
専門医番号 氏名 所属

T190001 松本  賢亮 神戸大学大学院  医学系研究科循環内科学分野

T190002 藤本  眞一 奈良県立医科大学  教育開発センター

T190003 泉  知里 国立循環器病研究センター  心臓血管内科

T190004 小林  さゆき 獨協医科大学埼玉医療センター  循環器内科

T190005 中谷  敏 大阪大学大学院医学系研究科機能診断科学講座

T190006 豊田  茂 獨協医科大学  心臓・血管内科

T190007 林  英宰 医療法人三世会  河内総合病院循環器科

T190008 永井  知雄 東海大学医学部内科学系循環器内科

T190009 木佐貫  彰 鹿児島大学医学部  保健学科

T190010 田中  伸明 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻病態検査学講座

T190011 丸尾  健 公益財団法人  倉敷中央病院  循環器内科

T190012 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

T190013 高野  真澄 福島県立医科大学附属病院  集中治療部

T190014 湯田  聡 医療法人渓仁会  手稲渓仁会病院  心臓血管センター  循環器内科

T190015 原田  昌彦 特定医療法人財団慈啓会  大口東総合病院  内科

T190016 浅沼  俊彦 大阪大学医学部  保健学科

T190017 高木  力 高木循環器科診療所

T190018 武井  康悦 東京医科大学病院  循環器内科

T190019 富松  宏文 東京女子医科大学  循環器小児科

T190020 岡山  英樹 愛媛県立中央病院  循環器病センター

T190021 三宅  誠 天理よろづ相談所病院  循環器内科

T190022 坂田  泰史 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学

T190023 尾辻  豊 産業医科大学  第２内科学

T190024 石井  克尚 関西電力病院  循環器内科

T190025 赤石  誠 慶心クリニック

T190026 岩倉  克臣 桜橋渡辺病院  循環器内科

T190027 宝田  明 製鉄記念広畑病院循環器内科

T190028 平野  豊 近畿大学医学部附属病院中央臨床検査部（循環器内科兼任）

T190029 西野  雅巳 大阪労災病院  循環器内科

T190030 瀬尾  由広 名古屋市立大学大学院  医学研究科  心臓・腎高血圧内科学

T190031 山本  一博 鳥取大学医学部  病態情報内科

T190032 神吉  秀明 さいたま市立病院  循環器内科

T190033 兵頭  永一 兵頭内科・ハートクリニック

T190034 坂田  好美 杏林大学医学部附属病院  第二内科

T190035 西上  和宏 御幸病院  LTAC心不全センター

T190036 飯野  貴子 秋田大学大学院医学系研究科  循環器内科学

T190037 桑原  栄嗣 医療法人浩然会  指宿浩然会病院

T190038 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

T190039 岡本  光師 県立広島病院  循環器内科

T190040 羽田  勝征 榊原記念クリニック  循環器内科

T190041 大倉  宏之 岐阜大学大学院医学系研究科  循環病態学

T190042 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
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T190043 芦原  京美 東京女子医科大学  循環器内科

