
⼀社）⽇本⼼臓病学会 2020年代議員選挙 2020年3⽉31⽇
［東⽇本地域︓候補者 294名］ 領域別・50⾳順 ⽒名*=⼥性会員

NO. ⽴候補領域 勤務先名 部署名

1001 外科 上⼭ 圭史 旭川⾚⼗字病院 ⼼臓⾎管外科
1002 外科 ⼤野 貴之 社会福祉法⼈ 三井記念病院 ⼼臓⾎管外科
1003 外科 ⼩野 稔 東京⼤学医学部附属病院 ⼼臓外科
1004 外科 ⽊下 修 東京⼤学医学部附属病院 ⼼臓外科
1005 外科 窪⽥ 博 杏林⼤学医学部付属病院 ⼼臓⾎管外科
1006 外科 清⽔ 剛 ＪＡ⻑野厚⽣連 ⻑野松代総合病院 ⼼臓⾎管外科
1007 外科 志⽔ 秀⾏ 慶應義塾⼤学医学部 ⼼臓⾎管外科
1008 外科 ⽥⼝ 眞⼀ 防衛医科⼤学校病院 外科学講座（⼼臓⾎管）
1009 外科 ⽥中 慶太 ⽇本⾚⼗字社医療センター ⼼臓⾎管外科
1010 外科 縄⽥ 寛 聖マリアンナ医科⼤学 ⼼臓⾎管外科
1011 外科 廣瀬 仁 トーマスジェファーソン⼤学附属病院 ⼼臓⾎管外科
1012 外科 福⽥ 宏嗣 獨協医科⼤学 ⼼臓・⾎管外科
1013 外科 宮⼊ 剛 聖マリアンナ医科⼤学 ⼼臓⾎管外科
1014 外科 本村 昇 東邦⼤学医療センター佐倉病院 ⼼臓⾎管外科
1015 外科 師⽥ 哲郎 ⽇本医科⼤学付属病院 ⼼臓⾎管外科
1016 外科 渡邊 剛 ニューハート・ワタナベ国際病院 ⼼臓外科
1017 ⼩児科 ⽯井 正浩 ⽯井⼩児科・⼼臓⼩児科 ⼩児科
1018 ⼩児科 稲井 慶 東京⼥⼦医科⼤学⼼臓病センター 循環器⼩児科
1019 ⼩児科 地引 利昭 千葉市⽴⻘葉病院 ⼩児科
1020 ⼩児科 先崎 秀明 北⾥⼤学医学部附属新世紀医療開発センター  先端医療領域開発部⾨ ⼩児循環器集中治療学 ⼩児科
1021 ⼩児科 瀧聞 浄宏 ⻑野県⽴こども病院 循環器⼩児科
1022 ⼩児科 ⽴野 滋 千葉市⽴海浜病院 ⼩児科
1023 ⼩児科 簱 義仁 国際医療福祉⼤学成⽥病院 ⼩児科
1024 ⼩児科 深澤 隆治 ⽇本医科⼤学付属病院 ⼩児科
1025 ⼩児科 増⾕ 聡 埼⽟医科⼤学総合医療センター ⼩児循環器科
1026 ⼩児科 村上 智明 札幌徳州会病院 ⼩児科
1027 その他の領域 ⻘柳 昭彦 あおやぎ内科循環器クリニック 循環器内科
1028 その他の領域 ⽯川 義弘 横浜市⽴⼤学⼤学院医学研究科 循環制御医学
1029 その他の領域（リハビリテーション） 礒 良崇 昭和⼤学スポーツ運動科学研究所 循環器内科

⽒名



NO. ⽴候補領域 勤務先名 部署名⽒名

1030 その他の領域 ⼤⾕ 弘 公⽴岩瀬病院 循環器内科
1031 その他の領域 ⻄條 芳⽂ 東北⼤学⼤学院医⼯学研究科 医⽤イメージング研究分野
1032 その他の領域（放射線） 陣崎 雅弘 慶應義塾⼤学医学部 放射線科（診断）
1033 その他の領域（リハビリテーション） ⾼橋 哲也 順天堂⼤学 保健医療学部理学療法学科
1034 その他の領域（臨床検査） ⽥嶋 明彦 帝京⼤学 医療技術学部
1035 その他の領域 ⽻尾 裕之 ⽇本⼤学医学部 病態病理学系⼈体病理学分野
1036 その他の領域 平野 雅春 東京医科⼤学病院 循環器内科学分野
1037 その他の領域（臨床検査） 前⽥ 知⼦* 公財）⽇本⼼臓⾎圧研究振興会 榊原記念クリニック 検査科
1038 その他の領域（看護） 眞茅 みゆき* 北⾥⼤学看護学部 看護システム学
1039 その他の領域（放射線） 吉岡 邦浩 岩⼿医科⼤学医学部 放射線科
1040 その他の領域（看護） 吉⽥ 俊⼦* 聖路加国際⼤学 看護学部
