
医療ADRあっせん人予定者一覧（医療側）

所属 登録番号 氏名 期 事務所

1 二弁 17029 秋葉 信幸 32 医療側 秋葉・高橋法律事務所

2 二弁 29860 伊東　亜矢子 55 医療側 三宅坂総合法律事務所

3 一弁 23855 加々美 光子 37 医療側 加々美法律事務所

4 一弁 30175 菊池 不佐男 55 医療側 菊池法律事務所

5 二弁 22258 木﨑 孝 43 医療側 兼子・岩松法律事務所

6 一弁 20560 木ノ元 直樹 40 医療側 木ﾉ元総合法律事務所

7 二弁 23639 児玉 安司 46 医療側 新星総合法律事務所

8 一弁 23994 小西 貞行 47 医療側 小西貞行法律事務所

9 東弁 14325 高芝 利仁 26 医療側 高芝法律事務所

10 一弁 28188 棚瀬 慎治 53 医療側 棚瀬法律事務所

11 一弁 19245 西内 岳 37 医療側 西内岳法律事務所

12 東弁 28932 野原　卓夫 54 医療側 あけぼの総合法律事務所

13 一弁 24604 平沼 直人 48 医療側 平沼高明法律事務所

14 二弁 26904 蒔田  覚 51 医療側 仁邦法律事務所

15 二弁 37165 松石　和也 60 医療側 高田・小梅法律事務所

16 二弁 27605 水沼 太郎 52 医療側 大武法律事務所

17 東弁 15371 南出 行生 28 医療側 シリウス総合法律事務所

18 東弁 20226 宮澤 潤 39 医療側 宮澤潤法律事務所

19 二弁 22184 森山 満 43 医療側 森山経営法律事務所

20 東弁 23206 横山　真司 45 医療側 シリウス総合法律事務所

21 東弁 30004 渡辺　直大 55 医療側 渡辺法律事務所

医療ADRあっせん人予定者一覧（患者側）

所属 登録番号 氏名 期 事務所

1 東弁 22543 安東 宏三 44 患者側 安東宏三法律事務所

2 東弁 23500 五十嵐 裕美 46 患者側 西荻法律事務所 

3 東弁 24137 石井 麦生 47 患者側 すずかけ法律事務所

4 東弁 19344 石川 順子 37 患者側 東京あさひ法律事務所

5 二弁 37005 石黒麻利子 60 患者側 堀法律事務所

6 東弁 22626 大森 夏織 44 患者側 東京南部法律事務所

7 一弁 22682 上拾石 哲郎 44 患者側 上拾石法律事務所

8 東弁 28792 木下 正一郎 54 患者側 きのした法律事務所

9 東弁 15335 鈴木 利廣 28 患者側 すずかけ法律事務所

10 東弁 16282 関 智文 30 患者側 関智文法律事務所

11 二弁 22231 中山 ひとみ 43 患者側 霞ヶ関総合法律事務所

12 東弁 20233 羽賀 千栄子 39 患者側 羽賀千栄子法律事務所

13 東弁 22136 福地　直樹 43 患者側 福地･野田法律事務所

14 東弁 16269 藤田 謹也 30 患者側 藤田謹也法律事務所 

15 二弁 25337 藤田　尚子 49 患者側 藤田法律事務所

16 一弁 28204 細川 大輔 53 患者側 細川大輔法律事務所

17 東弁 24782 松井 菜摘 48 患者側 すずかけ法律事務所

18 二弁 15657 安原 幸彦 29 患者側 東京南部法律事務所

19 東弁 21119 山崎　和代 41 患者側 弁護士法人山崎和代法律事務所

20 東弁 16304 山嵜 進 30 患者側 山嵜進法律事務所

21 一弁 16680 弓仲 忠昭 31 患者側 たんぽぽ法律事務所


