
登録番号 氏　名 所属（2014年9月1日現在）

01-001 松本　賢亮 神戸大学大学院　医学系研究科循環内科学分野

01-002 西上　和宏 済生会熊本病院　集中治療室

01-003 黒沢　幸嗣 群馬大学　循環器内科

01-004 三宅　誠 天理よろづ相談所病院　循環器内科

01-005 田代　敦 岩手医科大学附属病院　心血管腎内分泌内科・循環器医療センター

01-006 宇都宮　裕人 広島大学病院　循環器内科

01-007 田中　秀和 神戸大学大学院　循環器内科学　

01-008 小山　耕太郎 岩手医科大学附属病院循環器医療センター循環器小児科

01-009 井上　勝次 愛媛大学大学院　循環器呼吸器腎高血圧内科学講座

01-010 伊藤　敦彦 公立学校共済組合　関東中央病院循環器内科

01-011 原田　昌彦 東邦大学医療センター大森病院臨床生理機能検査部

01-012 山野　哲弘 京都府立医科大学臨床検査部、循環器内科

01-013 野間　充 九州厚生年金病院　医療情報部

01-014 南雲　美也子 独立行政法人国立病院機構　埼玉病院　循環器科

01-015 伊波　秀 獨協医科大学病院　心臓・血管内科

01-016 日浅　謙一 九州大学病院循環器内科

01-017 竹内　正明 産業医科大学第二内科

01-018 堀込　実岐 厚生連佐久総合病院循環器内科

01-019 堀端　洋子 国立療養所菊池恵楓園内科

01-020 芦原　京美 東京女子医科大学　循環器内科

01-021 須田　憲治 久留米大学医学部　小児科

01-022 寺田　舞 秋田大学医学部　第二内科

01-023 安河内　聰 長野県立こども病院　循環器小児科

01-024 林　亜紀子 獨協医科大学越谷病院　循環器内科

01-025 大原　一将 富山県済生会富山病院内科

01-026 恒任　章 長崎大学病院　循環器内科

01-027 山下　英治 群馬県立心臓血管センター　循環器内科

01-028 藤本　眞一 奈良県立医科大学　教育開発センター

01-029 西川　浩 社会保険中京病院小児循環器科

01-030 鍵山　暢之 川崎医科大学附属病院

01-031 宮崎　晋一郎 四国こどもとおとなの医療センター　循環器内科

01-032 沼口　宏太郎 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター　循環器内科

01-033 熊谷　亜希子 岩手医科大学　内科学講座　心血管・腎・内分泌分野

01-034 丸尾　健 倉敷中央病院　循環器内科

01-035 倉岡　彩子 九州厚生年金病院　小児科

01-036 辻家　紀子 兵庫医科大学病院　心臓血管外科

01-037 正岡　佳子 医療法人あかね会　土谷総合病院循環器内科

01-038 堤　孝樹 麻生飯塚病院　循環器内科

01-039 桜井　美恵 財団法人厚生会　仙台厚生病院心臓センター　循環器科

01-040 田中　旬 東京都健康長寿医療センター

01-041 古澤　健司 浜松医療センター　循環器内科

01-042 出雲　昌樹 聖マリアンナ医科大学　循環器内科

01-043 大西　隆行 平塚共済病院循環器科

01-044 林田　晃寛 川崎医科大学　循環器内科

01-045 岡本　匡史 宇治徳洲会病院　心臓血管内科

01-046 椎野　憲二 藤田保健衛生大学病院　循環器内科

01-047 三好　達也 神戸大学医学部附属病院　循環器内科

01-048 衣笠　良治 鳥取大学医学部付属病院循環器内科

01-049 尾原　義和 高知医療センター　循環器内科

01-050 伊藤　良浩 千葉県循環器病センター　循環器科

01-051 大西　俊成 大阪大学医学部　循環器内科

01-052 面家　健太郎 岐阜県総合医療センター　小児循環器内科



01-053 圓山　雅己 順天堂大学付属順天堂医院

01-054 山田　雅大 弘前大学大学院医学研究科循環呼吸腎臓内科

01-055 鶴田　ひかる 慶應義塾大学病院　循環器内科

01-056 福岡　陽子 高知医療センター　循環器内科

01-057 森　三佳 金沢大学大学院医学系研究科臓器機能制御学（旧第二内科）　循環器内科

01-058 川田　貴之 東京大学医学部附属病院　循環器内科

01-059 瀬谷　美瑛 東京医科歯科大学循環器内科

01-060 中島　淑江 医療法人刀仁会　坂戸中央病院　内科

01-061 今井　靖子 東京医科大学病院　第二内科

01-062 當間　裕一郎 琉球大学医学部循環器・腎臓・神経内科学講座

01-063 福田　優子 西記念ポートアイランド　リハビリテーション病院

登録番号 氏名 所属（2015年2月1日現在）

02－001 岩永　史郎 埼玉医科大学国際医療センター心臓内科

02－002 岡田　昌子 独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪病院

02－003 泉　知里 天理よろづ相談所病院　循環器内科

02－004 渡邉　直 東京大学医科学研究所附属病院先端診療部

02－005 高野　真澄 福島県立医科大学附属病院　集中治療部