1041 その他の領域（放射線） 吉永 恵⼀郎 放射線医学総合研究所 分⼦イメージング研究センター
1042 内科 相川 ⼤ あいかわ循環器内科・内科 循環器内科・内科
1043 内科 ⻘⼭ ⾥恵* 東京都健康⻑寿医療センター 循環器内科
1044 内科 ⾚坂 和美* 旭川医科⼤学病院 臨床検査・輸⾎部
1045 内科 ⾚澤 宏 東京⼤学⼤学院医学系研究科 循環器内科学
1046 内科 明⽯ 嘉浩 聖マリアンナ医科⼤学 循環器内科
1047 内科 圷 宏⼀ ⽇本医科⼤学 循環器内科
1048 内科 阿古 潤哉 北⾥⼤学医学部 循環器内科
1049 内科 浅井 邦也 ⽇本医科⼤学千葉北総病院 集中治療室
1050 内科 朝倉 靖 博慈会記念総合病院 第３内科 循環器科
1051 内科 ⾜利 貴志 武蔵野⾚⼗字病院 循環器科
1052 内科 ⾜⽴ 健 防衛医科⼤学校 循環器内科
1053 内科 阿部 直樹 つがる⻄北五広域連合 つがる総合病院 循環呼吸腎臓内科
1054 内科 荒井 敏 辻医院 循環器内科
1055 内科 荒尾 憲司郎 練⾺光が丘病院 循環器内科
1056 内科 荒尾 正⼈ 東京都⽴⼤塚病院 内科
1057 内科 安⻫ 俊久 北海道⼤学⼤学院医学研究院 循環病態内科学教室
1058 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
1059 内科 家⽥ 真樹 筑波⼤学医学医療系 循環器内科
1060 内科 伊苅 裕⼆ 東海⼤学医学部付属病院 循環器内科
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1061 内科 井⼝ 信雄 公財）⽇本⼼臓⾎圧研究振興会附属 榊原記念病院 循環器内科
1062 内科 池⽥ 隆徳 東邦⼤学⼤学院医学研究科 循環器内科学
1063 内科 池ノ内 浩 ⽇本⾚⼗字社医療センター 循環器内科
1064 内科 伊澤 淳 信州⼤学医学部 保健学科
1065 内科 ⽯井 良直 市⽴旭川病院 循環器内科
1066 内科 ⽯川 哲也 獨協医科⼤学埼⽟医療センター 循環器内科
1067 内科 ⽯津 智⼦* 筑波⼤学 医学医療系臨床検査医学
1068 内科 和泉 ⼤輔 新潟⼤学医⻭学総合病院 循環器内科
1069 内科 磯⽥ 菊⽣ 順天堂⼤学⼤学院医学研究科 循環器内科
1070 内科 伊藤 健太 医療法⼈社団 伊藤医院 循環器内科
1071 内科 伊藤 智範 岩⼿医科⼤学附属病院 循環器医療センター 内科
1072 内科 猪⼜ 孝元 北⾥⼤学北⾥研究所病院 循環器内科
1073 内科 今井 靖 ⾃治医科⼤学薬理学講座 臨床薬理学部⾨ （兼）内科学講座 循環器内科学部⾨
1074 内科 岩瀬 孝 岩瀬内科循環器科クリニック 循環器内科
1075 内科 岩永 史郎 埼⽟医科⼤学国際医療センター ⼼臓内科
1076 内科 岩野 弘幸 北海道⼤学⼤学院医学研究科 循環病態内科学
1077 内科 岩橋 徳明 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター ⼼臓⾎管センター
1078 内科 上原 雅恵* 東京⼤学医学部附属病院 循環器内科
1079 内科 江波⼾ 美緒* 昭和⼤学藤が丘病院 循環器内科
1080 内科 及川 雅啓 福島県⽴医科⼤学 循環器内科学講座
1081 内科 ⼤島 ⼀太 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター 循環器内科
