
相澤　　晃　（全国信用金庫協会）
相原　恭治　（おかやま信用金庫）
青木　晋治　（弁護士）
青木　良介　（城北信用金庫）
青竹　美貴　（みずほ銀行・弁護士）
青柳　　徹　（弁護士）
赤尾進一郎　（三菱UFJ信託銀行）
赤坂　　務　（日本政策投資銀行）
赤崎　雄作　（弁護士）
秋山　朋治　（みずほ信託銀行）
浅井　弘章　（弁護士）
朝岡　裕子　（日本政策投資銀行）
浅野　謙一　（弁護士）
麻生　裕介　（弁護士）
安達　祐介　（三井住友銀行）
安福　泰啓　（全国信用保証協会連合会）
網野　精一　（弁護士）
荒井陽二郎　（三井住友銀行・弁護士）
荒田　龍輔　（弁護士）
在原　　佑　（千葉銀行）
有吉　尚哉　（弁護士）
粟澤　方智　（弁護士）
安東　克正　（中国銀行）
飯窪　光隆　（不動産鑑定士・一級建築士）
飯田　浩司　（弁護士）
飯塚　仁康　（日本M&Aセンター）
飯沼　孝明　（東京スター銀行）
飯山　高康　（小田原第一信用組合）
井川　正行　（三菱東京UFJ銀行）
池田　瑛吉　（琉球銀行）
石川　智史　（弁護士）

石毛　和夫　（弁護士）
石塚　　修　（山形銀行）
石塚　智教　（弁護士）
石橋　尚季　（三井住友信託銀行）
泉　　篤志　（弁護士）
板橋　英之　（北日本銀行）
市村　直子　（あおぞら銀行）
伊藤　貴史　（あおぞら債権回収）
伊藤菜々子　（弁護士）
伊東　信博　（宮崎太陽銀行）
伊藤　　尚　（弁護士）
伊藤　広樹　（弁護士）
糸村　昌史　（沖縄銀行）
稲田　博志　（あおぞら銀行・弁護士）
稲葉　千雅　（三井住友信託銀行）
犬塚暁比古　（弁護士）
井上　生喜　（西京銀行）
今井　　佑　（弁護士）
今出　尚孝　（三井住友銀行・弁護士）
今富　芳明　（十八銀行）
岩城　方臣　（弁護士）
岩木　保樹　（日本M&Aセンター・公認会計士）
岩崎江光子　（KPMGコンサルティング）
岩間　智女　（弁護士）
上田　淳史　（弁護士）
上西　拓也　（弁護士）
植村　泰弘　（あずさ監査法人）
宇佐美　豊　（金融監査コンプライアンス研究所）
鵜沢　実治　（千葉銀行）
氏家　洋輔　（あずさ監査法人）
後平　真輔　（弁護士）

臼井　幸治　（弁護士）
臼井　隆行　（日本政策投資銀行）
宇田川敦史　（弁護士）
内ヶ﨑　茂　（三菱UFJ信託銀行）
内田　敏春　（日本政策投資銀行）
内田　義厚　（早稲田大学）
宇都宮弘一　（東京スター銀行・弁護士）
内海　順太　（東京スター銀行）
梅田亜由美　（日本M&Aセンター・司法書士）
浦　　亮一　（弁護士）
浦滝　琢己　（北海道銀行）
浦中　裕孝　（弁護士）
浦山　　周　（弁護士）
永口　　学　（弁護士）
江口真理恵　（弁護士）
江藤寿美怜　（弁護士）
遠藤　雄一　（足利銀行）
大石健太郎　（弁護士）
大上　良介　（弁護士）
大浦　貴史　（弁護士）
大川　友宏　（弁護士）
大木　健輔　（三菱東京UFJ銀行）
大櫛　健一　（弁護士）
大口　　敬　（弁護士）
大倉　徹也　（三菱東京UFJ銀行）
大澤　武史　（弁護士）
大篠　智子　（東京スター銀行）
大野　静香　（司法書士）
大野　正文　（全国銀行協会）
大林　寿代　（東京スター銀行）
小笠原恵美　（三井住友銀行）