02－006 市川　健一郎 JCHO東京山手メディカルセンター　循環器内科

02－007 日高　貴之 広島大学大学院医歯薬保健学研究科循環器内科学

02－008 吉田　千佳子 旭川医科大学　リハビリテーション科

02－009 市田　勝 自治医科大学附属病院　循環器内科

02－010 小板橋　俊美 北里大学循環器内科学

02－011 奥田　真一 山口大学医学部附属病院　第二内科

02－012 菅原　重生 日本海総合病院　循環器内科

02－013 氏野　経士 医療法人寿会　富永病院　心臓病センター循環器科

02－014 小林　さゆき 獨協医科大学越谷病院　循環器内科

02－015 和田　靖明 山口大学医学部附属病院　検査部

02－016 前川　祐子 船橋市立医療センター　循環器内科

02－017 武田　紹 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院

02－018 大木　寛生 東京都立小児総合医療センター循環器科

02－019 山野　倫代 京都府立医科大学附属病院　循環器内科

02－020 伯野　大彦 京都大学医学部　循環器内科

02－021 前田　潤 慶應義塾大学医学部小児科

02－022 滝村　英幸 済生会横浜市東部病院　循環器内科

02－023 渡邉　真 京都大学医学部　循環器内科

02－024 辻　隆之 加古川東市民病院 循環器内科

02－025 假屋　太郎 東京大学医学部附属病院循環器内科

02－026 富松　宏文 東京女子医科大学　循環器小児科

02－027 長谷川　拓也 国立循環器病研究センター　心臓血管内科

02－028 瀧聞　浄宏 長野県立こども病院　循環器小児科

02－029 岡本　吉生 香川県立中央病院　小児科

02－030 小倉　理代 徳島赤十字病院　循環器内科

02－031 青山　琢磨 木沢記念病院　循環器内科

02－032 麻植　浩樹 岡山大学病院　循環器内科

02－033 宮坂　陽子 関西医科大学　第二内科

02－034 大西　哲存 兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科

02－035 道重　博行 綜合病院山口赤十字病院　循環器内科

02－036 村田　光繁 慶應義塾大学医学部臨床検査医学

02－037 大原　貴裕 国立循環器病研究センター　心臓血管内科

02－038 円山　信之 麻生飯塚病院　循環器内科

02－039 今井　孝一郎 川崎医科大学　循環器内科

02－040 山本　昌良 筑波大学付属病院　循環器内科

02－041 徳田　尊洋 済生会横浜市東部病院循環器内科



02－042  福山　梓子 産業医科大学

02－043 金澤　晃子 太田綜合病院附属太田西ノ内病院循環器科

02－045 伊東　風童 春秋会　城山病院

02－046 長谷山　圭司 北海道立子ども総合医療・療育センター循環器科

02－047 児玉　淳子 豊橋ハートセンター　循環器内科

02－048 天野　雅史 天理よろづ相談所病院循環器内科

02－049 小澤　公哉 千葉大学医学部附属病院　検査部

02－051 舘野　利絵子 群馬大学医学部付属病院　循環器内科

02－052 寺島　充康 豊橋ハートセンター

02－053 永井　知雄 自衛隊中央病院　診療科

02－054 近江　晃樹 日本海総合病院　循環器内科

02－055 竹内　泰代 静岡県立総合病院　循環器内科

登録番号 氏名 所属（2016年2月1日現在）

03-101 宗久　佳子 由利組合総合病院循環器科

03-102 兵頭　永一 西宮渡辺心臓血管センター

03-103 原田　顕治 徳島県立中央病院循環器内科

03-104 平田　久美子 大阪教育大学養護教員養成課程

03-105 安田　久代 熊本大学医学部　循環器内科

03-106 赤坂　和美 旭川医科大学病院　臨床検査・輸血部

03-107 岩田　真一 大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学

03-108 松村　嘉起 大阪市立総合医療センター循環器内科

03-109 穂積　健之 和歌山県立医科大学　循環器画像動態診断学

03-110 江波戸　美緒 昭和大学藤が丘病院　循環器内科

03-111 村中　敦子 札幌医科大学附属病院　第二内科

03-112 相澤　芳裕 日本大学医学部板橋病院　循環器科

03-113 古堅　あずさ 札幌ハートセンター　札幌心臓血管クリニック

03-114 田村　晴俊 公益財団日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院循環器内科

03-115 藤本　浩平 石切生喜病院　循環器内科

03-116 太田　哲郎 松江市立病院　循環器内科

03-201 藤本　一途 昭和大学横浜市北部病院循環器センター

03-202 村上　力 東海大学医学部循環器内科

03-301 柴山　謙太郎 東京ベイ　浦安・市川医療センター　ハートセンター　循環器内科

03-302 油谷　伊佐央 富山県立中央病院 内科(循環器)

