
代表理事 
上野 ⾼史 久留⽶⼤学病院  
 
理事 
岩淵 成志 琉球⼤学 
川﨑 友裕 新古賀病院  
柴⽥ 剛徳 宮崎市郡医師会病院  
中尾 浩⼀ 済⽣会熊本病院  
挽地 裕 佐賀⼤学医学部附属病院  
⾨⽥ ⼀繁 倉敷中央病院  
川井 和哉 近森病院  
坂本 知浩 済⽣会熊本病院 
塩出 宣雄 広島市⽴広島市⺠病院  
 
理事／事務局⻑ 
横井 宏佳 福岡⼭王病院 
 
監事 
秋満 忠郁 ⼤分循環器病院  
新井 英和 ⿅屋ハートセンター 
 
名誉顧問 
⼩川 久雄 国⽴循環器病研究センター  
 
アカデミックアドバイザー 
伊藤 浩 岡⼭⼤学 
上村 史朗 川崎医科⼤学  
⼤⽯ 充 ⿅児島⼤学 
⼤屋 祐輔 琉球⼤学 
尾辻 豊 産業医科⼤学  
北岡 裕章 ⾼知⼤学 
北村 和雄 宮崎⼤学 
⽊原 康樹 広島⼤学 
佐⽥ 政隆 徳島⼤学 
髙橋 尚彦 ⼤分⼤学 
⽥邊 ⼀明 島根⼤学 



辻⽥ 賢⼀ 熊本⼤学 
筒井 裕之 九州⼤学 
野出 孝⼀ 佐賀⼤学 
福本 義弘 久留⽶⼤学 
前村 浩⼆ ⻑崎⼤学 
三浦 伸⼀郎 福岡⼤学 
室原 豊明 名古屋⼤学 
⼭本 ⼀博 ⿃取⼤学 
 
メディカルアソシエートアドバイザー 
⽚⼭ 敏郎 かたやまハートケアクリニック 
吉良 哲也 吉良内科循環器クリニック 
芝尾 敬吾 （医）しばおクリニック 
嶋⽥ ⼀郎 しまだハートクリニック  
⽥名 毅 医療法⼈⿇の会 ⾸⾥城下町クリニック第⼀ 
⼟井 理 ⼟井医院 
本間 友基 本間内科循環器内科  
⽮野 裕 ⽮野循環器科内科クリニック 
 
プログラム委員 
池本 智⼀ 熊本⾚⼗字病院 
⽯橋 堅 広島⼤学⼤学院医⻭薬保健学研究科 
伊元 裕樹 福岡和⽩病院 
岡村 誉之 ⼭⼝⼤学医学部附属病院 
⼩船井 光太郎 東京ベイ・浦安市川医療センター 
加治屋 崇 社会医療法⼈天陽会中央病院 
川瀬 共治 広島市⽴広島市⺠病院 
川瀬 裕⼀ 倉敷中央病院 循環器内科 
菊⽥ 雄悦 福⼭循環器病院 
久保 俊介 倉敷中央病院 
藏満 昭⼀ ⼩倉記念病院 
栗⼭ 根廣 宮崎市郡医師会病院 
⿊⽊ ⼀公 宮崎県⽴延岡病院 
古賀 久⼠ 新古賀病院  
古閑 靖章 ⼤分県⽴病院 
後藤 賢治 福⼭循環器病院 



坂本 隆史 九州⼤学病院 
貞松 研⼆ 雪の聖⺟会聖マリア病院  
柴⽥ ⿓宏 久留⽶⼤学医学部  
鈴⼭ 寛⼈ 済⽣会熊本病院 
杉原 充 福岡⼤学病院  
關 秀⼀ 近森病院  
芹川 威 福岡和⽩病院  
園⽥ 信成 産業医科⼤学  
⽥中 俊江 福岡⼭王病院  
⽥中 裕之 倉敷中央病院 
⽥⼭ 信⾄ NHO 熊本医療センター 
堤 孝樹 飯塚病院 
原⽥ 敬 北九州市⽴⼋幡病院 
藤⾒ 幹太 福岡⼤学病院 
細川 忍 徳島⾚⼗字病院  
松浦 広英 福岡⾚⼗字病院 
向井 靖 福岡⾚⼗字病院 
室屋 隆浩 佐世保市総合病院 
⼭⼝ 尊則 佐賀⼤学 
⼭根 健⼀ ⼟⾕総合病院 
⼭本 哲史  社会医療法⼈ 近森会 近森病院  
⼭本 光孝 原三信病院 
横⼭ 晋⼆ 久留⽶⼤学病院 
 
