
安斉 俊久 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室
大西 浩文 札幌医科大学医学部 公衆衛生学講座
川原田 修義 札幌医科大学 心臓血管外科
齋藤 重幸 札幌医科大学保健医療学部 基礎臨床講座
高木 千佳 北海道社会事業協会小樽病院 循環器科
丹野 雅也 札幌医科大学附属病院 循環器・腎臓・代謝内分泌内科
土橋 和文 札幌医科大学附属病院 病院管理学
三木 隆幸 医療法人王子総合病院 循環器内科・糖尿病内科
村中 敦子 札幌医科大学医学部 循環器･腎臓･代謝内分泌内科学講座
矢野 俊之 札幌医科大学医学部 循環器･腎臓･代謝内分泌内科学講座
横式 尚司 市立札幌病院 循環器内科

阿部 芳久 市立秋田総合病院 循環器内科
飯野 貴子 秋田大学大学院医学系研究科 循環器内科学
伊藤 智範 岩手医科大学 内科学講座 循環器内科分野
金 一 岩手医科大学附属病院 心臓血管外科学講座
小丸 達也 東北医科薬科大学 内科学第一（循環器内科）
齋木 佳克 東北大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学分野
佐々木 真吾 弘前大学医学部 循環器腎臓内科
竹石 恭知 福島県立医科大学医学部 循環器内科学講座
富岡 智子 みやぎ県南中核病院 循環器内科
富田 泰史 弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学
中里 和彦 福島県立医科大学 循環器内科学講座
堀内 久徳 東北大学加齢医学研究所 加齢制御研究部門基礎加齢研究分野
森野 禎浩 岩手医科大学医学部 内科学講座循環器内科分野
渡邉 哲 山形大学医学部附属病院 第一内科
渡邊 博之 秋田大学大学院医学系研究科 循環器内科学講座
渡辺 昌文 山形大学医学部 内科学第一講座