1082 内科 ⼤原 貴裕 東北医科薬科⼤学 地域医療学／総合診療科
1083 内科 ⼤宮 ⼀⼈ 医療法⼈社団有仁会 島津メディカルクリニック 内科
1084 内科 ⼤村 寛敏 順天堂⼤学医学部 循環器内科
1085 内科 奥村 恭男 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院 循環器内科
1086 内科 ⼩栗 淳 ⾼崎ハートホスピタル 循環器内科
1087 内科 尾崎 和幸 新潟⼤学⼤学院 医⻭学総合研究科循環器内科学分野
1088 内科 ⼩⽥倉 弘典 ⼟橋内科医院
1089 内科 落合 正彦 昭和⼤学横浜市北部病院 ⼼臓⾎管カテーテル室
1090 内科 篭島 充 ＪＡ新潟厚⽣連 上越総合病院 循環器内科
1091 内科 葛⻄ 隆敏 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 循環器内科
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1092 内科 笠井 督雄 新潟⼤学地域医療教育センター・⿂沼基幹病院 循環器内科
1093 内科 笠間 周 奈良県⽴医科⼤学附属病院 臨床研究センター
1094 内科 加藤 倫⼦* 昭和⼤学江東豊洲病院 内科学講座 循環器内科
1095 内科 加藤 洋⼀ 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 循環器内科
1096 内科 加藤 隆⼀ 東⼤和病院 循環器科
1097 内科 ⾦⼦ ⼀善 ⼭形市⽴病院済⽣館 循環器内科
1098 内科 ⾦古 善明 群⾺⼤学⼤学院医学系研究科 循環器内科学分野
1099 内科 上⽩⼟ 洋俊 上⽩⼟ハートクリニツク 循環器内科
1100 内科 神⾕ 究 北海道⼤学⼤学院医学研究科 循環病態内科学
1101 内科 苅尾 七⾂ ⾃治医科⼤学 循環器内科学
1102 内科 神吉 秀明 さいたま市⽴病院 循環器内科 
1103 内科 ⽊内 俊介 東邦⼤学⼤学院医学研究科 循環器内科学
1104 内科 岸本 憲明 東海⼤学医学部 基盤診療学系健康管理学
1105 内科 ⽊⽥ 圭亮 聖マリアンナ医科⼤学 循環器内科
1106 内科 ⻤平 聡 きびら内科クリニック
1107 内科 ⽊村 謙介 きむら内科クリニック
1108 内科 ⽊村 公⼀ 東京⼤学医科学研究所附属病院 総合診療科・検査部・循環器内科
1109 内科 清末 有宏 東京⼤学医学部附属病院 循環器内科
1110 内科 國本 聡 川⼝市⽴医療センター 循環器科
1111 内科 桑原 宏⼀郎 信州⼤学医学部 循環器内科学教室
1112 内科 ⼩泉 智三 （独）国⽴病院機構 ⽔⼾医療センター 循環器内科
1113 内科 ⼩板橋 紀通 群⾺⼤学医学部附属病院 循環器内科
1114 内科 上妻 謙 帝京⼤学医学部 循環器内科
1115 内科 ⼩島 敏弥 東京⼤学医学部附属病院 循環器内科
1116 内科 ⼩⾕ 英太郎 ⽇本医科⼤学多摩永⼭病院 内科・循環器内科
1117 内科 後藤 信哉 東海⼤学医学部 内科学系
1118 内科 ⼩⻄ 崇夫 北海道⼤学⼤学院医学研究院 循環病態内科学教室
1119 内科 ⽊庭 新治 昭和⼤学病院 循環器内科
1120 内科 ⼩林 裕 ⻄新宿⼩林クリニック 循環器内科
1121 内科 ⼩林 欣夫 千葉⼤学⼤学院医学研究院 循環器内科学
1122 内科 ⼩⼭ 卓史 さいたま市⽴病院 内科
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1123 内科 ⼩⼭ 崇 松本協⽴病院 循環器内科
