
  平成１９年１１月から平成２０年４月までの懲戒弁護士一覧表  
  （懲戒処分要旨の詳細は毎月の懲戒要旨ファイルにあります） 

氏 名 登録番号 所属 法律事務所名称 懲戒種別 懲戒年 
保持 清  ９１６９ 東京 弁護士法人公尽会 業停８月 H19 
伊関 正孝  ２０２１４ 東京 神田田町法律事務所 業停 3月 H19 
光岡 健介  ２８３３８ 東京 法 Eジャステイス法律 業停 1月 H19 
森部 節夫  １６６４６ 福岡 森部法律事務所 戒告 H19 
久保田寿一  １２３８５ 兵庫 久保田寿一法律事務所 戒告 H19  
桐原 洋一  １６９０８ 鹿児島  戒告 H19  
中村 明夫  ２０８２３ 埼玉 中村明夫法律事務所 退会命令 H19 
藤田 温久  ２１７８５ 横浜 川崎合同法律事務所 戒告 H19 
黒川 勉  １５６８７ 大阪 黒川勉法律事務所 業停２月 H19 
山口 民雄  ２４４６１ 金沢 山口民雄法律事務所 業停 2月 H19 

鈴木 顕蔵  １５０６４ 愛知 鈴木顕蔵法律事務所 戒告 H19 
     これより平成 20年度(2008年)公告により公開された弁護士懲戒処分 
村上 充昭  １４７５８ 大阪 村上法律事務所 戒告 H20 
森  賢昭  １４１６５ 大阪 森・松尾法律事務所 戒告 H20 
山口 宏  ２１１８８ 第二東京 柴田・山口・高島法律事 戒告 H20 
畠山 芳治  ３０２７０ 東京 畠山法律事務所 戒告 H20 
長谷川豊司  ２４７９０ 東京 フイット税務法律事務所 業停 2月 H20 
菊池 弘之  ２４６７３ 新潟 柾谷小路法律特許事務所 戒告 H20 
丸山 裕司  ２２６２２ 東京 丸山裕司法律事務所 業停 6月 H20 
小川 真澄  １５６７８ 大阪 西日本総合法律事務所 戒告 H20 
加島 宏  １７１４１ 大阪 加島・田中法律事務所 戒告 H20 
下林 秀人  １７１２４ 東京 後楽園法律事務所 戒告 H20 
加藤 真美  ２５５８３ 東京 桜丘法律事務所 業停 1月 H20 
加藤 勝郎  ２６９９７ 東京 加藤勝郎法律事務所 業停 4月 H20 
中島 修三  １７１２２ 東京 東京昌平法律事務所 業停 1年 H20 
中村 愈  １２４７５ 京都 中村愈法律事務所 業停１年６月 H20 
山中 靖夫  １１５２３ 熊本 山中法律事務所 業停 2年 H20 
山崎佳寿幸  ３０７７４ 熊本 山崎法律事務所 戒告 H20 
飯田 秀人  １１５８２ 東京 飯田法律事務所 業停 6月 H20 
宮本 敦  ３０２２８ 岡山 宮本法律事務所 戒告 H20 



平成 20年度(2008年) 弁護士懲戒一覧表         NO2 
氏氏 名 登録番号 所属 懲戒の種別 年  
野口 政幹  １９８４５ 第二東京 新生総合法律事務所 業停 1年 6 H20 
園田小次郎  ２５７５６ 第二東京 園田法律事務所 業停１月 H20 
近藤 忠孝  ８３４５ 京都 近藤忠孝法律事務所 戒告 H20 
野村 泰彦  ２７５５８ 京都 野村法律事務所 戒告 H20 
伊丹 経治  ９１８３ 東京 伊丹経治法律事務所 業停３月 H20 
笠井 浩二  １７６３６ 東京 笠井・角田法律事務所 業停 2年 H20 
小林 康志  ２１１３７ 東京 小林法律事務所 戒告 H20 
江口 仁  ２０１３９ 福岡 江口法律事務所 戒告 H20 
深見 章  １２７４５ 愛知 深見章法律事務所 業停 1月 H20 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

 