赤澤 宏 東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学
明石 嘉浩 聖マリアンナ医科大学 循環器内科
阿古 潤哉 北里大学医学部 循環器内科学
浅井 邦也 日本医科大学千葉北総病院 集中治療室
浅井 徹 順天堂大学医学部 心臓血管外科
足立 健 防衛医科大学校 循環器内科
家田 真樹 筑波大学附属病院 循環器内科
五十嵐 都 筑波大学 医学医療系 循環器内科
伊苅 裕二 東海大学医学部 内科学系循環器内科学
井口 信雄 榊原記念病院 循環器内科
池田 隆徳 東邦大学大学院医学研究科 循環器内科学
池脇 克則 防衛医科大学校 神経･抗加齢血管内科
石井 庸介 日本医科大学 第二外科・心臓血管外科
石上 友章 横浜市立大学医学部 循環器腎臓内科学
石川 利之 横浜市立大学 循環器腎臓内科学
石津 智子 筑波大学 医学医療系 循環器内科
礒 良崇 昭和大学藤が丘病院
猪又 孝元 北里研究所病院 循環器内科
岩永 史郎 埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科
岩本 眞理 済生会横浜市東部病院こどもセンター 総合小児科
遠藤 彩佳 慶應義塾大学医学部 循環器科
小川 洋司 東京女子医科大学心臓病センター 循環器内科
荻野 均 東京医科大学 心臓血管外科学分野
奥村 恭男 日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科
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落合 正彦 昭和大学横浜市北部病院 循環器内科
小野 稔 東京大学大学院医学系研究科 心臓外科
苅尾 七臣 自治医科大学 内科学講座　循環器内科学部門
河村 朗夫 国際医療福祉大学 循環器内科
桑原 宏一郎 信州大学医学部 循環器内科学教室
上妻 謙 帝京大学医学部 循環器内科
河野 隆志 杏林大学医学部付属病院 循環器内科
合屋 雅彦 東京医科歯科大学医学部附属病院 循環制御内科学講座
小菅 雅美 横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター内科
小谷 英太郎 日本医科大学多摩永山病院 循環器内科
木庭 新治 昭和大学医学部 内科学講座・循環器内科学部門
小林 欣夫 千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学
小室 一成 東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学
齋藤 綾 東邦大学医療センター佐倉病院
佐々木 晴香 千葉大学医学部附属病院 循環器内科
笹野 哲郎 東京医科歯科大学 循環制御内科学
佐藤 明 筑波大学 医学医療系 循環器内科
佐藤 加代子 東京女子医科大学 循環器内科
佐藤 康弘 平塚共済病院
佐野 元昭 慶應義塾大学医学部 循環器内科
志賀 剛 東京慈恵会医科大学 臨床薬理学
志水 秀行 慶應義塾大学医学部 心臓血管外科
清水 渉 日本医科大学付属病院 循環器内科
庄田 守男 東京女子医科大学 循環器内科　先進電気的心臓制御研究部門
新家 俊郎 昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門
陣崎 雅弘 慶應義塾大学医学部 放射線科学
鈴木 孝明 埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓外科
鈴木 洋 昭和大学藤が丘病院 循環器内科
先崎 秀明 国際医療福祉大学成田病院 小児科
髙月 誠司 慶應義塾大学医学部 循環器内科
高野 仁司 日本医科大学 循環器内科
瀧本 英樹 東京大学医学部 循環器内科
田口 功 獨協医科大学埼玉医療センター 循環器内科
田中 信大 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科
田中 啓之 土浦協同病院 心臓血管外科
田邉 健吾 三井記念病院 循環器内科
谷 樹昌 日本大学病院 循環器内科学
田村 功一 横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学
丹野 郁 昭和大学江東豊洲病院 循環器内科
近森 大志郎 東京医科大学 循環器内科
塚田（哲翁） 弥生 日本医科大学武蔵小杉病院 救急・総合診療センター　総合診療科
東口 治弘 東京大学医学部附属病院 循環器内科
中井 俊子 日本大学医学部附属板橋病院 医学部循環器内科 先端不整脈治療学部門
中尾 倫子 東京大学医学部附属病院 検査部
中西 理子 東邦大学医療センター大森病院 循環器内科
仲野 美代 千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学
中村 正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科
新浪 博士 東京女子医科大学 心臓血管外科
西岡 利彦 埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科
萩原 誠久 東京女子医科大学 循環器内科
原 英彦 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科
日比 潔 横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管ｾﾝﾀｰ
廣 高史 赤羽中央総合病院 循環器内科
福田 恵一 慶應義塾大学医学部 循環器内科
藤田 英雄 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科
藤本 善英 国際医療福祉大学成田病院 循環器内科
船橋 伸禎 千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学
古川 佳子 山王メディカルセンター 循環器内科
細谷 弓子 東京大学医学部附属病院 循環器内科/重症心不全治療開発講座
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前田 知子 榊原記念クリニック 検査課
松本 直也 日本大学病院 循環器内科
三島 健人 新潟大学医歯学総合病院 心臓血管外科
南野 徹 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科
宮内 克己 順天堂東京江東高齢者医療センター
宮内 秀行 千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学
宮内 瑞穂 日本医科大学付属病院 循環器内科
宮内 靖史 日本医科大学千葉北総病院 循環器内科
村松 俊裕 埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科
本村 昇 東邦大学医療センター佐倉病院 心臓血管外科
森田 啓行 東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学講座
諸井 雅男 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科
山岸 敬幸 慶應義塾大学医学部 小児科学教室
山口 淳一 東京女子医科大学心臓病センター 循環器内科
山本 剛 日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科
吉村 道博 東京慈恵会医科大学 内科学講座　循環器内科
依田 俊一 日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科

天野 哲也 愛知医科大学 循環器内科
井澤 英夫 藤田医科大学病院 循環器内科
石井 秀樹 藤田医科大学 ばんたね病院 循環器内科学
今中 恭子 三重大学大学院医学系研究科 修復再生病理学
因田 恭也 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科
碓氷 章彦 名古屋大学大学院医学系研究科 心臓外科学
大倉 宏之 岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学
金森 寛充 岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学
川口 克廣 小牧市民病院
栗田 泰郎 三重大学医学部附属病院 循環器内科
古森 公浩 名古屋大学大学院医学系研究科 血管外科
近藤 隆久 名古屋大学大学院医学系研究科 肺高血圧先端治療学寄附講座
早乙女 雅夫 浜松医科大学 内科学第三講座循環器科
皿井 正義 藤田医科大学医学部 循環器内科
瀬尾 由広 名古屋市立大学大学院医学研究科 循環器内科学
高島 浩明 愛知医科大学 循環器内科
谷澤 貞子 藤田医科大学 循環器内科
土井 潔 岐阜大学大学院医学系研究科 高度先進外科学分野
土肥 薫 三重大学医学部附属病院 第一内科
永田 浩三 名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学講座
野田 俊之 岐阜県総合医療センター 循環器内科
坂東 泰子 名古屋大学医学部附属病院 循環器内科
前川 裕一郎 浜松医科大学 内科学第三講座
三谷 義英 三重大学医学部附属病院 周産母子センター
室原 豊明 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科
山田 典一 地方独立行政法人　桑名市総合医療センター 循環器内科
早稲田 勝久 愛知医科大学 循環器内科
渡邉 英一 藤田医科大学 ばんたね病院 循環器内科
度会 正人 安城更生病院 循環器内科