1124 内科 ⼩⼭ 豊 東京蒲⽥病院 ⼼臓⾎管センター
1125 内科 斎藤 勇⼀郎 群⾺⼤学医学部附属病院 システム統合センター
1126 内科 榊原 守 東京天使病院 循環器内科
1127 内科 坂⽥ 好美* 杏林⼤学医学部付属病院 第⼆内科
1128 内科 佐久間 理吏 獨協医科⼤学病院 ⼼臓・⾎管内科
1129 内科 佐々⽊ 真吾 弘前⼤学⼤学院医学研究科 不整脈先進治療学講座
1130 内科 佐藤 明 筑波⼤学 循環器内科
1131 内科 佐藤 加代⼦* 東京⼥⼦医科⼤学 循環器内科
1132 内科 佐藤 公雄 東北⼤学病院 循環器内科
1133 内科 佐藤 貴雄 ⽴川綜合病院 循環器内科
1134 内科 佐藤 直樹 かわぐち⼼臓呼吸器病院 循環器内科
1135 内科 佐藤 伸之 旭川医科⼤学 第⼀内科
1136 内科 佐藤 実 （独）国⽴病院機構 北海道医療センター 循環器内科
1137 内科 ⾥⾒ 和浩 東京医科⼤学病院 循環器内科
1138 内科 佐野 元昭 慶應義塾⼤学医学部 循環器内科
1139 内科 椎名 ⼀紀 東京医科⼤学病院 循環器内科
1140 内科 椎名 由美* （財）聖路加国際病院 循環器内科
1141 内科 志賀 剛 東京慈恵会医科⼤学 臨床薬理学
1142 内科 重政 朝彦 国際医療福祉⼤学熱海病院 循環器内科
1143 内科 篠崎 毅 （独）国⽴病院機構 仙台医療センター 循環器科
1144 内科 柴⼭ 謙太郎 東京⼼臓⾎管・内科クリニック
1145 内科 島⽥ 和典 順天堂⼤学医学部 循環器内科学講座
1146 内科 島⽥ 恵 東海⼤学医学部付属⼤磯病院 総合内科
1147 内科 清⽔ 渉 ⽇本医科⼤学⼤学院医学研究科 循環器内科学分野
1148 内科 庄⽥ 守男 東京⼥⼦医科⼤学 循環器内科
1149 内科 新家 俊郎 昭和⼤学病院、昭和⼤学医学部 循環器内科
1150 内科 菅原 重⽣ ⼭形県酒⽥市病院機構 ⽇本海総合病院 循環器内科
1151 内科 杉下 和郎 ＪＲ東京総合病院 循環器内科
1152 内科 鈴⽊ 敦 東京⼥⼦医科⼤学 循環器内科
1153 内科 鈴⽊ 健吾 すずき内科クリニック 内科
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1154 内科 鈴⽊ 伸明 帝京⼤学医学部附属溝⼝病院 第四内科
1155 内科 鈴⽊ 洋 昭和⼤学藤が丘病院 循環器内科
1156 内科 鈴⽊ 誠 公財）⽇本⼼臓⾎圧研究振興会附属 榊原記念病院 循環器内科
1157 内科 鈴⽊ 誠 横浜南共済病院 循環器内科
1158 内科 宗 武彦 （医）恒和会 宗内科循環器科
1159 内科 ⼤⾨ 雅夫 東京⼤学医学部附属病院 検査部・循環器内科学
1160 内科 髙岡 浩之 千葉⼤学医学部附属病院 循環器内科
1161 内科 ⾼⽊ 厚 埼⽟県済⽣会川⼝総合病院 循環器内科
1162 内科 ⾼⽊ 元 ⽇本医科⼤学 内科学講座 循環器内科
1163 内科 ⾼⽥ 佳史 東京医科⼤学病院 循環器内科
1164 内科 ⾼野 仁司 ⽇本医科⼤学付属病院 循環器内科
1165 内科 ⾼野 博之 千葉⼤学⼤学院薬学研究院 分⼦⼼⾎管薬理学
1166 内科 ⾼野 真澄* 福島県⽴医科⼤学 疫学講座・⼼臓⾎管外科
1167 内科 ⾼橋 潤 東北⼤学病院 循環器内科
1168 内科 髙橋 寿由樹 東京都済⽣会中央病院 循環器科
1169 内科 ⾼橋 将⽂ ⾃治医科⼤学分⼦病態治療研究センター 炎症・免疫研究部