 懲戒弁護士一覧表  H１９ １０月まで           NO １  
氏 名 登録番号 所属 法律事務所名称 懲戒種別 懲戒年 
鈴木 顕蔵  １５０６４ 愛知 鈴木顕蔵法律事務所 業停 ２月 H19 
吉川 彰伍  １３１０５ 東京 葵綜合法律事務所 業停 １月 H19 
畑井 博  ７８５１ 大阪  登録取消 H19 
田中 森一  ２０４６５ 大阪 大阪経済法律事務所 業停 3月 H19 
氏家 茂雄  １６２７２ 東京 所属事務所なし 業停 4月 H19 
宮本 孝一  ２７５１３ 第一東京 あさかぜ総合法律事務所 業停 1月 H19  
山本 達雄  ２９３４０ 第一東京 山本法律事務所 戒告 H19  
西垣 泰三  ２２５２２ 大阪 リーガル総合法律事務所 除名 H19 
近藤 繁雄  １１１７７ 東京  退会命令 H19 
斉藤 勝  １０８１９ 第一東京 斉藤勝法律事務所 業停 1月 H19 
山口 宏  ２１１８８ 第二東京 柴田山口高島法律事務所 業停 3月 H19 
雨宮 成兆  １５２９９ 兵庫 雨宮法律事務所 戒告 H19 
三島駿一郎  １０８６１ 東京 さくら中央法律事務所 業停 6月 H19 
佐竹 修三  １８９２７ 東京 佐竹法律事務所 業停１０月 H19 
佐藤 信男  ９５３２ 東京 佐藤信男法律事務所 業停 4月 H19 
長岡 壽一  １６０２８ 山形 法人 LCC長岡法律事務 戒告 H19 
岡村 善郎  ２９３２８ 鹿児島 山下勝彦法律事務所 戒告 H19 
八幡 浩良  ２１０８８ 東京  戒告 H19 
吉川 健司  ２８６３３ 福井 泉法律事務所 戒告 H19 
佐伯 幸男  １０８３６ 千葉 佐伯幸男法律事務所 戒告 H19 
高原 誠  １６９７７ 東京 高原総合法律事務所 業停１月 H19 
今  登   ９５４５ 東京 H19 3月死亡 戒告 H19 
真下 博孝  １０５２７ 東京 真下博孝法律事務所 戒告 H19 
古澤 清伸  １３６８４ 第二東京 古澤法律事務所 戒告 H19 
竹下 義樹  １８９８９ 京都 つくし法律事務所 戒告 H19 
山中 靖夫  １１５２３ 熊本 山中法律事務所 戒告 H19 
瀧瀬 英昭  １１４４７ 大阪 大阪弁護士ビル９階 戒告 H19 
辰巳 孝雄  １３１９７ 宮崎 辰巳・増田法律事務所 戒告 H19 
黒川 辰男  １４２１３ 第二東京 黒川法律事務所 戒告 H19 
竹川 進一  １４７０２ 長野 竹川進一法律事務所 戒告 H19 
小野 哲  ２１９１２ 大阪 斉藤法律事務所 業停６月 H19 
渡辺 義次   ９９２８ 大阪  業停２月 H19 
                         業停は業務停止の略 



懲戒弁護士リスト  H19                     NO2                  
氏 名 登録番号 所属 法律事務所名称 懲戒種別 懲戒年 
小池 通誉   ８３３５ 広島 小池法律事務所 戒告 H19 
幸田 雅弘  １８９７８ 福岡 九州合同法律事務所 戒告 H19 
生田 暉雄  ２２８４８ 香川 生田法律事務所 業停２月 H19 
橋本 欣也  １４１７９ 神奈川 橋本欣也法律事務所 戒告 H19 
黒坂  弘  １７２１１ 山形 黒坂法律事務所 業停２月 H19 
柳澤  昇  ３０２９２ 兵庫 柳澤昇法律事務所 戒告 H19 
旅川 正美   ７１６５ 第二東京 旅川法律事務所 業停３月 H19 
遠藤 勝男  １８５９２ 神奈川 遠藤勝男法律事務所 戒告 H19 
高山征二郎  １１３０７ 東京  業停３月 H19 
飯田 秀人  １１５８２ 東京 飯田法律事務所 業停１月 H19 
川村 清  １９０３３ 神奈川 川村法律事務所 戒告 H19 
安田 健介  １３０１３ 京都  戒告 H19 
松島 幸一  ２２６０１ 東京 松島法律事務所 業停６月 H19 
松井 恵  ２２９３２ 仙台 松井法律事務所 業停１５日 H19 
山内 道生  １３５９５ 長野 松本中央法律事務所 戒告 H19 
庄司 捷彦  １４１８１ 仙台  戒告 H19 
浅田 隆幸  １７８７１ 徳島  戒告 H19 
向田 誠宏  １７８４９ 兵庫 法アスタスク法律事務所 戒告 H19 
近藤 繁雄  １１１７７ 東京 近藤法律事務所 退会命令 H19 
佐々木雅康  ２５１１５ 仙台 佐々木法律事務所 業停２０日 H19 
斉藤 勝  １０８１９ 第一東京 斉藤勝法律事務所 業停１月 H19 
田久保公規  ２１７２７ 千葉 船橋第一法律事務所 戒告 H19 
高倉 聡子  ３２０４１ 千葉 舟橋第一法律事務所 戒告 H19 
本田 喚尚  １８９２４ 東京  業停１月 H19 
櫻井 幸一  １８６２３ 岡山 さくら法律事務所 戒告 H19 
有元 実  １５３１４ 岡山 有元実法律事務所 戒告 H19 
向井 清利  １５１１０ 札幌 向井清利法律事務所 戒告 H19 
土居千之价  １７２００ 静岡 土居千之价法律事務所 戒告 H19 
片山 昭彦  １７８４２ 長崎 片山法律事務所 戒告 H19 
西田 研志  ２０３５５ 東京 法事・ホームロイヤーズ 戒告 H19 
中原 敏明  ２０２５５ 東京 法事・ホームロイヤーズ 戒告 H19 
      
 