T190044 小板橋  俊美 北里大学循環器内科学

T190045 大手  信之 名古屋市立大学大学院心臓・腎高血圧内科学

T190046 上松  正朗 国立病院機構  大阪医療センター 循環器内科

T190047 長谷川  拓也 国立循環器病研究センター  心臓血管内科

T190048 西條  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

T190049 伊藤  隆英 大阪医科大学  内科学III

T190050 大西  俊成 桜橋渡辺病院  心臓血管センター  内科

T190051 田中  秀和 神戸大学大学院  循環器内科学

T190052 渡部  朋幸 医療生協わたり病院  内科・循環器内科

T190053 安部  晴彦 大阪医療センター  臨床研究センター

T190054 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

T190055 桶家  一恭 厚生連高岡病院  循環器内科

T190056 真野  敏昭 関西労災病院  循環器内科

T190057 川合  宏哉 兵庫県立姫路循環器病センター  循環器内科

T190058 赤坂  和美 旭川医科大学病院  臨床検査・輸血部

T190059 宮坂  陽子 関西医科大学  第二内科

T190060 有田  武史 福岡和白病院  循環器科

T190061 和田  靖明 山口大学医学部附属病院  検査部

T190062 安河内  聰 長野県立こども病院  循環器センター

T190063 阿部  幸雄 大阪市立総合医療センター  循環器内科

T190064 村田  光繁 慶應義塾大学医学部  予防医療センター

T190065 大門  雅夫 東京大学医学部附属病院  検査部/循環器内科

T190066 石津  智子 筑波大学  医学医療系  臨床検査医学

T190067 大西  哲存 兵庫県立姫路循環器病センター  循環器内科

T190068 平田  久美子 大阪教育大学  養護教育講座

T190069 新居  正基 静岡県立こども病院  循環器科

T190070 鶴田  ひかる 慶應義塾大学病院  循環器内科

T190071 竹田  泰治 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学

T190072 穂積  健之 和歌山県立医科大学  循環器画像動態診断学

T190073 田邊  一明 島根大学医学部  内科学第四

T200074 岩野  弘幸 北海道大学大学院医学研究科循環病態内科学

T200075 出雲  昌樹 聖マリアンナ医科大学  循環器内科

T200076 楠瀬  賢也 徳島大学病院  循環器内科

T200077 小出  正洋 京都岡本記念病院

T200078 武井  黄太 長野県立こども病院  循環器小児科

T200079 合田  亜希子 兵庫医科大学  内科学  循環器・腎透析内科

T200080 大原  貴裕 東北医科薬科大学  地域医療学

T200081 田中  信大 東京医科大学八王子医療センター  循環器内科

T200082 渡邊  博之 秋田大学医学部  内科学講座循環器内科・呼吸器内科学分野

T200083 林田  晃寛 心臓病センター榊原病院循環器内科

T200084 恒任  章 つねとう内科・循環器内科
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T200085 山野  哲弘 京都府立医科大学臨床検査部、循環器内科

T200086 南雲  美也子 国家公務員共済組合 虎ノ門病院 循環器内科 非常勤医師

T200087 高谷  陽一 岡山大学病院

T200088 瀧聞  浄宏 長野県立こども病院  循環器小児科

T200089 山野  倫代 京都府立医科大学附属病院  循環器内科

T200090 加藤  雅彦 鳥取大学医学部  病態検査学

T200091 岩瀧  麻衣 産業医科大学  第２内科学

T200092 伏見  悦子 平鹿総合病院  循環器科

T200093 原田  顕治 自治医科大学循環器内科学講座

T200094 望月  泰秀 昭和大学医学部  内科学講座  循環器内科部門

T200095 杜  徳尚 岡山大学医学部  循環器内科

T200096 吉牟田  剛 長崎大学病院  循環器内科

T210097 島田　恵 東海大学医学部附属大磯病院　総合内科

T210098 安　隆則 獨協医科大学日光医療センター　心臓・血管・腎臓内科

T210099 林　篤志 滋賀医科大学　循環器内科

T210100 髙橋　健 順天堂大学　小児科学教室

T210101 町野　智子 筑波大学　医学医療系　循環器内科

T210102 増山　理 JCHO星ヶ丘医療センター

T210103 板橋　裕史 獨協医科大学埼玉医療センター　循環器内科

T210104 熊谷　亜希子 岩手医科大学内科学講座循環器内科分野

T210105 菅原　重生 日本海総合病院

T210106 土肥　薫 三重大学大学院医学系研究科　循環器・腎臓内科学

T210107 齋藤　実 喜多医師会病院

T210108 山浦　泰子 公益財団法人　兵庫県予防医学協会

T210109 福田　優子 兵庫県立がんセンター