03-303 齋藤　佑記 日本大学板橋病院　循環器内科

03-304 中尾　倫子 東京大学医学部附属病院　検査部

03-305 西　智子 千葉大学医学部附属病院　循環器内科

03-306 宮本　敬史 埼玉県立循環器・呼吸器病センター循環器内科

03-501 辰巳　和宏 神戸大学大学院医学系研究科循環呼吸器病態学

03-502 町野　智子 筑波大学大学院　人間総合科学研究科　循環器内科

03-503 三原　裕嗣 市立四日市病院　循環器内科

03-504 則定　加津子 神戸大学医学部附属病院

03-505 本多　由佳 加古川東市民病院　内科

03-506 繼　敏光 榊原記念病院　循環器内科

03-801 高藤　広弥 済生会横浜市東部病院　循環器内科

03-802 舟田　晃 金沢大学附属病院

03-803 古川　敦子 高知医療センター　循環器内科

03-804 大塚　洋平 東京慈恵会医科大学　救急医学講座

03-805 植松　庄子 女子医大病院循環器内科

03-806 川村　一太 岐阜ハートセンター　循環器内科

03-807 望月　泰秀 神戸大学医学部附属病院循環器内科

03-808 田中　伸享 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院循環器内科

03-809 本多　洋介 済生会横浜市東部病院循環器内科

03-810 政田　賢治 広島大学大学院　循環器内科学



03-811 渡部　美佳 三井記念病院循環器内科

03-812 神吉　秀明 さいたま市立病院　循環器内科

03-813 五十嵐　慶子 東京女子医科大学病院循環器内科

03-814 佐野　浩之 神戸大学医学部病院 循環器内科

03-815 林　修司 徳島大学病院　超音波センター

03-816 福島　敬子 東京女子医大　循環器内科

03-817 三木　裕介 市立四日市病院　循環器内科

03-818 青木　敏二郎 海南病院　循環器内科

03-819 岩橋　徳明 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

03-820 桐林　伸幸 日本海総合病院循環器内科

03-821 櫻井　俊平 社会医療法人抱生会　丸の内病院　循環器内科

03-822 臺　和興 広島市立広島市民病院循環器内科

03-823 中岡　洋子 近森病院　内科

03-824 森本　良子 順天堂大学　循環器内科

03-825 伊藤　朝広 大阪市立大学大学院医学研究科循環器病態内科学

03-826 加賀瀬　藍 豊橋ハートセンター循環器内科

03-827 北田　修一 名古屋市立大学　心臓・腎高血圧内科

03-828 文藏　優子 筑波メディカルセンター病院　循環器内科

03-829 山本　真功 豊橋ハートセンター　循環器内科

03-830 木村　有成 名古屋ハートセンター

03-831 川向　美奈 札幌北辰病院

03-832 近藤　弘史 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　心臓血管外科

03-833 春成　智彦 東京都立墨東病院 循環器科

03-834 石黒　まや 岐阜県総合医療センター循環器内科

登録番号 氏名 所属（2017年2月1日現在）

04-001 齋藤　千紘 東京女子医科大学　循環器内科

04-002 合田　亜希子 兵庫医科大学　内科学　循環器内科・冠疾患科

04-003 田渕　晴名 順天堂大学医学部　循環器内科学講座

04-004 飯野　貴子 秋田大学大学院医学系研究科　循環器内科学・呼吸器内科学

04-005 廣岡　慶治 大阪府済生会千里病院循環器内科

04-006 川添　美歌 西宮渡辺心臓・血管センター　循環器科