 平成１８年度懲戒弁護士一覧表   ２００６年  NO １  

氏 名 登録番号 所属 法律事務所名称 懲戒種別 懲戒年 
川崎 正剛  １３２６８ 沖縄  業停６月 H18 
無江みな子  ２８９８７ 仙台 無江みな子法律事務所 戒告 H18 
新井 哲男  ２４０３３ 東京 新井・須郷法律事務所 戒告 H18 
菊池 至  ２０８５７ 青森  戒告 H18 
館田 晟  １０１６２ 青森  戒告 H18 
吉野正三郎  ２１９０８ 東京 ミネルヴァ法律特許（事） 業停３月 H18  
大野 康博  ２３１９１ 東京 碑総合法律事務所 戒告 H18  
佐藤 信男   ９５３２ 東京 佐藤信男法律事務所 業停４月 H18 
吉川 彰伍  １３１０５ 東京 葵総合法律事務所 業停４月 H18 
北浦 一郎  ２６８２５ 大阪 （法）宮崎総合法律（事 戒告  H18 
佐藤 有文  １５５６４ 愛知 佐藤法律会計事務所 戒告 H18 
佐藤 禎  １１６９４ 兵庫 佐藤禎法律事務所 戒告 H18 
武田 仁  １９８５０ 第二東京 丸の内総合法律事務所 戒告 H18 
高島 章  ２２９６８ 新潟 小野坂・高島法律事務所 戒告 H18 
小野寺昭夫  １８０９７ 東京 小野寺法律事務所 業停６月 H18 
伊関 正孝  ２０２１４ 東京 伊関正孝法律事務所 戒告 H18 
中村 均  １４６３７ 横浜 中村法律事務所 除名 H18 
白木 弘夫  １００７０ 東京 法律事務所ひまわり 業停４月 H18 
山田 一郎  １６８５３ 第二東京 山田法律事務所 戒告 H18 
須田 英男   ８６５１ 第一東京 須田法律事務所 業停６月 H18 
石川 憲彦  １３８００ 群馬 桐生合同法律事務所 戒告 H18 
山中 靖夫  １１５２３ 熊本 山中法律事務所 業停６月 H18 
神山 裕輔  １５３０８ 埼玉 神山法律事務所 戒告 H18 
岡田 滋  １８０５２ 埼玉 岡田法律登記会計事務所 戒告 H18 
須貝 仁志  ２７５４９ 仙台 須貝仁志法律事務所 退会命令 H18 
佐竹 浩一  ２１８１２ 熊本 佐竹浩一法律事務所 業停１４月 H18 
松岡 滋夫  ７７４７ 兵庫 松岡滋夫法律事務所 戒告 H18 
古澤 清伸  １３６８４ 第二東京 古澤法律事務所 業停２月 H18 
鈴木 宣幸  １５８８０ 沖縄 鈴木法律特許事務所 除名 H18 
松田 武  １２９０７ 第二東京 あおぞら法律特許事務 業停２年 H18 
舟木 亮一  ２２７０９ 第二東京 舟木法律事務所 戒 告  H18 
中川 一夫  ２２７０９ 福岡 中川一夫法律事務所 退 会命令 H18 



 平成１８年弁護士懲戒 一覧表               N02 
氏氏名 登録番号 所属 事務所名称 懲戒の種別 年  
山本 恵一  １５８２６ 大阪 山本・平井法律事務所 戒告 H18 
中村 明夫  ２０８２３ 埼玉 中村明夫法律事務所 業停３月 H18 
柴崎 栄一  ２１３２８ 埼玉 柴崎栄一法律事務所 業停２月 H18 
三島駿一郎  １０８６１ 東京 さくら中央法律事務所 業停２月 H18 
吉田 勧  ２０７２１ 東京 吉田法律事務所 業停２月 H18 
下山嘉次郎  １２８０２ 鹿児島  戒告 H18 
中島 啓行  １９２２６ 第一東京 中島啓行法律事務所 業停６月 H18 
伊丹 経治   ９１８３ 東京 伊丹経治法律事務所 戒告 H18 
荒川 昭廣   ９５９７ 東京 新大塚法律事務所 業停６月 H18 
加藤 廣志  １８１３３ 東京 南池袋法律事務所 除名 H18 
森  仁至  １６２１３ 第一東京 森法律事務所 戒告 H18 
黒坂 弘  １７２１１ 山形 黒坂弘法律事務所 業停８月 H18 
轟 道弘  ２４４５１ 長野 轟法律事務所 戒告 H18 
森田 文行  １５６１７ 横浜 森田文行法律事務所 業停１０月 H18 
北河 隆之  １６２９７ 東京 メトロポリタン法律事 業停１月 H18 
久万 知良  ２２３７４ 大阪 久万法律事務所 業停１月 H18 
今井 隆雄   ８３９２ 第一東京 九段下法律事務所 業停４月 H18 
野崎 研二  １１３１０ 第二東京 野崎研二法律事務所 戒告 H18 
秋田 良一  １７８４１ 千葉 秋田法律事務所 業停１０月 H18 
波多野二三彦  １２２２３ 第二東京 波多野法律事務所 戒告 H18 
植田 潤   G222 第一東京 植田外国法律事務弁事 除名 H18 
リリアナフルヤ   G249 愛知 フルタ外国法事弁 事 除名 H18 
高森 浩  ２５２１７ 富山 高森浩法律事務所 業停２年 H18 
中村 行雄  ２３３４１ 広島 中村行雄法律事務所 戒告 H18 
宮永 尭史  １２１５７ 兵庫  戒告 H18 
石川 勝利  ２３５２３ 東京 石川勝利法律事務所 業停２年 H18 
武藤 英男  １０６３２ 茨木    戒告 H18 
吉岡 和紀  ２８７１１ 横浜 法律事務所 Reｎ 戒告 H18 
堀合 辰夫   ８０７２ 東京 堀合法律事務所 業停１月 H18 
藤沢 和裕  ２３７７４ 徳島 藤沢和裕法律事務所 戒告 H18 
      

 



