
2021年1月現在

1.氏名 田中　淳一　　（たなか　じゅんいち）

2.生年月日 1952年8月1日生

3.学歴 1971年3月 秋田県立秋田高校　卒業
1978年3月 東北大学医学部　卒業
1985年3月(学位) 医学博士

4.職歴 1978年4月 秋田大学医学部附属病院 医員（研修医）
1984年8月 秋田大学医学部 文部教官助手

1988年10月 米国 オハイオ州 Cleveland Clinic 研究生
1990年10月 米国 オハイオ州 Cleveland Clinic 特別研究生
1998年2月 秋田大学医学部　 講師
2000年5月 市立秋田総合病院診療局　 外科科長
2001年3月 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター　 助教授
2006年3月 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター　 教授
2009年9月 中国 大連医科大学附属大連市中心医院 客員教授
2011年9月 中国 四川省濾州医学院（現 西南医科大学）　 客員教授
2013年4月 昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科 主任教授
2018年4月 医療法人順正会　横浜鶴ヶ峰病院　 理事・総務局長

低侵襲内視鏡外科治療センター センター長
2019年4月　 徳島大学医学部 消化器・移植外科 非常勤講師
2020年6月　 医療法人順正会　横浜鶴ヶ峰病院　 病院長

5.専門 外科学、消化器外科学、腹腔鏡下手術、肝胆膵疾患の外科治療

6.所属学会（Active Member）
　　国際学会 万国外科学会 (ISS/SIC)

国際消化器外科学会(ISDS/CICD)
国際外科消化器腫瘍学会 (IASGO)
国際肝胆膵学会(IHPBA)
欧州内視鏡外科学会(EAES)
アジア内視鏡外科学会(ELSA)
米国外科学会(ACS)
米国消化器内視鏡外科学会 (SAGES)
米国消化器内視鏡学会(ASGE)

　　国内学会 日本外科学会(JSS)
日本消化器外科学会(JSGS)
日本内視鏡外科学会 (JSES)
日本臨床外科学会 (JSA)
日本外科系連合学会 (JCS)
日本肝胆膵外科学会(JHPBS)
日本消化器病学会(JSGE)
日本消化器内視鏡学会(JGES)
日本癌学会(JCA)
日本癌治療学会 (JSCO)
日本肝臓学会 (JSH)
日本膵臓学会 (JPS)
日本胆道学会(JBA)
日本腹部救急学会(JSAEM)
日本Acute Care Surgery学会（JSACS）

7.学会活動（資格・評議員他）

　　国際学会 2007年10月 アメリカ外科学会（ACS) Fellow (FACS)

2016年1月 国際外科消化器科腫瘍学会議（IASGO) Local Organizing Committee
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　　国内学会 1990年 6月 日本消化器外科学会 認定医

1990年12月 日本外科学会 認定医

1992年12月 日本消化器病学会 認定医

1995年10月 日本内視鏡外科学会 評議員

1995年10月 日本肝胆膵外科学会 評議員

1995年12月 日本外科学会 指導医

1996年 5月 日本消化器外科学会 指導医
2001年 7月 日本消化器病学会 指導医

2002年 7月 日本消化器外科学会 評議員

2003年 1月 日本消化器病学会 関東支部評議員

2004年12月 日本内視鏡外科学会 技術審査委員会 委員

2005年 1月 日本内視鏡外科学会 技術認定医
2006年 1月 日本消化器外科学会 専門医
2008年 1月 日本臨床外科学会 評議員
2008年 2月 日本外科学会 代議員
2008年 3月 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医
2008年 4月 日本外科学会　地域医療安全管理委員会 委員
2008年 6月 日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能指導医
2008年10月 日本消化器外科学会学会 学会雑誌編集委員
2010年 1月 日本内視鏡外科学会　財務委員会 委員
2010年 4月 小切開・鏡視外科学会 評議員
2010年12月 日本外科学会 認定登録医
2013年 1月 日本消化器病学会 専門医
2014年 6月 日本外科系連合学会 評議員

8.研究会の世話人・幹事
全国 Needlescopic Surgery Meeting 第5回当番世話人（2001.4）

大腸癌研究会 施設代表者
単孔式内視鏡手術研究会(TANKO) 第9回当番世話人（2015.7）
内視鏡外科フォーラム東北(ESF) 副代表
腹腔鏡内視鏡合同手術研究会 世話人
腹腔鏡下胆道手術研究会 メンバー
J-CASE先進内視鏡治療研究会　(旧NOTE研究会) 常任世話人/監事

第4回NOTES研究会当番世話人（2010.10）
腹腔鏡下大腸切除研究会（LECS） 幹事
肝臓内視鏡外科研究会(ELSSG) 常任世話人
膵臓内視鏡外科研究会（JSEPS） 世話人
日本胆膵病態・生理研究会 世話人
環太平洋外科系連合会 日本支部（PPSA-JC） 第33回学会大会 　大会長（2017.3）

東京都 外科集談会 第840回当番世話人
東京UGI研究会 世話人
文京消化器内視鏡研究会 第32回当番世話人（2015.7）

神奈川県 神奈川医学会 医学会雑誌編集委員会委員
神奈川外科・救急合同セミナー 世話人
神奈川県消化器外科研究会 第45回当番世話人（2016.6）
神奈川県消化器病医学会 評議員
神奈川県消化器外科研究会 第45回当番世話人（2016.6）
神奈川県消化器病医学会 評議員
神奈川県臨床外科医学会 幹事・第141回当番世話人（2014.12）
神奈川膵疾患研究会 第15回当番世話人（2018.2）
神奈川大腸がん治療研究会 世話人
神奈川大腸肛門疾患懇話会 副会長・幹事
神奈川大腸肛門手術手技研究会 第21回当番世話人（2015.5）
神奈川大腸疾患研究会 第56回当番幹事（2015.6）
神奈川大腸疾患腹腔鏡下手術　 セミナー代表　第5回当番運営委員（2004.3）
神奈川胆膵癌研究会　 世話人
神奈川ヘルニア研究会 世話人

横浜市 「肝疾患と栄養」研究会 第14回当番世話人
Shin-Yokohama Digestive Disease Meeting（SDDM) 代表世話人（第16回当番世話人）

9.社会活動 ・特定非営利活動法人
「日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会」 正会員
・神奈川県社会保険診療報酬請求書審査委員会 審査委員
・消化器外科女子医師の活躍を応援する会（AEGIS-Women） 正会員

10.受賞 1990年12月 Herrick Fellowship Award of the Cleveland Clinic Foundation

1991年 4月 Travel Fellowship Award of American Society for Artificial Internal Organs

2010－2011年 The Best Doctors in Japan

2012－2013年 The Best Doctors in Japan

2014－2015年 The Best Doctors in Japan

2015年 Outstanding Contribution Award 大連医科大学附属大連市中心医院

2018－2019年 The Best Doctors in Japan

2020－2021年 The Best Doctors in Japan