『5000講』の監修者、企画・執筆・校閲者

◆ 監修者

遠藤　俊英（金融庁監督局長）
小野瀬　厚（法務省民事局長）
神田　秀樹（学習院大学教授）
中務嗣治郎（弁護士・弁護士法人中央総合法律事務所代表弁護士　マネイジングパートナー）

◆ 企画・執筆・校閲者
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岡田　孝介　（みずほ信託銀行）
岡野　正明　（埼玉縣信用金庫）
岡村　淳一　（山形銀行）
小川　　歩　（みずほ銀行）
奥　総一郎　（PwCアドバイザリー）
奥田栄一郎　（日本生命保険）
小國　義之　（あずさ監査法人）
小山内　崇　（弁護士）
小澤　一滋　（静岡銀行）
押野　　浩　（山形銀行）
小田垣　亨　（滋賀銀行）
越智　俊介　（弁護士）
落合　孝文　（弁護士）
小野　　潔　（みずほ銀行）
及部　裕輝　（三井住友銀行・弁護士）
加来　輝正　（西日本シティ銀行）
笠原　修一　（新潟信用金庫）
笠原　利行　（東和銀行）
柏木　健佑　（弁護士）
片山　英二　（弁護士）
勝　　伸幸　（弁護士）
加藤　貴裕　（弁護士）
加藤　寛史　（弁護士）
加藤　保大　（三菱東京UFJ銀行）
金澤　浩志　（弁護士）
鐘江　祐輔　（あおぞら銀行）
鐘ヶ江洋祐　（弁護士）
金子　憲康　（弁護士）
金久　直樹　（弁護士）
金光　祐希　（弁護士）
鎌田雄一郎　（日本生命保険）
神尾　俊行　（荘内銀行）
亀井　洋一　（弁護士）
亀甲　智彦　（弁護士）
萱野　靖浩　（千葉銀行）
粥川　泰洋　（三菱東京UFJ銀行）
唐澤　　新　（弁護士）
辛嶋　如子　（日本M&Aセンター・弁護士）
川島　亜記　（弁護士）
川西　　裕　（百十四銀行）
川西　拓人　（弁護士）
川村　英二　（弁護士）
川村　一博　（弁護士）

官澤　康平　（弁護士）
菊妻左知夫　（日本生命保険）
岸本　隆一　（三井住友信託銀行）
北川　恵子　（弁護士）
北野　浩之　（栃木銀行）
木村　研哉　（岩手銀行）
木村　勇人　（弁護士）
木村　祐也　（KPMGコンサルティング）
清瀬　伸悟　（弁護士）
久下沼正徳　（水戸信用金庫）
工藤　良平　（弁護士）
國吉　雅男　（弁護士）
久保　貴明　（みずほ信託銀行）
熊谷　徳将　（七十七銀行）
九本　博文　（エル・シー・アール国土利用研究所）
栗林　秀樹　（あずさ監査法人）
黒田　　薫　（弁護士）
黒田　雄太　（KPMGコンサルティング）
桑田　寛史　（弁護士）
桑原　　慶　（三菱UFJ信託銀行）
桑原　卓哉　（弁護士）
小池信太郎　（みずほ銀行）
古賀　直樹　（福岡銀行）
粉川　知也　（弁護士）
小島　博久　（西武信用金庫）
古手川高志　（三菱UFJ信託銀行）
小 　貴雄　（弁護士）
小林　章博　（弁護士）
小林　信明　（弁護士）
小林　史治　（ディスクロージャー＆IR総合研究所）
小林　幹幸　（弁護士）
小林　洋介　（弁護士）
古原　　暁　（弁護士）
小松　信介　（エル・シー・アール国土利用研究所）
米須　陽宏　（琉球銀行）
今田　善丈　（全国信用保証協会連合会）
近藤　拓磨　（みずほ信託銀行）
近藤　祐史　（弁護士）
齋　　雄太　（みずほ銀行・弁護士）
佐長　　功　（弁護士）
齋藤　　裕　（きらやか銀行）
齋藤　泰朗　（東邦銀行）
酒井　隆一　（あずさ監査法人）