平成１７年度 懲戒弁護士一覧  ２００５年       NO １ 
氏 名 登録番号 所属 法律事務所名称 懲戒種別 懲戒年 
鈴木 健  １６２１０ 静岡 鈴木健法律事務所 戒告 H17 
近藤 忠孝   ８３４５ 京都 近藤忠孝法律事務所 戒告 H17 
佐竹 浩一  ２１８１２ 熊本 佐竹浩一法律事務所 戒告 H17 
照屋 秀堅  ２５１８５ 大阪 森岡・照屋法律事務所 戒告 H17 
加藤 豊三  １２６９５ 第一東京 （法）サラブレッド法律 戒告 H17 
松井 恵  ２２９３２ 仙台 松井法律事務所 戒告 H17 
田中 章雅  １７６２９ 東京 田中章雅法律事務所 戒告 H17 
高島 章  ２２９６８ 新潟 小野坂・高島法律事務所 業停１月 H17 
島崎 聡  ２５２２３ 愛媛 島崎法律事務所 戒告 H17 
関 一  １９０６１ 山梨 関法律事務所 除名 H17 
鈴木 宣幸  １５８８０ 沖縄 鈴木法律事務所 業停５月 H17 
吉田 勧  ２０７２１ 東京 吉田法律事務所 業停１月 H17 
山下 秀策  ２０５７２ 第一東京 山下法律事務所 除名 H17 
岩倉 正和  ２０１７３ 第一東京 西村ときわ法律事務所 戒告 H17 
安川 幸雄  ２１１６３ 東京 新宿総合法律事務所 業停１月 H17 
中島 辰也  １２０７４ 東京 中島法律事務所 退会命令 H17 
三宅 享志  １７２３１ 広島  戒告 H17 
谷角 浩人  ２３０１９ 京都 谷角法律事務所 戒告 H17 
佐木さくら  ２９１２０ 福岡 女性協同法律事務所 戒告 H17 
本田 喚尚  １８９２４ 東京  業停１年 H17 
村山 幸男   ８９９９ 第二東京 内幸法律会計事務所 業停４月 H17 
太田 勝久  １６０６６ 札幌 太田総合法律事務所 戒告 H17 
下光 軍二   ４１９５ 第一東京 下光家庭共同法律事務所 戒告 H17 
中村 行雄  ２３３４１ 広島 中村行雄弁護士事務所 戒告 H17 
 
金井塚康弘  ２２０５７ 大阪 なにわばし国際合同法 戒告 H17 
西村 寿男  １３８３５ 東京 西村寿男法律事務所 戒告 H17 
小野寺昭夫  １８０９７ 東京 銀座中央法律事務所 戒告 H17 
伊関 正孝  ２０２１４ 東京 八木忠則法律事務所 戒告 H17 
福田 真人  ２７７１０ 第二東京 アルバ法律事務所 業停３月 H17 

井上 義数   ８１３０ 東京  退会命令 H17 

 
 





平成１６年度 懲戒弁護士一覧 公告  ２００４年       NO １ 
氏 名 登録番号 所属 法律事務所名称 懲戒種別 懲戒年 
原  守中  ２００３７ 島根  戒告 H16 
山本 政利  ９９００ 第一東京  除名 H16 
山村健次郎  １９１０３ 京都 山村法律事務所 業停３月 H16 
谷口 進  １３６５８ 大阪 旭総合法律事務所 業停１月 H16 
工藤 展久  ２２５０５ 大阪 北尻法律事務所 戒告 H16 
永宮 克彦  ２３２６２ 札幌 永宮克彦法律事務所 除名 H16 
斉藤 良一  １５１１１ 函館  登録取り消し 業停４月 H16 
門西 栄一  ２３８３７ 第一東京 門西英一法律事務所 業停６月 H16 
小川 真澄  １５６７８ 大阪 西日本総合法律事務所 戒告 H16 
市野 勝司  １５１８６ 和歌山 第一法律事務所 戒告 H16 
隅田 博  １１９５０ 大阪 隅田博法律事務所 戒告 H16 
谷口 進  １３６５８ 大阪 旭総合法律事務所 業停３月 H16 
法常 格  ２３３００ 大阪 佐野・法常法律事務所 戒告 H16 
山根 晃   ８７５８ 東京  戒告 H16 
星野 健秀  ２１７３４ 第二東京 星野健秀法律事務所 戒告 H16 
片山 昭彦  １７８４２ 長崎 片山法律事務所 業停２年 H16 
中島 敬行  １９２２６ 第一東京 中島敬行法律事務所 戒告 H16 
高森 浩  ２５２１７ 富山 高森浩法律事務所 業停１６月 H16 
宮田 尚典  １９３４７ 宮崎  戒告 H16 
熊野 朝三  １３７７２ 東京 退会から業務停止に変更 業停６月 H16 
渡辺 憲司  １６２３２ 第一東京 渡辺法律事務所 除名 H16 
杉本 俊明  １０５２９ 東京  業停６月 H16 
飯田 秀人  １１５８２ 東京 飯田法律事務所 業停１月 H16 
春田 昭  ８６０１ 横浜 春田昭法律事務所 戒告 H16 
中川 隆博  １１８６０ 第二東京 中川総合法律事務所 業停２月 H16 
西坂 信  １１９００ 第一東京 東京ファミリー法律・事 戒告 H16 
松野 充  １２９０１ 第二東京 松野法律事務所 業停３月 H16 
山田 幸男  １０９６２ 東京 山田幸男法律事務所 業停６月 H16 
伊藤 芳朗  ２０２５３ 東京 クレスト法律事務所 業停４月 H16 
生田 暉雄  ２２８４８ 香川  戒告 H16 
近藤 繁雄  １１１７７ 東京 近藤法律事務所 業停１月 H16 