04-007 新井　光太郎 東京女子医科大学　循環器内科

04-008 小林　淳 福島県立医科大学循環器・血液内科学講座

04-009 大門　雅夫 東京大学医学部附属病院　検査部/循環器内科

04-010 武井　康悦 東京医科大学病院　循環器内科

04-011 前羽　宏史 関西医科大学　第二内科

04-012 福本　梨沙 東京慈恵会医科大学　循環器内科

04-013 廣川　愛美 東京大学医学部附属病院循環器内科

04-014 高橋　佑弥 社会医療法人杏嶺会一宮西病院循環器内科

04-015 郡山　恵子 神戸大学医学部医学研究科　循環器内科学

04-016 太田　隆嗣 湘南鎌倉総合病院麻酔科集中治療部

04-017 矢ヶ崎　裕人 岐阜県総合医療センター　循環器内科

04-018 松添　弘樹 神戸大学医学研究科　循環器内科学

04-019 河村　愛 川崎医科大学附属病院　循環器内科

04-020 中村　琢 島根大学医学部付属病院　循環器内科

04-021 西野　峻 宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科

04-022 渡邉　望 宮崎市郡医師会病院心臓病センター循環器内科・検査科

04-023 平澤　憲祐 東京医科歯科大学医学部付属病院循環器内科

04-024 下浦　広之 神戸大学医学部附属病院　循環器内科医局

04-025 森戸　夏美 福岡大学病院　循環器内科

04-026 小松　美穂 諏訪赤十字病院　循環器科

04-027 木下　将城 愛媛県立中央病院　循環器内科

04-028 安部　開人 公益財団法人　日本心臓血圧研究振興会附属　榊原記念病院　循環器内科



04-029 本多　亮博 久留米大学　心臓・血管内科

04-030 久保　忠弘 鹿児島医療センター　循環器内科

04-031 池田　尚子 昭和大学江東豊洲病院　心臓血管センター　循環器内科

04-032 山根　健一 あかね会土谷総合病院

04-033 下郷　卓史 名古屋徳洲会総合病院　循環器内科

04-034 山田　桂嗣 高松赤十字病院　循環器科

04-035 佐々木　俊輔 手稲渓仁会病院　心臓血管センター　循環器内科

04-036 正井　久美子 兵庫医科大学　循環器内科

04-037 荒木　恵子 平塚共済病院　循環器科

04-038 吉峯　有香 福岡大学病院　循環器科

04-039 子安　正純 安城更生病院　循環器内科

04-040 星野　直樹 藤田保健衛生大学　循環器内科

04-041 坂東　美佳 済生会熊本病院　循環器内科

04-042 士反　英昌 榊原記念病院　循環器内科

04-043 藤田　澄吾子 大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学

04-044 中川　彰人 大阪大学大学院医学系研究科　循環器内科学

04-045 大久保　健志 榊原記念病院　循環器内科

04-046 田中　秀樹 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター　第二循環器内科　

登録番号 氏名 所属（2018年2月1日現在）

05-001 黒澤　毅文 日本大学循環器内科

05-002 杉浦　英美喜 三重大学医学部附属病院　循環器内科

05-003 神崎　秀明 国立循環器病研究センター心臓血管内科

05-004 新保　麻衣 秋田大学医学部附属病院　循環器内科

05-005 藤原　理佐子 秋田県立脳血管研究センター内科・循環器科

05-006 吉田　朱美 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院循環器内科

05-007 高田　佳代子 藤田保健衛生大学　医療科学部