ファカルティ 
明⽯ 晋太郎  国⽴病院機構 浜⽥医療センター 
⾚司 良平 ⻑崎⼤学病院 
阿古 潤哉 北⾥⼤学 
浅⾹ 真知⼦ 佐賀⼤学医学部 
浅野 博 公⽴陶⽣病院 
⾜利 敬⼀ 宮崎市郡医師会病院  
⾜利 貴志 武蔵野⾚⼗字病院 
芦⽥ 和博 聖隷福祉事業団  聖隷横浜病院  
阿部 弘太郎 九州⼤学病院 
天野 哲也 愛知医科⼤学 
新崎 修 社会医療法⼈ 友愛会 豊⾒城中央病院 



有川 雅也 ⼤分医療センター 
有村 忠聴 福岡⼤学病院 
安齋 均 SUBARU 健康保険組合太⽥記念病院 
安東 治郎 東京⼤学医学部附属病院 
安藤 弘 春⽇部中央総合病院 
飯⽥ 修 関⻄労災病院  
五⼗嵐 康⼰ 時計台記念病院 
伊苅 裕⼆ 東海⼤学 
池⽥ 浩治 東北⼤学病院 臨床研究推進センター 
池⽥ 真介 きずなクリニック 
池⽥ 潔 医療法⼈ ⼼信会 池⽥バスキュラーアクセス・透析・内科 
池野 ⽂昭 スタンフォード⼤学 
池宮城 秀⼀ 琉球⼤学医学部付属病院 
⽯井 秀樹 名古屋⼤学 
⽯川 敬喜 社会医療法⼈敬和会⼤分岡病院 
⽯原 昭三 ⽿原総合病院 
出雲 昌樹 聖マリアンナ医科⼤学 
磯⾕ 彰宏 ⼩倉記念病院 
板家 直樹 久留⽶⼤学医学部付属病院 
市來 仁志 ⿅児島⼤学病院 
伊東 啓⾏ 済⽣会福岡総合病院 ⼼臓⾎管・⼤動脈センター 
伊藤 良明 済⽣会横浜市東部病院 
井上 修⼆朗 飯塚病院 
井上 雅之 済⽣会熊本病院 
稲葉 慎⼆  喜多医師会病院  
岩城 卓 横浜栄共済病院 
岩﨑 清隆 早稲⽥⼤学 
上⽥ 恭敬 国⽴病院機構⼤阪医療センター 
上⽥ 浩徳  県⽴広島病院 脳⼼臓⾎管センター 
上野 博志 富⼭⼤学 
上原 裕規 浦添総合病院 
宇都宮 誠 東邦⼤学医療センター⼤橋病院 
梅地 恭⼦ 新古賀病院 
上徳 豊和 九州⼤学病院 
江⼝ ⼤彦 福岡市⺠病院 
遠藤 彩佳 東京都済⽣会中央病院  



及川 裕⼆ 公益財団法⼈⼼臓⾎管研究所付属病院 
⼤江 健介 社会医療法⼈雪の聖⺟会聖マリア病院  
⼤江 征嗣 久留⽶⼤学  
⼤嶋 秀⼀ 熊本中央病院 
⼤城 康⼀ ⼤浜第⼀病院 
⼤塚 頼隆 福岡輝栄会病院 
⼤野 洋平 東海⼤学医学部付属病院 
⼤庭 百合賀 国家公務員共済組合連合会 千早病院 
岡崎 真也 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 
岡⽥ 武規  広島⾚⼗字・原爆病院 
岡⽥ 尚之 聖隷浜松病院 
緒⽅ 健⼆ 宮崎市郡医師会病院 
緒⽅ 信彦 上尾中央総合病院 
岡村 篤徳 桜橋渡辺病院 
岡⼭ 英樹 愛媛県⽴中央病院 
⼩川 崇之 東京慈恵会医科⼤学 
⼩川 正⼀ ⿅児島市⽴病院 
荻ノ沢  泰司 産業医科⼤学  
沖本 智和 あかね会⼟⾕総合病院 
於久 幸治 国⽴病院機構 ⻑崎医療センター 
奥津 匡暁 新東京病院 
押富 隆 済⽣会熊本病院 
⼩⽥代 敬太 公⽴学校共済組合九州中央病院 
落合 朋⼦ 社会医療法⼈財団 ⽩⼗字会 佐世保中央病院 
折⼝ 秀樹 JCHO 九州病院 
柿野 貴盛 聖マリア病院 
加来 秀隆 九州⼤学 
景⼭ 倫也 那須⾚⼗字病院 
柏⽊ 秀⾏ 飯塚病院  
梶原 正貴 佐賀⼤学医学部  
⽚岡 哲郎 国⽴病院機構⿅児島医療センター  
⽚平 美明 公⽴刈⽥綜合病院 
勝⽥ 洋輔 福岡⼤学⻄新病院 
加藤 雅也  広島市⽴安佐市⺠病院  
⾦⼦ 喜仁 春⽇部中央総合病院  
⾦⼦ 伸吾 済⽣会⻄条病院 