 
 



氏名 登録番号 所属 事務所名 懲戒種別 懲戒年 
山脇 哲子 １７２４５ 東京 山脇法律事務所 戒告 H16 
下光 軍二  ４１９５ 第一東京 下光家庭共同法律事務所 戒告 H16 
松本 迪男 １１８４６ 第二東京 八丁堀総合法律事務所 戒告 H16 
山口 宏  ２１１８８ 第二東京 柴田・山口・高島法律 事 業停４月 H16 
島袋 隆  ２５９９２ 沖縄 那覇第一法律事務所 戒告 H16 
山口 康雄 １８５４１ 大阪 日本アルプス法律事務所 業務２月 H16 
知原 信行 １７４８８ 京都 法律の館知原法律事務所 戒告 H16 
萩原 孝至 ２２３６４ 福岡 萩原法律事務所 業停１年 H16 
大川 智大 １５９２４ 東京 アテーナ法律事務所 退会命令 H16 
寺崎 健作  ９９３８ 大阪  業停６月 H16 
吉野正三郎 ２１９０８ 東京 ミネルヴァ法律特許 戒告 H16 
中川 一夫 １５５７０ 福岡 中川一夫法律事務所 戒告 H16 
志水 巌  １２０１８ 愛媛 志水法律事務所 戒告 H16 
仲江 利政 ２８４０８ 兵庫 登録取消し 戒告 H16 
藤本 健子 １３７２０ 第二東京 藤本法律事務所 戒告 H16 
早川 健一 ９４７９ 東京  退会命令 H16 
行木 武利 １８６９７ 第一東京 永和綜合法律事務所 業停２月 H16 
田中 征史 １０４７９ 和歌山  戒告 H16 
井上 義数 ８１３０ 東京  業停２月 H16 
青木 勝治 １４６４２ 横浜 いちょう総合法律事務所 業停３月 H16 
      
      
      
      
      
      

      
      
      
２００４年 懲戒処分情報   



 平成１５年度懲戒弁護士一覧表   ２００３年     NO １ 

氏 名 登録番号 所属 法律事務所名称 懲戒種別 懲戒年 
今井 滋雄  １８３９６ 東京 今井会計法律事務所 業停１年６月 Ｈ１５ 
今井 滋雄  １８３９６ 東京 今井会計法律事務所 業停６月 Ｈ１５ 
武川 襄  １５５９７ 京都 武川法律事務所 業停２年 Ｈ１５ 
生田 暉雄  ２２８４８ 香川  戒告 Ｈ１５ 
村山 眞  １３０１９ 大阪 村山法律事務所 除名 Ｈ１５ 
萩尾 孝至  ２２３６４ 福岡 萩尾法律事務所 業停３月 Ｈ１５ 
南  政雄  １７２７７ 静岡  戒告 Ｈ１５ 
塩谷 安男  ２１３３７ 第一東京 塩谷法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
武藤 英男  １０６３２ 茨木  業停３月 Ｈ１５ 
林  幹夫  １８９０８ 東京 林幹夫法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
山本 政雄   ５１０４ 東京  業停１年 Ｈ１５ 

蒔田 太郎   ５５９９ 東京 あけぼの法律事務所 退会命令 Ｈ１５ 
山口 宏  ２１１８８ 第二東京 柴田山口高島法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
中島 俊行  ２１０５７ 第一東京 千代田第一法律事務所 業停６月 Ｈ１５ 
寺崎 健作   ９９３８ 大阪  業停２月 Ｈ１５ 
山脇 哲子  １７２４５ 東京 山脇法律事務所 業停３月 Ｈ１５ 
池谷 昇  １０６３５ 第一東京 あさひ綜合法律事務所 業停６月 Ｈ１５ 
安藤 恒春  １３５２６ 名古屋 安藤恒春法律事務所 除名 Ｈ１５ 
真下 博孝  １０５２７ 東京 真下博孝法律事務所 業停１０月 Ｈ１５ 
土釜 惟次  １８９０２ 東京 ジュリスト土釜綜合法律 業停１月 Ｈ１５ 
千川 健一  ２２５８２ 東京 （法）いちご綜合法律 戒告 Ｈ１５ 
村上 充昭  １４７５８ 大阪 村上法律事務所 業停２月 Ｈ１５ 
武田 忠嗣  １８５２２ 京都 テミス総合法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
渡邊 顕  １３６０８ 第一東京 成和共同法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
伊藤 穀  ２５４１０ 第一東京 扶桑合同法律事務所 業停１月 Ｈ１５ 
山田 一郎  １６８５３ 第二東京 山田法律事務所 業停１月 Ｈ１５ 
萩尾 孝至  ２２３６４ 福岡 萩尾法律事務所 業停６月 Ｈ１５ 

佐藤 忠宏  １４２８０ 東京 東京ロイアル法律事務所 業停８月 Ｈ１５ 
永楽 利平  １４７０９ 大阪 永楽法律事務所 業停３月 Ｈ１５ 
小林 久義  ２６３５６ 東京  戒告 Ｈ１５ 
齋藤 正実  １９７８９ 東京 セントラル法務総合事務 業停８月 Ｈ１５ 
 



