 高橋　　孝 千葉医療生命科学総合病院 副院長 消化管腫瘍の外科療法及び化学療法、早期発見のためのスクリーニング
66 2002 石川　睦男 旭川医科大学 教授 婦人科癌治療
67 2003 大槻　勝紀 大阪医科大学 教授 1.更年期医療の現状　2.腹腔鏡手術のテレビカンファレンス
68 2003 川渕　孝一 東京医科歯科大学 教授 中日の医療制度の比較と中国病院ベンチマーク研究結果の紹介
69 2004 大北　　裕 神戸大学大学院医学系研究科 教授 心臓手術
70 2004 川渕　孝一 東京医科歯科大学 教授 病院マネジメント
71 2004 辻　　省次 東京大学医学部附属病院 教授 神経内科学の講演並びに神経変性疾患患者の診療指導、検討
72 2005 久保　俊一 京都府立医科大学 教授 骨壊死の臨床と研究
73 2005 奥田　準二 大阪医科大学 助教授 腹腔鏡下大腸手術
74 2005 川原　信隆 東京大学大学院医学研究科 助教授 頭蓋底外科学
75 2005 飯島　　明 東京大学医学部附属病院 助手 血管内治療
76 2006 堤　　　治 東京大学医学部附属病院 教授 腹腔鏡下手術の実地指導、腹腔鏡不妊治療の技術講演
77 2006 朴沢　重成 慶應義塾大学医学部 講師 ERCP下の膵胆道疾病の内視鏡的治療
78 2006 光嶋　　勲 東京大学医学部附属病院 教授 顔面・乳房・気管など体の器官再建研究
78 2007 堤　　　治 東京大学医学部附属病院 教授 腹腔鏡下手術の実地指導、子宮内膜症の病因から腹腔鏡の管理、低侵襲治療に関する講演



79 2007 朴沢　重成 慶應義塾大学医学部 講師 内視鏡による消化器病の治療
80 2007 光嶋　　勲 東京大学医学部附属病院 教授 リンパ管動脈顕微鏡手術
81 2008 星地　亜都司 自治医科大学 准教授 脊椎外科の研究における進展
82 2008 鈴木　孝彦 医療法人澄心会　豊橋ハートセンター院長 冠状動脈の慢性完全閉塞変化の経験
83 2008 北野　正剛 大分大学　医学部 教授 消外器疾患に対する内視鏡外科について
84 2009 峰松　一夫 国立循環器病ｾﾝﾀｰ 脳血管内科 血不足性血管病における脳内ステントの応用
85 2009 貞廣　荘太郎 東海大学医学部付属病院 消化器外科 消化道腫瘍の規範化治療及び専門家教育
86 2010 笠松　高弘 国立がん研究センター中央病院 婦人科 婦人科がん治療の進展
87 2011 光嶋　勲 東京大学医学部附属病院 教授 リンパ浮腫の手術指導
88 2012 中島　淳 東京大学医学部附属病院 教授 日本における肺がん治療最前線