坂本　倫子　（弁護士）
坂本　直樹　（しまなみ債権回収）
佐久間　亨　（三井住友信託銀行）
笹賀幸太郎　（三井住友銀行）
笹川　豪介　（三井住友信託銀行・弁護士）
佐々木英人　（弁護士）
佐々木宏之　（北海道銀行）
佐藤　快三　（三井住友信託銀行）
佐藤　一也　（弁護士）
佐藤　修二　（弁護士）
佐藤　　亮　（みずほ銀行・弁護士）
佐藤　　亮　（三菱東京UFJ銀行）
真田　裕彦　（みちのく銀行）
佐山恵一郎　（日本生命保険）
三宮　慎司　（四国銀行）
三部　裕幸　（弁護士）
椎名　一夫　（三井住友銀行）
鹿浦　大観　（三井住友銀行・弁護士）
竺原　摩紀　（みずほ信託銀行）
獅子野裕介　（弁護士）
柴崎　光洋　（あおぞら銀行）
柴山　吉報　（弁護士）
嶋寺　　基　（弁護士）
嶋村　卓也　（三菱UFJ信託銀行）
嶋村　那生　（弁護士）
下久保　翼　（弁護士）
下西　祥平　（弁護士）
下宮　麻子　（日本M&Aセンター・司法書士）
神宮字　謙　（東京スター銀行）
慎　　純敏　（日本M&Aセンター・公認会計士）
陣内　充則　（佐賀共栄銀行）
陶　　隆輝　（三菱東京UFJ銀行）
壽賀　　亨　（きらやか銀行）
杉坂　春奈　（七十七銀行・弁護士）
杉山　大幹　（青森銀行）
鈴鹿　祥吾　（弁護士）
鈴木　秋夫　（弁護士）
鈴木　　学　（弁護士）
鈴木　咲季　（弁護士）
鈴木　健之　（三菱UFJ信託銀行）
鈴木　智弘　（弁護士）
鈴木　秀昭　（三菱UFJ信託銀行）
鈴木　仁史　（弁護士）
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鈴木　正人　（弁護士）
鈴木　正之　（三菱UFJ信託銀行）
鈴木　　円　（大光銀行）
鈴木　友一　（弁護士）
鈴木　由里　（弁護士）
須藤　雄宏　（あおぞら銀行・弁護士）
鷲見　大輔　（大垣共立銀行）
住田　昌弘　（弁護士）
清野　訟一　（弁護士）
関口　　諒　（弁護士）
関沢　正彦　（弁護士）
世良　裕一　（全国銀行資金決済ネットワーク）
曽我　幸男　（弁護士）
十河　遼介　（弁護士）
髙井　章光　（弁護士）
髙木いづみ　（弁護士）
高子　　賢　（弁護士）
髙梨　俊介　（三井住友銀行・弁護士）
髙野　紘輝　（弁護士）
高橋　厚志　（みずほ銀行・弁護士）
高橋　　剛　（外国法事務弁護士（ニューヨーク州法））
高橋　浩美　（東京東信用金庫）
髙橋　洋行　（弁護士）
髙畠三由紀　（三菱東京UFJ銀行）
高松　志直　（弁護士）
髙見　　駿　（弁護士）
高谷　裕介　（弁護士）
瀧井　麻美　（みずほ銀行）
瀧川　佳昌　（弁護士）
滝澤あゆみ　（三菱UFJ信託銀行）
田口　和幸　（弁護士）
竹田　瑛典　（肥後銀行）
竹田　和寛　（三井住友銀行）
竹山　智穂　（弁護士）
田子　真也　（弁護士）
田中　公二　（大分県信用組合）
田中　俊介　（日本生命保険）
田中　淳介　（尼崎信用金庫）
田中　貴士　（弁護士）
田中　雄土　（弁護士）
谷　健太郎　（弁護士）
谷口　厚志　（全国銀行協会）
谷崎　研一　（弁護士）