  平成１５年弁護士懲戒一覧表   ２００３年          N02 
氏氏名 登録番号 所属 事務所名称 懲戒の種別 年  
川井 宏宣  １５６８２ 大阪  業停１月 Ｈ１５ 
久保 哲夫  １８３６９ 京都 京都第一法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
清水 一史  １８３２１ 旭川 清水一史法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
吉ヶ江治道  ２０５９７ 第二東京 吉ヶ江治道法律事務所 業停２月 Ｈ１５ 
下光 軍二   ４１９５ 第一東京 下光家庭共同法律事務 戒告 Ｈ１５ 
長塚 安幸   ８２１０ 第一東京 長塚法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
佐藤 泉  ２０１５９ 第一東京 佐藤泉法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
岩城 引侑  １２８７５ 札幌 岩城引侑法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
熊野 朝三  １３７７２ 東京」 あした葉総合法律事務 業停１年２ Ｈ１５ 
佐藤 忠宏  １４２８０ 東京 東京ロイヤル法律事務 業停１年 Ｈ１５ 
藤井 正博  ７１９５ 第一東京 藤井正博法律事務所 業停１年 Ｈ１５ 
長岡 敏満  １４２５２ 第一東京 四谷第一法律事務所 退会命令 Ｈ１５ 
山口 民雄  ２４４６１ 金沢 山口民雄法律事務所 業停３月 Ｈ１５ 
池村 俊昭  特２１ 沖縄  戒告 Ｈ１５ 
阿部 元晴  １３７７７ 東京 阿部元晴法律事務所 除名 Ｈ１５ 
須田 英男   ８６５１ 第一東京 須田法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
藤原 栄二  １３５６５ 札幌  業停６月 Ｈ１５ 
大賀 浩一  ２３７６７ 札幌 さっぽろ法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
井上 正実  １４６１７ 愛媛  戒告 Ｈ１５ 
山上東一郎  １５７２３ 大阪 西日本総合法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
森岡 一郎  １６３６５ 大阪 森岡 照屋法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
池下 浩司 １６９３０ 千葉 京葉総合法律事務所 除名 Ｈ１５ 
齋藤 哲夫 １６１６３ 大阪  業停１年 Ｈ１５ 
大塚 辰幸 ２４８８２ 大阪 大塚辰幸法律事務所 業停２月 Ｈ１５ 
廣瀬 清久 １５７３５ 静岡 ときわ綜合法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
八島淳一郎 ９８２２ 仙台  戒告 Ｈ１５ 
小野 哲 ２１９１２ 大阪 小野哲法律事務所 業停１月 Ｈ１５ 
三浦 和人 １４０３７ 名古屋 千種合同法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
鈴木 顕蔵 １５０６４ 名古屋 鈴木顕蔵法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
池田 謙一 １９７０６ 札幌 札幌双葉法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
前田 和馬 １７４４２ 佐賀  戒告 Ｈ１５ 
押野 穀 ２１６１５ 金沢 押野法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
      



氏名 登録番号 所属 事務所 懲戒の種別 懲戒年 
阿部 浩基  １８６４２ 静岡 静岡合同法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
高橋 信  １４８１６ 東京  戒告 Ｈ１５ 
山口 康雄  １８５４１ 大阪 日本アルプス法律事務 業停１月 Ｈ１５ 
松岡 庸介  １２０８１ 東京 みどり総合法律事務所 除名 Ｈ１５ 
太田 孝久  １４２８７ 東京 太田孝久法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
井花 久守  １８１５１ 東京 井花法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
浅見 東司   ９５８３ 東京  戒告 Ｈ１５ 
諸橋 哲郎  ２１３２６ 山形 諸橋法律事務所 戒告 Ｈ１５ 
西山 宏  １７８９２ 横浜 西山宏法律事務所 除名 Ｈ１５ 
      
      

      
                                ＮＯ３ 
       平成 1５年 ２００３年 弁護士懲戒処分一覧表  



  平成１４年弁護士懲戒一覧表   ２００２年          N02 
氏氏名 登録番号 所属 事務所名称 懲戒の種別 年  
山下 秀策  ２０５７２ 第一東京 山下法律事務所 業停３月 Ｈ１４ 
  ９６８７ 東京  戒告 Ｈ１４ 
真下 博孝  １０５２７ 東京 真下博孝法律事務所 業停５月 Ｈ１４  
松本 勝  １５４２０ 栃木 松本勝法律事務所 業停５月 Ｈ１４ 
小谷 恒雄  １４２０２ 第二東京 小谷恒雄法律事務所 業停３月 Ｈ１４ 
 １２８９４ 栃木  戒告 Ｈ１４ 
川合 宏宣  １５６８２ 大阪 川合宏法律事務所 業停３月 Ｈ１４ 
 １６１８９ 大阪  戒告 Ｈ１４ 
 ２２３６４ 福岡  戒告 Ｈ１４ 
根井 昴  １８００９ 宮崎  退会命令 Ｈ１４ 
松本 廸男  １１８４６ 第二東京  業停１年 Ｈ１４ 
野原 薫  １７０６０ 横浜 野原法律事務所 業停１年 Ｈ１４ 
 １１８０２ 広島  業停２月 Ｈ１４ 
中田 茂春  ２０４２０ 東京 東京市谷法律事務所 業停２年 Ｈ１４ 
 １３８００ 群馬  業停２月 Ｈ１４ 
 １１２７１ 兵庫  戒告 Ｈ１４ 
松田 武  １２９０７ 第二東京 あおぞら法律事務所 業停２年 Ｈ１４ 
門田 修作  ２４４７１ 札幌  退会命令 Ｈ１４ 
 ２３４９０ 福岡  戒告 Ｈ１４ 
 ２１１６５ 東京  戒告 Ｈ１４ 
須田 英男   ８６５１ 第一東京 日比谷の森法律事務所 業停６月 Ｈ１４ 
田中 裕   ７６８９ 第一東京 田中裕法律事務所 業停４月 Ｈ１４ 
久米 修二  １７４７１ 第一東京 久米修二法律事務所 業停４月 Ｈ１４ 
 ８１８３ 東京  業停１月 Ｈ１４ 
小宮山昭一  １２０３１ 東京 小宮山法律事務所 業停６月 Ｈ１４ 

