
ビンダケル導入施設・医師認定　認定施設・医師一覧（2021/9/30現在）

都道府県別五十音順

施設名 診療科名 医師名（※敬称略）

旭川医科大学病院 循環器内科 坂本　央

札幌医科大学附属病院 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 矢野　俊之

北海道大学大学院　医学研究院 循環病態内科学教室 永井　利幸

青森 弘前大学医学部附属病院 循環器内科
堀内　大輔
富田　泰史

岩手 岩手医科大学附属病院 循環器内科 那須　崇人

秋田 秋田大学医学部附属病院 循環器内科
飯野　貴子
佐藤　和奏

宮城 東北大学病院 循環器内科 後岡　広太郎

山形 山形大学医学部附属病院 第一内科 和根崎　真大

福島 福島県立医科大学附属病院 循環器内科 及川　雅啓

群馬

栃木 自治医科大学附属病院 循環器内科
高橋　政夫
原田　顕治
澤城　大悟

茨城 筑波大学附属病院 循環器内科 家田　真樹

亀田総合病院 循環器内科 吉岡　賢二

千葉大学医学部附属病院 循環器内科
岡田　将
小野　亮平

埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科 中埜　信太郎

自治医科大学附属さいたま医療センター  循環器内科 牧 尚孝 

防衛医科大学校病院 循環器内科 長友　祐司

杏林大学医学部付属病院 循環器内科 坂田　好美

慶應義塾大学病院 循環器内科 遠藤　仁

順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科
磯田　菊生
末永　祐哉

昭和大学病院 循環器内科 木庭　新治

聖路加国際病院 循環器内科 小宮山　伸之

帝京大学医学部附属病院 循環器内科 横山　直之

東京医科大学病院 循環器内科 岩崎　陽一

東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科 前嶋　康浩

東京女子医科大学病院 循環器内科 吉澤　佐恵子

東京大学医学部附属病院 循環器内科
網谷　英介
石田　純一

虎の門病院　 循環器センター内科 児玉 隆秀

日本医科大学付属病院 循環器内科 村田　広茂

日本大学医学部附属板橋病院 心臓血管外科 瀬在　明

関東

東北

北海道 北海道

埼玉

千葉

東京
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北里大学病院 循環器内科
池田　祐毅
石井　俊輔
成毛　崇※

湘南鎌倉総合病院 循環器科 髙橋　佐枝子

昭和大学藤が丘病院 循環器内科 江波戸　美緒

東海大学医学部付属病院 循環器内科 永井　知雄

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 松澤　泰志

横浜市立大学附属病院 循環器内科 小西　正紹

横浜南共済病院 循環器内科 藤井　洋之

山梨

信州大学医学部附属病院 循環器内科 元木　博彦

信州大学医学部附属病院 脳神経内科　リウマチ・膠原病内科 関島　良樹

新潟 新潟大学医歯学総合病院 循環器内科 柏村　健

順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器内科 設楽　準

浜松医科大学医学部附属病院 循環器内科 大谷　速人

地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院 循環器内科 本岡　眞琴

愛知医科大学病院 循環器内科 向井　健太郎

名古屋市立大学病院 循環器内科 瀬尾　由広

名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 奥村　貴裕

名古屋大学医学部附属病院 脳神経内科 小池　春樹

藤田医科大学病院 循環器内科
河合　秀樹
山田　晶

岐阜 岐阜大学医学部附属病院 循環器内科 金森　寛充

三重 三重大学医学部附属病院 循環器内科
土肥　薫
藤本　直紀

富山県立中央病院 内科（循環器） 丸山　美知郎

富山大学附属病院 第二内科 中村　牧子

金沢医科大学病院 循環器内科 若狭　稔

国立大学法人金沢大学附属病院 循環器内科 吉田　昌平

福井 福井大学医学部附属病院 循環器内科
夛田　浩
宇隨　弘泰
長谷川　奏恵

滋賀 滋賀医科大学医学部附属病院 内科学講座　循環器内科 酒井　宏

公益財団法人　天理よろづ相談所病院 循環器内科 田巻　庸道

奈良県立医科大学附属病院 循環器内科 尾上　健児

京都第一赤十字病院 循環器内科 木下　英吾

京都大学医学部附属病院 循環器内科 牧山　武

京都府立医科大学附属病院 循環器腎臓内科 山野　哲弘

関東 神奈川

北陸

長野甲信越

富山

京都

中部

近畿

愛知

石川

静岡

奈良
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和歌山 和歌山県立医科大学附属病院  循環器内科 柏木　学

大阪医科大学附属病院 循環器内科 藤田　修一

大阪市立大学医学部附属病院 循環器内科 泉家　康宏

大阪急性期・総合医療センター 心臓内科
玉置　俊介※
渡部　徹也

大阪赤十字病院 循環器内科 伊藤晴康

大阪大学医学部附属病院 循環器内科 世良　英子

関西医科大学附属病院 循環器内科 竹花　一哉

公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院 循環器内科 猪子　森明

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門心不全科  岡田　厚

近畿大学病院 循環器内科
岩永　善高※
河村　尚幸

神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科
古川　裕
村井　亮介

神戸大学医学部附属病院 循環器内科 田中　秀和

兵庫医科大学病院 循環器内科・冠疾患内科 合田　亜希子

兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 宮本　忠司

岡山大学病院 循環器内科 中村　一文

公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 循環器内科 多田　毅

川崎医科大学附属病院 循環器内科 岡本　公志

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 循環器内科 宗政　充

鳥取 鳥取大学医学部附属病院 循環器内科
山本　一博
衣笠　良治

広島 広島大学病院 循環器内科
日高　貴之
北川　知郎

島根 島根大学医学部附属病院 循環器内科 大内　武

山口 山口大学医学部附属病院 第二内科 小林　茂樹

徳島 徳島大学病院 循環器内科
八木　秀介
伊勢　孝之

香川大学医学部附属病院 抗加齢血管内科 松永　圭司

香川大学医学部附属病院 循環器内科 野間　貴久

愛媛県立中央病院 循環器内科 日浅　豪

愛媛大学医学部附属病院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学
山口　修
東　晴彦

高知 高知大学医学部附属病院 老年病科・循環器内科
北岡　裕章
久保　亨
馬場　裕一

愛媛

香川

四国

岡山

中国

近畿

兵庫

大阪
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大分 大分大学医学部附属病院 循環器内科
齋藤　聖多郎
近藤　秀和

飯塚病院 循環器内科
井上　修二朗
川上　将司

九州大学病院 血液・腫瘍・心血管内科 深田　光敬

九州大学病院 循環器内科
肥後　太基
橋本　亨
藤野　剛雄

久留米大学病院 心臓・血管内科 田原　宣広

国立病院機構九州医療センター 循環器内科 大谷　規彰

産業医科大学 第2内科学
岩瀧　麻衣
片岡　雅晴

福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科
久保田　徹
長友　大輔

福岡大学病院 循環器内科
三浦　伸一郎
有村　忠聴

佐賀 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科
琴岡　憲彦
矢島　あゆむ

長崎 長崎大学病院 循環器内科 河野　浩章

宮崎 宮崎大学医学部附属病院 循環器内科 鶴田　敏博

熊本大学病院 循環器内科
辻田　賢一
高潮　征爾

社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 集中治療室 山室　惠

鹿児島 鹿児島大学病院 心臓血管・高血圧内科 樋口 公嗣

沖縄 沖縄

【留意事項について】

医師名の後ろに「※」がある医師は、所属先が変更となり、施設認定を受けておられないため、新規処方を行っていただくことができません。

熊本

福岡

九州

4 / 4 ページ