1170 内科 ⾼⼭ 忠輝 ⽇本⼤学医学部 循環器内科
1171 内科 ⽥⼝ 功 獨協医科⼤学埼⽟医療センター 循環器内科
1172 内科 ⽥⼝ 淳⼀ 東京ミッドタウンクリニック
1173 内科 武井 康悦 東京医科⼤学 循環器内科
1174 内科 ⽵⽯ 恭知 福島県⽴医科⼤学 循環器内科学講座
1175 内科 ⽵内 利治 旭川医科⼤学 第⼀内科
1176 内科 武⽥ 寛⼈ （財）太⽥綜合病院附属太⽥⻄ノ内病院 循環器科
1177 内科 ⽵中 孝 （独）国⽴病院機構 北海道医療センター 循環器内科
1178 内科 建部 俊介 東北⼤学病院 循環器科医局
1179 内科 ⽥中 信⼤ 東京医科⼤学 循環器内科
1180 内科 ⽥中 穣 （医）沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 循環器内科
1181 内科 ⾕ 樹昌 ⽇本⼤学病院 循環器科
1182 内科 ⽥村 功⼀ 横浜市⽴⼤学医学部 循環器・腎臓・⾼⾎圧内科学
1183 内科 ⽥村 雄⼀ 国際医療福祉⼤学医学部 循環器内科
1184 内科 丹野 郁 昭和⼤学江東豊洲病院 循環器内科
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1185 内科 塚⽥ 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
1186 内科 塚原 健吾 藤沢市⺠病院 循環器内科
1187 内科 辻永 真吾 北海道⼤学⼤学院 循環病態内科学教室
1188 内科 ⼟⽥ 哲⼈ 札幌南⼀条病院 循環器・腎臓内科
1189 内科 東條 美奈⼦* 北⾥⼤学病院 循環器内科
1190 内科 時⽥ 祐吉 ⽇本医科⼤学付属病院 循環器内科
1191 内科 富岡 智⼦* みやぎ県南中核病院 循環器内科
1192 内科 富⽥ 泰史 弘前⼤学⼤学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座
1193 内科 冨⼭ 博史 東京医科⼤学病院 循環器内科
1194 内科 豊⽥ 茂 獨協医科⼤学 ⼼臓・⾎管内科
1195 内科 永井 俊⼀ （医）永井医院
1196 内科 永井 利幸 北海道⼤学 ⼤学院医学研究院 循環病態内科学
1197 内科 永井 知雄 東海⼤学医学部 循環器内科
1198 内科 中⾥ 良 （財）聖路加国際病院 循環器内科
1199 内科 中島 啓喜 社会福祉法⼈ 三井記念病院 臨床検査科
1200 内科 ⻑嶋 淳三 横浜市スポーツ医科学センター 内科診療科
1201 内科 ⻑友 祐司 防衛医科⼤学校 循環器内科
1202 内科 中原 志朗 獨協医科⼤学埼⽟医療センター 循環器内科
1203 内科 中村 明浩 岩⼿県⽴中央病院 循環器内科
1204 内科 中村 紘規 群⾺県⽴⼼臓⾎管センタ 循環器内科
1205 内科 七⾥ 守 榊原記念病院 循環器内科
1206 内科 浪打 成⼈ 仙台市医療センター仙台オープン病院 循環器内科
1207 内科 新関 武史 公⽴置賜総合病院 循環器内科
1208 内科 庭野 慎⼀ 北⾥⼤学医学部 循環器内科
1209 内科 納冨 雄⼀ けいゆう病院 循環器科 ⼼⾎管画像センター
1210 内科 野⽥ 千春* 北⾥⼤学医学部 循環器内科学
1211 内科 野⽥ 誠 野⽥さくらハートクリニック 内科・循環器内科
1212 内科 後岡 広太郎 東北⼤学⼤学院 循環器内科
1213 内科 伯野 ⼤彦 川崎市⽴川崎病院 循環器内科