 １７０８３ 東京  戒告 Ｈ１４ 
 ２５２１７ 富山  業停１月 Ｈ１４ 
白取 勉  ９０５４ 第一東京 白取勉法律事務所 業停４月 Ｈ１４ 
佐野 喜洋  １１９９３ 大阪 佐野法律事務所 業停６月 Ｈ１４ 
井門 忠士  １４１１９ 大阪 井門忠士法律事務所 業停１０月 Ｈ１４ 
 １８５４１ 大阪  業停２月 Ｈ１４ 
 ２３８２８ 大阪  戒告 Ｈ１４ 
 １５５６４ 名古屋  戒告 Ｈ１４ 



氏名  登録番号 所属 事務所 懲戒の種別 懲戒年 
 １４９０７ 茨木  戒告 Ｈ１４ 
  ５８９８ 東京  戒告 Ｈ１４ 
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 平成１３年度懲戒弁護士一覧表   ２００１年     NO １ 

氏 名 登録番号 所属 法律事務所名称 懲戒種別 懲戒年 
 １０２５７ 大阪  戒告 Ｈ１３ 
 １０２５７ 大阪  戒告 別事件 Ｈ１３ 
青木 秀茂  １９０１０ 第二東京 青木秀茂法律事務所 業停２月 Ｈ１３ 
 １７８０８ 滋賀  戒告 Ｈ１３ 
両角 吉次  １２７１２ 長野  業停６月 Ｈ１３ 
 １２７５３ 東京   Ｈ１３ 
 １７０３２ 東京  業停１月 Ｈ１３ 
 １４８９８ 東京  業停１月 Ｈ１３ 
 １３６９４ 長崎   Ｈ１３ 
重宗 次郎  １０４７４ 大阪 俵法律事務所 業停６月 Ｈ１３ 
 ９３７８ 第二東京   Ｈ１３ 

 １１３２０ 第二東京  戒告 Ｈ１３ 
 １５０９４ 千葉  戒告 Ｈ１３ 
 １７０８０ 東京  戒告 Ｈ１３ 
 １５７０８ 大阪  戒告 Ｈ１３ 
 ２２３７４ 大阪  戒告 Ｈ１３ 
 １７３６２ 第二東京  戒告 Ｈ１３ 
 １７１５４ 大阪  戒告 Ｈ１３ 
 １５１７９ 愛媛  戒告 Ｈ１３ 
青木 達典   ９３８６ 第二東京 青木法律事務所 退会命令 Ｈ１３ 
堀合 悟  １６２６１ 東京 堀合悟法律事務所 退会命令 Ｈ１３ 
 ２２９４８ 東京  戒告 Ｈ１３ 
渡辺 直樹  １８３１２ 名古屋 渡辺直樹法律事務所 業停１年６月 Ｈ１３ 
 １２５６０ 東京  戒告 Ｈ１３ 
 １３２９４ 沖縄  戒告 Ｈ１３ 
蒔田 太郎  ５５９９ 東京  業停１年 Ｈ１３ 
 １００８８ 東京  戒告 Ｈ１３ 
 １４２０２ 第二東京  業停１月 Ｈ１３ 
 １７５３６ 大阪  戒告 Ｈ１３ 