玉井　豊文　（TGコンサルティング）
田村　　篤　（みずほ銀行）
田村　宗久　（弁護士）
為重　力哉　（広島銀行）
田谷　惠子　（みずほ銀行）
苣野　二郎　（三井住友銀行）
塚本　英巨　（弁護士）
津田　圭司　（KPMGコンサルティング）
土田　裕章　（福岡銀行）
土谷　　豪　（KPMGコンサルティング）
角野　佑子　（弁護士）
鶴岡　勇誠　（弁護士）
照屋　　光　（沖縄振興開発金融公庫）
土井富美久　（山口フィナンシャルグループ）
黨　　貞明　（三井住友信託銀行）
田路　至弘　（弁護士）
德永愼太郎　（三菱東京UFJ銀行）
徳丸　大輔　（弁護士）
戸田憲次郎　（KPMGコンサルティング）
樋之口真樹　（南日本銀行）
冨岡　孝幸　（弁護士）
富岡　武彦　（弁護士）
冨川　　諒　（弁護士）
富田　晋也　（全国信用保証協会連合会）
冨田　雄介　（弁護士）
冨松　宏之　（弁護士）
豊田　将之　（三井住友信託銀行）
豊原　輝久　（あずさ監査法人）
中　　朋美　（三井住友銀行）
永井　利幸　（弁護士）
長尾　龍一　（広島信用金庫）
中川　正勝　（東京東信用金庫）
永田　香織　（みずほ銀行）
長田真理子　（みずほ銀行・弁護士）
永田　光博　（弁護士）
中務　尚子　（弁護士）
中務　正裕　（弁護士）
中西　和幸　（弁護士）
中原　健夫　（弁護士）
中光　　弘　（弁護士）
中村　　健　（日本生命保険）
中村　達弘　（日本生命保険）
中村　友絵　（三菱東京UFJ銀行）

中村　　閑　（弁護士）
中村　弘明　（三菱東京UFJ銀行）
中村　広樹　（弁護士）
並木　知紀　（税理士）
新村　浩司　（東京スター銀行・弁護士）
西　　祐平　（三井住友銀行）
西尾　友佑　（日本M&Aセンター・公認会計士）
西岡　祐介　（弁護士）
錦野　裕宗　（弁護士）
西崎　　進　（北洋銀行）
西澤　　徹　（法務省）
西田　智洋　（鹿児島銀行）
西谷　和美　（弁護士）
西中　宇紘　（弁護士）
西村　孝史　（あずさ監査法人）
根津　宏行　（弁護士）
野崎　竜一　（弁護士）
能瀬　　愛　（三井住友銀行）
野村　　完　（弁護士）
羽間　弘善　（弁護士）
長谷川敦史　（日本生命保険）
長谷川　卓　（三井住友銀行）
畑　英一郎　（弁護士）
秦　まり子　（TIMコンサルティング）
蜂谷　真以　（三菱東京UFJ銀行）
馬場　敦子　（三井住友信託銀行）
馬場健太郎　（北陸銀行）
土生　哲也　（弁理士）
濵井　耕太　（弁護士）
浜崎　祐紀　（弁護士）
浜田　将裕　（弁護士）
早坂　文高　（三井住友トラストクラブ）
原　佳奈子　（TIMコンサルティング）
原田　義昭　（三井住友銀行）
張谷俊一郎　（弁護士）
半田　久之　（司法書士）
東　　竜太　（親和銀行）
百武　健一　（京都中央信用金庫）
日向　　隆　（弁護士）
平松　知実　（巣鴨信用金庫）
平山浩一郎　（弁護士）
廣瀬健一郎　（弁護士）
廣渡　　鉄　（弁護士）
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深沢　篤嗣　（弁護士）
福井　福美　（宮崎銀行）
福島　良治　（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー）
福谷　賢典　（弁護士）
福盛田真義　（日本政策投資銀行）
福山　　慶　（横浜銀行）
藤井　友弘　（みずほ銀行）
藤井　康弘　（弁護士）
藤池　智則　（弁護士）
藤﨑　　毅　（三菱東京UFJ銀行）
藤本　忠久　（司法書士）
藤原　敬三　（中小企業再生支援全国本部）
藤原　彰吾　（みずほ銀行）
藤原　英樹　（あおぞら銀行）
藤原　宇基　（弁護士）
古川　純平　（弁護士）
古川ひとみ　（弁護士）
古澤　陽介　（弁護士）
古屋　親子　（あおぞら銀行）
木田　源太　（三井住友銀行）
星　　　治　（三菱UFJ信託銀行）
星　　敬太　（全国信用保証協会連合会）
細井　文明　（弁護士）
細田　浩史　（弁護士）
堀口　　真　（弁護士）
堀越　友香　（弁護士）
堀田　昂慈　（弁護士）
本行　克哉　（弁護士）
本多　知則　（三井住友銀行・弁護士）
前田　直哉　（弁護士）
牧　恵美子　（弁護士）
正木　　順　（あおぞら債権回収）
増井　邦繁　（弁護士）
増田　裕平　（三井住友銀行・弁護士）
俣野　紘平　（弁護士）
松浦　嘉秀　（整理回収機構）
松澤　　悠　（三井住友信託銀行）
松嶋　英機　（弁護士）
松田　章良　（弁護士）
松田絢士郎　（弁護士）
松田　貴男　（弁護士）
松原　崇弘　（弁護士）
松原　由佳　（弁護士）