⻲⾕ 良介 ⼤垣徳洲会・名古屋徳洲会総合病院 
⾟島 詠⼠ 下関市⽴市⺠病院 
川上 将司 飯塚病院  
川⼝ 克廣 ⼩牧市⺠病院 
川﨑 ⼤三 森之宮病院 
河原⽥ 修⾝ 育和会記念病院 
神⽥ ⼤輔 ⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 
岸 拓弥 国際医療福祉⼤学 
岸 宏⼀  徳島⾚⼗字病院  
北端 宏規 和歌⼭県⽴医科⼤学 
⽊下 順久 豊橋ハートセンター 
⽊村 雅喜 京都第⼀⾚⼗字病院 
久良⽊ 亮⼀ 国⽴病院機構九州医療センター 
⼯藤 崇 ⻑崎⼤学原爆後障害医療研究所 
久保 隆史 和歌⼭県⽴医科⼤学 
熊⾕ 浩⼀郎 福岡⼭王病院 
隈 宗晴 国⽴病院機構福岡東医療センター 
桑野 孝志 福岡⼤学医学部 
⼩池 明広 国⽴病院機構 福岡東医療センター 
⾹坂 俊 慶應義塾⼤学 
上妻 謙 帝京⼤学医学部附属病院 
古賀 聖⼠ ⻑崎⼤学病院 
古財 敏之 原三信病院病院 
越⽥ 亮司 豊橋ハートセンター  
兒⽟ 和久 済⽣会熊本病院 
児⽟ 隆秀 ⻁の⾨病院 
神波 裕  済⽣会熊本病院 
⼩林 欣夫 千葉⼤学 
⼩堀 裕⼀ ⼾⽥中央総合病院 
⼩栁 智義 筑波⼤学つくば臨床医学研究開発機構/T-CReDO 
古⼭ 准⼆郎 済⽣会熊本病院 
財前 博⽂ ⼤分県厚⽣連 鶴⾒病院 
齋藤 滋 湘南鎌倉総合病院 
坂倉 建⼀ ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター 
坂本和⽣ 九州⼤学病院 
佐々⽊ 伸也 坂総合病院 



佐藤 ⼤輔 ⻑崎⼤学病院 
佐藤 友保 ⼟⾕総合病院 
塩野 泰紹 和歌⼭県⽴医科⼤学 
塩⾒ 紘樹 京都⼤学医学部附属病院 
重松 達哉 愛媛県⽴中央病院 循環器病センター 
篠崎 法彦 東海⼤学医学部 
篠原 徹⼆ ⼤分⼤学 
島⽥ 和典 順天堂⼤学 
清⽔ 紀宏 砂川市⽴病院 
下地 顕⼀郎 済⽣会宇都宮病院 
下園 弘達 久留⽶⼤学病院  
下村 英紀 医療法⼈徳洲会福岡徳洲会病院 
下村 光洋 嬉野医療センター 
⽩井 伸⼀ ⼩倉記念病院 
⽩⼟ 治⼰ 独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構 
城⽥ 欣也  松江⾚⼗字病院 
進  智康 東可児病院  
新家 俊郎 昭和⼤学病院 
新⾕ 嘉章 上尾中央総合病院 
末松 延裕 済⽣会福岡総合病院 
末成 和義 広島市⽴広島市⺠病院 
菅原 重忠 公仁会⼤和成和病院 
杉野 浩  呉医療センター ・中国がんセンター 
鈴⽊ 翔太郎 福岡⼤学 
鈴⽊ 孝英 JA 北海道厚⽣連 旭川厚⽣病院 
⾓辻 暁 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科・ 
清野 義胤 公益財団法⼈ 星総合病院 
関⼝ 誠 深⾕⾚⼗字病院 
外海 洋平 ⼤阪警察病院 
外⼭ 裕⼦  ⾼松⾚⼗字病院  
薗⽥ 剛嗣 ⿅児島⼤学病院  
髙岡 順⼀郎 天陽会中央病院 
髙⽊ 健督 ⼤垣市⺠病院 
⾼⽊ 雄⼀郎  国家公務員共済組合連合会 KKR ⾼松病院  
⾼島 浩明 愛知医科⼤学 
⾼橋 健⽂  徳島⾚⼗字病院 