 １７５２９ 大阪  戒告 Ｈ１３ 
堀尾 和夫  ５４４４ 第一東京  業停１年３月 Ｈ１３ 
 



  平成１３年弁護士懲戒一覧表   ２００１年          N02 
氏氏名 登録番号 所属 事務所名称 懲戒の種別 年  
芦田 直衛  ６５３８ 東京  業停６月 Ｈ１３ 
 １６７６９ 長野  戒告 Ｈ１３ 
 １４７７４ 新潟  戒告 Ｈ１３  
 １３０１３ 京都   Ｈ１３ 
武川 翼  １５５９７ 京都 武川法律事務所 業停３月 Ｈ１３ 
 １９１３３ 大阪  戒告 Ｈ１３ 
高橋 貞夫  １１３４９ 名古屋 高橋貞夫法律事務所 退会命令 Ｈ１３ 
 １４３０２ 札幌  戒告 Ｈ１３ 
 １１０７６ 大阪  戒告 Ｈ１３ 
長谷川恒弘  １６８２７ 茨木  退会命令 Ｈ１３ 
 ２４１７４ 第二東京  戒告 Ｈ１３ 
小野 哲  ２１９１２ 大阪 小野哲総合法律事務所 業停６月 Ｈ１３ 
 ９２１７ 香川  戒告 Ｈ１３ 
     Ｈ１３ 
 １４１１２ 福岡  戒告 Ｈ１３ 
 ２５２１７ 富山  戒告 Ｈ１３ 
 １３６５８ 大阪  戒告 Ｈ１３ 
 １６６６９ 第一東京  戒告 Ｈ１３ 
 ２１４１６ 第一東京   Ｈ１３ 
 １９７７２ 東京   Ｈ１３ 
金丸 弘司  １３１０９ 東京 金丸総合法律事務所 業停１０月 Ｈ１３ 
水本民雄  ５８５５ 第二東京 水本民雄事務所 業停２年 Ｈ１３ 
 １６９６０ 第二東京  業停１月 Ｈ１３ 
 １１４１４ 第一東京   Ｈ１３ 
 １７２５７ 長崎   Ｈ１３ 
阿部 元春  １３７７７ 東京  退会命令 Ｈ１３ 
 １７３６４ 第二東京   Ｈ１３ 
范 光 遠  ２２３７２ 第一東京  業停４月 Ｈ１３ 
 １７１５９ 大阪  戒告 Ｈ１３ 
山口 明良  １９９９３ 第二東京 新大塚法律事務所 退会命令 Ｈ１３ 
      
      

 



 平成１２年度懲戒弁護士一覧表   ２０００年     NO １ 

氏 名 登録番号 所属 法律事務所名称 懲戒種別 懲戒年 
石橋 秀郎  １４９０７ 茨木  業停１０月 Ｈ１２ 
 １８８３２ 京都  戒告 Ｈ１２ 
 １６９１４ 名古屋  戒告 Ｈ１２ 
 １４３２４ 第二東京  戒告 Ｈ１２ 
片山 和英  １００５４ 東京 片山総合法律事務所 業停１年 Ｈ１２ 
 ２０６６５ 東京  戒告 Ｈ１２ 
井上 壽男  １８１４７ 東京 榎本精一法律事務所 退会命令 Ｈ１２ 
森田 洲右  ７８２３ 東京 森田洲右法律事務所 業停１年６月 Ｈ１２ 
渡邉 澄雄  ２５０６４ 静岡 渡邉澄雄法律事務所 業停３月 Ｈ１２ 
 ２０４４７ 東京  戒告 Ｈ１２ 
野口 亨  ２０４５７ 東京 野口亨法律事務所 除名 Ｈ１２ 
高橋 武  ８３８３ 東京 わかば法律事務所 業停１年６月 Ｈ１２ 
 １２８７５ 札幌  業停１月 Ｈ１２ 
柿沼 映二  ７８１５ 東京 新宿合同法律事務所 退会命令 Ｈ１２ 
松本 健二  １３１５６ 東京  業停１年 Ｈ１２ 
小池 通雄  ８３５５ 広島  業停３月 Ｈ１２ 
藤井 正章  ７４５１ 札幌 アイアンクラド法律事務 除名 Ｈ１２ 
 ８６７８ 大分  戒告 Ｈ１２ 
関  榮一  １０３２１ 第二東京 関榮一法律事務所 退会命令 Ｈ１２ 
石島 秀明  １４９０７ 茨木  業停１年 Ｈ１２ 
 １１６９４ 兵庫  戒告 Ｈ１２ 
村津 豊治  ７７２２ 第一東京 新都心法律事務所 業停６月 Ｈ１２ 
 ２２７８９ 千葉  業停１月 Ｈ１２ 
 ２０４３１ 富山  戒告 Ｈ１２ 
 ２０３１９ 横浜    戒告 Ｈ１２ 
 １３５６５ 札幌  業停１月 Ｈ１２ 
 １７７０４ 東京  戒告 Ｈ１２ 
横内 淑郎  １６６９０ 第一東京 横内淑郎法律事務所 業停３月 Ｈ１２ 
岩井 昇二  １１５２２ 東京  業停１０月 Ｈ１２ 
上野 襄治  １０９２３ 東京 千代田共同法律事務所 業停１年 Ｈ１２ 
 １３５３５ 札幌  業停１月 Ｈ１２ 
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氏氏名 登録番号 所属 事務所名称 懲戒の種別 年  
小川 壽郎  １２６３５ 長崎  退会命令 Ｈ１２ 
 １２４４４ 第二東京  戒告 Ｈ１２ 
 １３０１９ 大阪  戒告 Ｈ１２  
 １６９７０ 第二東京  戒告 Ｈ１２ 
野呂瀬長美  １１２９４ 第二東京 野呂瀬法律会計事務所 退会命令 Ｈ１２ 
 １５１１１ 函館  業停１月 Ｈ１２ 
 ８５０１ 岡山  戒告 Ｈ１２ 
 ９２１８ 香川  戒告 Ｈ１２ 
吉村 俊一  ２２３２６ 熊本 吉村俊一法律事務所 業停８月 Ｈ１２ 
竹原 孝雄  １２５７５ 東京 竹原法律事務所 業停１０月 Ｈ１２ 
 １５２３９ 名古屋  戒告 Ｈ１２ 

 １９９２６ 埼玉  戒告 Ｈ１２ 
今石 裕二  １７５６８ 大分  退会命令 Ｈ１２ 
 １１１７７ 東京  戒告 Ｈ１２ 
 １８７９９ 大阪  業停２月 Ｈ１２ 
 １７２４５ 東京  戒告 Ｈ１２ 
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