1214 内科 橋本 暁佳 札幌医科⼤学附属病院 循環器・腎臓・代謝内分泌内科
1215 内科 橋本 賢⼀ 防衛医科⼤学校病院 総合臨床部
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1216 内科 ⻑⾕ 守 札幌禎⼼会病院 ⼼臓⾎管センター
1217 内科 畑 明宏 東京都保健医療公社 豊島病院 循環器内科
1218 内科 波多野 将 東京⼤学⼤学院医学系研究科 重症⼼不全治療開発講座
1219 内科 塙 晴雄 新潟医療福祉⼤学 健康科学部 健康スポーツ学科
1220 内科 原城 達夫 埼⽟東部循環器病院 循環器内科
1221 内科 原⽥ 和昌 東京都健康⻑寿医療センタ 循環器内科
1222 内科 原⽥ 顕治 ⾃治医科⼤学 循環器内科学講座
1223 内科 原⽥ 昌彦 ⼤⼝東総合病院 内科
1224 内科 東⾕ 迪昭 東京医科⼤学茨城医療センター 循環器内科
1225 内科 樋熊 拓未 聖マリアンナ医科⼤学 循環器内科
1226 内科 久武 真⼆ 東邦⼤学医療センター ⼤森病院 循環器センター内科
1227 内科 肥⽥ 敏 東京医科⼤学 循環器内科
1228 内科 ⽇⽐ 潔 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター ⼼⾎管内科
1229 内科 ⽇吉 康⻑ 東京都保健医療公社 荏原病院 循環器科
1230 内科 廣井 透雄 （独）国⽴国際医療研究センター病院 循環器内科
1231 内科 福井 昭男 ⼭形県⽴中央病院 循環器内科
1232 内科 福⽥ 浩⼆ 国際医療福祉⼤学病院 循環器内科
1233 内科 藤井 裕⼦* 国⺠健康保険 板柳中央病院 循環器内科
1234 内科 藤⽥ 英雄 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター 循環器科
1235 内科 伏⾒ 悦⼦* 平⿅総合病院 第⼆内科
1236 内科 藤本 進⼀郎 順天堂⼤学⼤学院医学研究科 循環器内科
1237 内科 藤本 肇 東京都健康⻑寿医療センタ 循環器内科
1238 内科 船橋 伸禎 千葉⼤学医学部附属病院 循環器内科
1239 内科 古川 佳⼦* ⼭王メディカルセンター 循環器内科
1240 内科 本江 純⼦* 菊名記念病院 循環器センター
1241 内科 本間 健太郎 ほんまクリニック 内科・循環器内科
1242 内科 蒔苗 永* 右⽥病院 内科
1243 内科 町野 智⼦* 筑波⼤学附属病院 循環器内科
1244 内科 松井 幹之 ⼭形県⽴中央病院 循環器内科
1245 内科 松村 昭彦 （医）鉄蕉会 ⻲⽥総合病院 循環器内科
1246 内科 松本 直也 ⽇本⼤学病院 循環器内科
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1247 内科 松本 泰治 東北⼤学 循環器内科
1248 内科 三浦 英介 （公財）星総合病院 循環器内科
1249 内科 三浦 正暢 岩⼿県⽴中央病院 循環器内科
1250 内科 三⽊ 隆幸 札幌医科⼤学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科
1251 内科 ⽔野 篤 （財）聖路加国際病院⼼⾎管センター 循環器内科
1252 内科 三⾕ 治夫 ⻁の⾨病院循環器センター 内科
1253 内科 密岡 幹夫 総合南東北病院 循環器科
1254 内科 南 雄⼀郎 東京⼥⼦医科⼤学病院 循環器内科
1255 内科 南野 徹 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 循環器内科