⾼橋 玲⽐古 さくら会⾼橋病院 
⽥⼝ 英詞 済⽣会熊本病院⼼臓⾎管センター 
⽥倉 智之 東京⼤学⼤学院医学系研究科 
⽵内 ⼀⾺ 医療法⼈たけうち六本松⾜と⼼臓⾎管クリニック 
⽵下 聡 ⻑崎みなとメディカルセンター 
武⽥ 義弘 ⼤阪医科⼤学 
⽵⾕ 善雄  四国こどもとおとなの医療センター  
⽵林 秀雄 福⼭循環器病院 
⽵本 真⽣ 製鉄記念⼋幡病院 
⽥代 英樹 社会医療法⼈ 雪の聖⺟会 聖マリア病院  
多⽥ 憲⽣ 仙台厚⽣病院 
⽴川 洋⼀ 社会医療法⼈敬和会⼤分岡病院 
⽥中 信⼤ 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター 
⽥中 啓之 久留⽶⼤学医学部 
⽥邉 健吾 三井記念病院 
⾕⼝ 達典 ⼤阪⼤学 
⺠⽥ 浩⼀ ⻄宮渡辺⼼臓脳・⾎管センター 
辻  貴史 草津ハートセンター 
辻本 充 ベリタス病院 
辻⼭ 修司   廣島総合病院 
椿本 恵則 京都第⼆⾚⼗字病院  
剣⽥ 昌伸 藤元総合病院 
鶴⽥ ひかる 慶應義塾⼤学病院  
寺井 英伸 ⼼臓⾎管センター⾦沢循環器病院 
寺本 智彦 ⼀宮⻄病院 
⼟井 英樹 独⽴⾏政法⼈ 労働者健康安全機構 熊本労災病院 
⼟井 正⾏ ⾹川県⽴中央病院 
唐原 悟 鎌ヶ⾕総合病院  
道明 武範 ⼩倉記念病院  
仲⾥ 淳 沖縄県⽴中部病院 
中澤 学 東海⼤学医学部付属病院 
中島 唯光 周東総合病院 
中⽥ 淳 ⽇本医科⼤学付属病院 
中⽥ 円仁 那覇市⽴病院 
中⽥ 智明 社会福祉法⼈ 函館五稜郭病院 
⻑友 ⼤輔 済⽣会福岡総合病院  



永野 貴昭 琉球⼤学⼤学院医学研究科 
仲野 泰啓 九州⼤学病院 
中野 由紀⼦ 広島⼤学 
仲間 達也 東京ベイ・浦安市川医療センター 
中村 伸⼀ ⼈吉医療センター 
中村 正⼈ 東邦⼤学医療センター⼤橋病院 
仲吉 孝晴 久留⽶⼤学⼼臓・⾎管内科、Stanford university 
那須 賢哉 豊橋ハートセンター 
夏秋 政浩 佐賀⼤学 
七⾥ 守 榊原記念病院 
⻄岡 健司 広島市⽴ 広島市⺠病院 
⻄川 宏明 福岡⼤学⻄新病院 
⻄⽥ 幸司  近森病院  
仁科 秀崇 筑波メディカルセンター病院 
野崎 洋⼀ 社会医療法⼈社団カレスサッポロ北光記念病院 
野副 純世 済⽣会福岡総合病院  
野⽥ 勝⽣ 熊本中央病院 
濱嵜 裕司 おおたかの森病院  
原⼝ 和樹 新古賀病院 
原⼝ 拓也 札幌⼼⾎管クリニック 
⽇⽐ 潔 横浜市⽴⼤学附属 市⺠総合医療センター 
平井 敬佑 新古賀病院 
平野 敬典 済⽣会横浜市東部病院 
廣島 謙⼀ ⼩倉記念病院  
弘永 潔 福岡市⺠病院 
廣畑 敦 ⼼臓病センター榊原病院 
廣正 聖 ⼩倉記念病院 
福 康志 倉敷中央病院 
福岡 良太 新古賀病院 
藤⽥ 博 京都第⼆⾚⼗字病院 
藤原 昌彦 岸和⽥徳洲会病院 
藤原 敬⼠ JA 廣島総合病院  
藤本 善英 千葉⼤学医学部付属病院 
藤永 裕之  徳島県⽴中央病院  
古川 浩⼆郎 九州医療センター 
古堅 真 宮崎市郡医師会病院 