05-008 宮崎　知奈美 東住吉森本病院　循環器内科

05-009 吉永　綾 日本医科大学付属病院　循環器内科

05-010 泉　智子 徳島赤十字病院循環器内科

05-011 小室　あゆみ 山口大学第二内科

05-012 磯谷　彰宏 財団法人平成紫川会　小倉記念病院　循環器内科

05-013 藤巻　晴香 榊原記念病院循環器内科

05-014 宗形　昌儒 さいたま市立病院　循環器内科

05-015 南　圭祐 独立行政法人 国立病院機構 指宿医療センター

05-016 澤紙　秀太 沖縄協同病院　循環器内科

05-017 大西　宏和 新東京病院　心臓内科

05-018 森永　崇 小倉記念病院循環器内科

05-019 山本　裕美 近畿大学医学部　循環器内科

05-020 福田　信之 富山大学附属病院　第二内科

05-021 有田　武史 九州大学病院　ハートセンター 血液・腫瘍・心血管内科

05-022 澤田　直子 東京大学医学部附属病院循環器内科

05-023 田中　徹 三井記念病院内科

05-024 宇宿　弘輝 熊本赤十字病院

05-025 伊藤　みゆき 自治医科大学附属さいたま医療センター循環器内科

05-026 林　秀幸 北野病院　心臓センター

05-027 天野　秀生 倉敷中央病院　循環器内科

05-028 堀添　善尚 鹿児島大学病院　第一内科

05-029 大橋　浩一 都立墨東病院循環器科

05-030 田中　修平 富山大学大学院医学薬学研究部内科学第二（第二内科）

05-031 片岡　明久 帝京大学医学部附属病院　循環器内科

05-032 谷野　紗恵 東京女子医科大学循環器内科

05-033 服部　圭悟 イムス東京葛飾総合病院

05-034 茶圓　秀人 鹿児島大学病院



05-035 山本　哲也 岐阜県総合医療センター

05-036 寺澤　厚志 岐阜県総合医療センター　小児循環器内科

05-037 堀之内　仁美 東海大学医学部付属病院循環器内科

05-038 岡田　厚 国立循環器病研究センター　心臓血管内科

05-039 中村　和人 山梨大学医学部附属病院循環器呼吸器内科

05-040 瀬野　明穂 徳島赤十字病院循環器内科

05-041 加藤　奈穂子 東京ベイ・浦安市川医療センター

05-042 甲斐田　豊二 北里大学病院　循環器内科

05-043 前川　恵美 北里大学医学部　循環器内科

05-044 神田　貴史 関西労災病院循環器内科

登録番号 氏名 所属（2019年2月1日現在）

06-001 青木　二郎 三井記念病院

06-002 安部　晴彦 国立病院機構大阪医療センター　循環器内科

06-003 楠瀬　賢也 徳島大学病院

06-004 髙﨑　州亜 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター

06-005 春木　伸彦 鳥取大学医学部　病態情報内科学

06-006 椎名　由美 聖路加国際病院　循環器内科

06-007 武井　黄太 長野県立こども病院　循環器小児科

06-008 加藤　倫子 昭和大学江東豊洲病院

06-009 山田　晶 藤田医科大学医学部循環器内科

06-010 辛島　千尋 別府医療センター循環器内科

06-011 鈴木　航 市立四日市病院　循環器内科

06-012 橋本　直土 山形大学医学部　第一内科

06-013 市村　研三 九州大学病院

06-014 桑原　大輔 大和成和病院　麻酔科

06-015 米谷　聡 大和成和病院　麻酔科

06-016 石垣　瑞彦 静岡県立こども病院　循環器科

06-017 田邊　雄大 静岡県立こども病院　循環器集中治療科

06-018 加藤　駿一 さいたま赤十字病院　循環器内科