1256 内科 宮崎 彩記⼦* 順天堂⼤学医学部 循環器内科
1257 内科 宮⽥ 節也 （特）医翔会 札幌⽩⽯記念病院 循環器内科
1258 内科 宮本 憲⾏ ＮＴＴ東⽇本札幌病院 循環器内科
1259 内科 村﨑 かがり* 東京⼥⼦医科⼤学 予防医学科・循環器内科
1260 内科 村⽥ 光繁 東海⼤学医学部付属⼋王⼦病院 臨床検査学
1261 内科 ⽬⿊ 知⼰ 国際医療福祉⼤学市川病院 循環器内科
1262 内科 持⽥ 泰⾏ ⼤森⾚⼗字病院 循環器内科
1263 内科 樅⼭ 幸彦 （独）国⽴病院機構 東京医療センター 循環器内科
1264 内科 森⽥ 啓⾏ 東京⼤学⼤学院医学系研究科 循環器内科
1265 内科 森野 禎浩 岩⼿医科⼤学附属病院 内科学講座循環器内科学
1266 内科 森⾕ 純治 独⽴⾏政法⼈ 医薬品医療機器総合機構
1267 内科 ⽮崎 善⼀ 佐久総合病院 佐久医療センター 循環器内科
1268 内科 安 隆則 獨協医科⼤学⽇光医療センター ⼼臓・⾎管内科
1269 内科 ⼭⼝ 淳⼀ 東京⼥⼦医科⼤学 循環器内科
1270 内科 ⼭下 淳 東京医科⼤学病院 循環器内科
1271 内科 ⼭下 武志 ⼼臓⾎管研究所 循環器内科
1272 内科 ⼭下 武廣 ⼼臓⾎管センター北海道⼤野病院 循環器内科
1273 内科 ⼭⽥ 聡 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター 循環器内科
1274 内科 ⼭本 啓⼆ 埼⽟医科⼤学病院 ⼼臓内科
1275 内科 ⼭本 剛 ⽇本医科⼤学付属病院 ⼼臓⾎管集中治療科
1276 内科 ⼭家 智之 東北⼤学加齢医学研究所 ⼼臓病電⼦医学
1277 内科 湯浅 慎介 慶應義塾⼤学 循環器内科
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1278 内科 湯⽥ 聡 ⼿稲渓仁会病院 循環器内科
1279 内科 ⼸野 ⼤ 医療法⼈社団ゆみの ゆみのハートクリニック
1280 内科 横⼭ 美帆* 順天堂⼤学医学部 循環器内科
1281 内科 吉岡 公⼀郎 東海⼤学医学部付属病院 循環器内科
1282 内科 吉⽥ ⼀郎 北海道社会事業協会 帯広病院 循環器内科
1283 内科 吉⽥ 陽⼦* 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 循環器学分野
1284 内科 義久 精⾂ 福島県⽴医科⼤学附属病院 循環器内科、⼼臓病先進治療学
1285 内科 吉村 道博 東京慈恵会医科⼤学 内科学講座循環器内科
1286 内科 依⽥ 俊⼀ ⽇本⼤学医学部附属板橋病院 循環器内科
1287 内科 若林 公平 昭和⼤学江東豊洲病院 循環器センター
1288 内科 和⽥ 浩 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター 循環器科
1289 内科 渡辺 重⾏ ⽔⼾協同病院・筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター 循環器内科
1290 内科 渡邉 哲 ⼭形⼤学医学部附属病院 内科学第⼀講座
1291 内科 渡辺 弘之 東京ベイ・浦安市川医療センター
1292 内科 渡邊 博之 秋⽥⼤学医学部内科学講座 循環器内科学分野
1293 内科 渡邉 雅貴 東京医科⼤学 循環器内科
1294 内科 渡辺 昌⽂ ⼭形⼤学医学部 内科学第⼀講座