古⼭ 正 九州⼤学病院 
⽅ 眞美 独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構 
星野 祐⼆ 福岡⼭王病院 
細川 和也 九州⼤学病院 
細⽊ 信吾  社会医療法⼈仁⽣会細⽊病院 
本江 純⼦ 菊名記念病院 
本郷 ⽞ 佐賀⼤学医学部附属病院 
牧⼝ 展⼦ 北晨会恵み野病院 
正村 克彦 財団医療法⼈ 中村病院 
増⽥ 尚⼰ 上尾中央総合病院 
⾇⾕ 元丸 はくほう会セントラル病院 
松尾 浩志 ⼋尾徳洲会総合病院 
松尾 仁司 岐⾩ハートセンター 
松岡 宏 愛媛県⽴中央病院 
松川 ⿓⼀ 福岡⾚⼗字病院 
松村 敏幸 熊本労災病院 
松本 直也 ⽇本⼤学病院 
的場 哲哉 九州⼤学 
三浦 勝也 倉敷中央病院 
三井 信介 済⽣会⼋幡総合病院    
⽔野 真吾 湘南鎌倉総合病院 
宮内 克⼰ 順天堂東京江東⾼齢者医療センター 
宮下 裕介 ⻑野⾚⼗字病院/信州⼤学附属病院 
三好 徹 ⼤阪⼤学医学部 
村上 雄⼆ 福岡⼭王病院  
村⾥ 嘉信 国⽴病院機構九州医療センター 
村松 俊哉 総合東京病院/東京蒲⽥病院 
森島 信⾏ JA 尾道総合病院  
森⽥ 有紀⼦ 国⽴病院機構相模原病院 
森野 禎浩 岩⼿医科⼤学 
盛重 邦雄  松⼭⾚⼗字病院  
⽮嶋 純⼆ ⼼臓⾎管研究所付属病院 
⽮成 亮介 福岡⻘洲会病院 
⼭岡 輝年 松⼭⾚⼗字病院 
⼭⽅ 勇樹 ⻑崎⼤学病院 
⼋巻 多 名寄市⽴総合病院 



⼭⼝ 浩司  徳島⼤学病院  
⼭⼝ 淳⼀ 東京⼥⼦医科⼤学 
⼭崎 慶太 ⼤阪⼤学 
⼭地 杏平 ⼩倉記念病院 
⼭下 淳 東京医科⼤学病院 
⼭下 武廣 北海道⼤野記念病院 
⼭⽥ 寿太郎 ⼭⼝県済⽣会下関総合病院 
⼭⽥ 愼⼀郎 北播磨総合医療センター 
⼭⽥ 雅⼤ 済⽣会熊本病院 
⼭⽥ 賢裕 福岡徳洲会病院  
⼭元 芙美 嬉野医療センター 
⼭本 義⼈ いわき市医療センター 
⼭本 克浩 関⻄医科⼤学総合医療センター 
柚⽊ 純⼆ 佐賀⼤学医学部附属病院 
横井 良明 岸和⽥徳洲会病院   
横⼭ 拓 九州⼤学病院 
吉賀 康裕 ⼭⼝⼤学 
吉川 糧平 三⽥市⺠病院 
吉⽥ 敬規 佐賀県医療センター 好⽣館 
吉鷹 秀範 ⼼臓病センター榊原病院 
吉野 聡史 ⿅児島県⽴薩南病院 
吉町 ⽂暢 東海⼤学医学部付属⼋王⼦病院 
渡邊 紀晶  総合病院 庄原⾚⼗字病院  
渡部 友視  ⿃取⼤学医学部附属病院 
渡邊 雄介 帝京⼤学医学部附属病院 
 
コメディカルファカルティ 
⽯橋 徹 ⼟⾕総合病院  
⽯橋 理津⼦ 佐賀⼤学 
伊藤  朋晃 ⼩倉記念病院  
上⽥  政尊 久留⽶⼤学病院 
鵜野  和代 宮崎市郡医師会病院 
上脇 美代⼦  ⿅児島医療センター 
⽊村 穣 関⻄医科⼤学 
清⽥ 佳久 ⼩倉記念病院  
三枝 誠 天陽会中央病院 



⽟置 紘也 東可児病院 
仲⽥ 浩章 東京品川病院 
中村 義隆 ⼩倉記念病院 
宮⽥ 圭 愛媛県⽴中央病院 
守永 敏弥 福岡和⽩病院 
⼭下 亮 熊本健康・体⼒づくりセンター 
吉岡 徹 ⼼臓病センター榊原病院 