06-019 三浦　勝也 倉敷中央病院

06-020 羽田　佑 総合東京病院　循環器内科

06-021 高谷　陽一 岡山大学　循環器内科

06-022 宇野　剛輝 埼玉県立循環器・呼吸器病センター　循環器内科

06-023 三浦　史郎 北海道大野記念病院　循環器内科

06-024 橋本　剛 東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科

06-025 池田　昌絵 独立行政法人国立病院機構福山医療センター

06-026 小野　頼母 仙台市立病院

06-027 近田　明男 富山県立中央病院

06-028 濱谷　康弘 国立循環器病研究センター

06-029 川村　豪 愛媛県立中央病院　循環器内科

06-030 坂本　容規 仙台厚生病院心臓血管センター循環医内科

06-031 竹中　淑夏 ベルランド総合病院

06-032 中山　理絵 岡山大学　循環器内科

06-033 朴　美仙 島根大学医学部　内科学第四　循環器内科

06-034 宮本　忠司 兵庫県立尼崎総合医療センター

06-035 蔵垣内　敬 兵庫県立尼崎総合医療センター

06-036 岡田　大司 島根大学医学部附属病院　循環器内科

06-037 瀧上　雅雄 京都府立医科大学附属病院　循環器内科

06-038 齋藤　史哉 獨協医科大学病院　心臓・血管内科

06-039 田村　祐大 済生会熊本病院

06-040 大石　悠太 水戸協同病院

06-041 成瀬　元気 岐阜大学医学部附属病院

06-042 松本　彩和 JAとりで総合医療センター　循環器内科



06-043 廣瀬　邦章 順天堂大学　循環器内科

06-044 大和　恒博 さいたま赤十字病院　循環器内科

06-045 細川　沙生 愛媛県立中央病院

06-046 金　明愛 大和成和病院　循環器内科

06-047 坂田　好美 杏林大学医学部第二内科学

06-048 田代　英樹 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

06-049 山口　遼 豊橋ハートセンター

06-050 児玉　圭太 静岡市立静岡病院　循環器内科

06-051 三竹　啓嗣 静岡市立静岡病院

06-052 矢野　真理子 小倉記念病院　循環器内科

06-053 馬場　善政 鹿児島医療センター　第二循環器科

06-054 藤岡　慎平 小倉記念病院

06-055 森　信太郎 小倉記念病院

06-056 原田　侑 広島大学病院

06-057 橋本　理 千葉県救急医療センター

06-058 須澤　仁 広島大学病院　循環器内科

06-059 佐藤　如雄 聖マリアンナ医科大学病院　循環器内科

06-060 玉城　貴啓 日本大学医学部附属板橋病院　循環器内科

06-061 飯尾　千春子 西宮渡辺心臓脳・血管センター

06-062 河端　奈穂子 旭川医科大学病院　臨床検査・輸血部

06-063 谷　友之 札幌東徳洲会病院　循環器科

06-064 河田　祐佳 藤田医科大学病院　循環器内科

06-065 黒岩　信行 船橋市立医療センター

06-066 仙石　薫子 大阪大学大学院　医学系研究科　循環器内科学

06-067 浦　祐次郎 九州医療センター　循環器内科

06-068 島本　恵子 国立循環器病研究センター心臓血管内科

06-069 片岡　亨 ベルランド総合病院

06-070 福田　智子 大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座

06-071 十倉　大輔 心臓病センター榊原病院

06-072 戸根　沙織 徳島赤十字病院　循環器内科

06-073 前淵　大輔 池上総合病院