臼田 和生 富山県立中央病院 内科(循環器)
梶波 康二 金沢医科大学 循環器内科
川尻 剛照 金沢大学医薬保健研究域医学系 循環器病態内科学
絹川 弘一郎 富山大学附属病院 第二内科
高村 雅之 金沢大学大学院医学系研究科 循環器内科
竹村 博文 金沢大学 心臓血管外科
夛田 浩 福井大学医学部 病態制御医学講座 循環器内科学

東海支部

北陸支部
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赤尾 昌治 京都医療センター 循環器内科
朝倉 正紀 兵庫医科大学 循環器内科
池田 義 京都大学大学院医学研究科 心臓血管外科
石田 達郎 神戸大学医学部附属病院 循環器内科
石原 正治 兵庫医科大学 循環器科・腎透析内科学講座
泉 知里 国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門心不全科
岩倉 克臣 桜橋渡辺病院 循環器内科
岩永 善高 国立循環器病研究センター 循環器病統合情報センター
上村 秀樹 奈良県立医科大学 先天性心疾患センター
岡田 健次 神戸大学大学院医学研究科 外科学講座　心臓血管外科学分野
尾野 亘 京都大学大学院医学研究科 循環器内科学
片岡 亨 医療法人生長会ベルランド総合病院 心臓病ｾﾝﾀｰ 循環器内科
勝間田 敬弘 大阪医科大学 外科学講座 胸部外科学教室
加藤 貴雄 京都大学医学部附属病院 循環器内科
神﨑 裕美子 大阪医科大学医学部 内科学Ⅲ教室
木島 祥行 星ヶ丘医療センター 循環器内科
木村 剛 京都大学医学部附属病院 循環器内科
草野 研吾 国立循環器病研究センター 心臓血管内科
久保 隆史 和歌山県立医科大学 循環器内科
小林 成美 神戸大学医学部附属病院 循環器内科
小原 幸 京都薬科大学 臨床薬理学
斎藤 能彦 奈良県立医科大学 循環器内科
坂口 元一 近畿大学医学部 心臓血管外科
坂田 泰史 大阪大学大学院医学系研究科 内科学講座 循環器内科学
塩島 一朗 関西医科大学 内科学第二講座
静田 聡 京都大学大学院医学研究科 内科系専攻内科学講座　循環器内科学
斯波 真理子 国立循環器病研究センター研究所 病態代謝部
柴田 利彦 大阪市立大学医学部 心臓血管外科
白石 裕一 京都府立医科大学 循環器腎臓内科
白山 武司 近江八幡市立総合医療センター
高谷 具史 兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科
田中 秀和 神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学
寺﨑 文生 大阪医科大学 医学教育センター
土肥 直文 奈良県西和医療センター 循環器内科
中川 義久 滋賀医科大学 内科学講座　循環器内科
中谷 敏 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻　機能診断科学講座
成田 淳 大阪大学医学部附属病院 小児科
成子 隆彦 大阪市立総合医療センター 循環器内科
西野 雅巳 大阪労災病院 循環器内科
西村 好晴 和歌山県立医科大学医学部 外科学第一講座
野口 暉夫 国立循環器病研究センター 心臓血管内科
彦惣 俊吾 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学
平田 健一 神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学分野
福沢 公二 神戸大学医学部附属病院 循環器内科
藤田 知之 国立循環器病研究センター 心臓外科
星賀 正明 大阪医科大学 循環器内科
的場 聖明 京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科
三浦 克之 滋賀医科大学 社会医学講座　公衆衛生学部門
湊谷 謙司 京都大学医学部附属病院 心臓血管外科
宮坂 陽子 関西医科大学 第二内科
森下 竜一 大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学
夜久 均 京都府立医科大学大学院医学研究科 心臓血管外科学
安田 聡 国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門
山下 智也 神戸大学医学部附属病院 循環器内科
山田 浩之 京都府立医科大学 循環器腎臓内科
山中 一朗 奈良県総合医療センター 心臓血管センター
和田 厚幸 草津総合病院 循環器科
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赤木 禎治 岡山大学病院 循環器内科学
伊藤 浩 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 機能制御学（循環器内科）
上村 史朗 川崎医科大学 循環器内科
織田 禎二 島根大学医学部 循環器・呼吸器外科
笠原 真悟 岡山大学病院 心臓血管外科
加藤 雅彦 鳥取大学医学部 病態検査学
門田 一繁 倉敷中央病院 循環器内科
田邊 一明 島根大学医学部 内科学第四
谷山 真規子 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 岡山県南東部（玉野）総合診療医学講座
種本 和雄 川崎医科大学 心臓血管外科
中村 一文 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科
西村 元延 鳥取大学医学部 器官再生外科学
濱野 公一 山口大学大学院医学系研究科 器官病態外科学(第一外科)
福江 宣子 徳山医師会病院 循環器内科
矢野 雅文 山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学
山本 一博 鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝内科
山本 健 山口大学大学院医学系研究科 病態検査学
山本 裕美 倉敷中央病院 循環器内科