松本　小咲　（エル・シー・アール国土利用研究所）
松本　卓也　（弁護士）
松本　亮一　（弁護士）
丸一　浩貴　（弁護士）
丸本　秀男　（横浜信用金庫）
三澤　　智　（弁護士）
水田　修義　（弁護士）
三田　真史　（千葉銀行）
美谷　拓也　（北陸銀行）
三森　　仁　（弁護士）
水口久仁彦　（三菱東京UFJ銀行）
南　　勇成　（弁護士）
宮本　敬正　（福岡銀行）
宮本　玲子　（あずさ監査法人）
六信　勝司　（全国信用保証協会連合会）
村岡　佳紀　（アセットマネジメントOne）
村上　雅哉　（弁護士）
村木　良平　（日本M&Aセンター・税理士）
村田　仁人　（北陸銀行）
村田　嘉正　（きらやか銀行）
村松　頼信　（弁護士）
茂木　哲也　（公認会計士）
本村　　健　（弁護士）
森　　駿介　（弁護士）
森　瑠理子　（弁護士）
八木　　拡　（弁護士）
安田　勝行　（全国信用保証協会連合会）
安平　武彦　（弁護士）
栁澤　貴久　（全国信用保証協会連合会）
柳原　　剛　（全国信用保証協会連合会）
矢野　栄一　（四国銀行）
山内　達也　（弁護士）
山岸麻衣子　（JXTGエネルギー）
山口　豊嗣　（東京東信用金庫）
山越　勇輝　（弁護士）
山崎　　純　（弁護士）
山崎　哲央　（弁護士）
山崎　祐慶　（日本M&Aセンター・公認会計士）
山下　悟朗　（東京スター銀行）
山下　実紀　（三井住友信託銀行）
山田　晃久　（弁護士）
山田　浩二　（エル・シー・アール国土利用研究所）
山田　康平　（弁護士）

山名　萌木　（三井住友銀行・弁護士）
山本　一貴　（弁護士）
山本　清貴　（三菱東京UFJ銀行）
結城　大輔　（弁護士）
横井　　伸　（日本M&Aセンター・弁護士）
横瀬　大輝　（弁護士）
吉崎　　博　（第四銀行）
吉田亜沙子　（七十七銀行）
吉田　　聡　（TIMコンサルティング）
吉田　俊一　（弁護士）
吉谷　　晋　（三菱UFJ信託銀行）
吉原　朋成　（弁護士）
吉村　嘉隆　（あずさ監査法人）
吉元　利行　（オリエント総合研究所）
両部　美勝　（静岡中央銀行）
若林　茂雄　（弁護士）
和田　憲二　（宮崎銀行）
渡辺　隆生　（東京スター銀行）
渡辺　真龍　（山形銀行）
渡辺　光雄　（埼玉縣信用金庫）

城南信用金庫融資部
全銀電子債権ネットワーク
預金保険機構

（50音順・所属機関は執筆当時）

◆ 協力

小沢・秋山法律事務所
弁護士法人中央総合法律事務所
株式会社日本M&Aセンター
堀総合法律事務所

4　監修者、企画・執筆・校閲者