泉谷 裕則 愛媛大学医学部 心臓血管・呼吸器外科学
岡山 英樹 愛媛県立中央病院 循環器病センター
北岡 裕章 高知大学医学部 老年病・循環器内科学
佐田 政隆 徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野
土井 正行 香川県立中央病院 循環器内科
中岡 洋子 近森病院 循環器内科
細川 忍 徳島赤十字病院 循環器内科
堀井 泰浩 香川大学医学部 心臓血管外科
松浦 朋美 徳島大学病院循環器内科
南野 哲男 香川大学医学部 循環器・腎臓・脳卒中内科学
山口 修 愛媛大学大学院 循環器･呼吸器･腎高血圧内科学

池田 聡司 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科
伊藤 美和 熊本大学病院 循環器内科
江石 清行 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 心臓血管外科学
大石 充 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学
大屋 祐輔 琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学
小川 正浩 福岡大学病院 循環器内科
甲斐 久史 久留米大学医学部附属医療センター 循環器内科
海北 幸一 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学
勝田 洋輔 福岡大学西新病院 循環器内科
河野 浩章 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学
河村 彰 福岡大学筑紫病院 循環器内科
窪薗 琢郎 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学
窪田 佳代子 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管･高血圧内科
坂本 憲治 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学
柴田 剛徳 宮崎市郡医師会病院 循環器内科
薗田 正浩 国立病院機構 鹿児島医療センター
髙橋 尚彦 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座
辻田 賢一 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学
筒井 裕之 九州大学大学院医学研究院 循環器内科学
中尾 浩一 済生会熊本病院 循環器内科
中川 幹子 大分大学医学部 医学教育ｾﾝﾀｰ
中島 均 国立病院機構 鹿児島医療センター 循環器科
野出 孝一 佐賀大学医学部 内科学講座
福井 寿啓 熊本大学病院 心臓血管外科
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福本 義弘 久留米大学医学部内科学講座 心臓･血管内科部門
藤見 幹太 福岡大学病院 循環器科
掃本 誠治 熊本市立植木病院
前村 浩二 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学
三浦 伸一郎 福岡大学医学部 心臓・血管内科学
光山 勝慶 熊本大学大学院生命科学研究部 医学系生体機能薬理学分野
宮田 昌明 鹿児島大学医学部 保健学科
宮本 伸二 大分大学医学部附属病院 心臓血管外科
本村 秀樹 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 小児科
森戸 夏美 福岡大学 診療所（健康管理センター内）
湯浅 敏典 鹿児島大学病院 心臓血管内科
吉田 典子 久留米大学 人間健康学部スポーツ医科学科
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