
２０１7年度（２０１７年１月１日から２０１７年１２月３１日）
医療機関等・医療担当者等に対する支払い

アボットジャパングループ

アボットジャパン株式会社
アボットバスキュラージャパン株式会社



–
公開情報は、全て日本製薬工業協会及び日本臨床検査薬協会、日本医療機器産業連合会その
他アボットジャパングループが所属する団体の透明性ガイドライン及び当社グループの指針に
従って作成されております。

– 期間は、２０１7年１月より同年１２月までの１２か月です。（会社の決算数値に基づいております。）

– 金額は、円単位で消費税を含んでおりません。

–
個人への支払に関する項目の金額は、報酬に伴う源泉税分を、支払先への送金金額に加えた金
額となっております。

–
なお、「講師謝礼・原稿執筆料等・コンサルティング等業務委託費」についての個別の支払件数お
よび総額に関しては、当社グループ所定の開示請求手続による請求に基づき、個別に開示してお
ります。

– 支払先の開示が必要となる項目につきましては、支払先の合意をいただき開示しております。

–
本データの明細及び詳細についてのご提供、並びに加工データのご提供は行いませんので、ご了
承ください。

注記事項



金額
研究開発費等

A1 共同研究費 ¥42,925,264
A2 委託研究費 ¥227,086,412
A3 臨床試験費 ¥367,063,462
A4 製造販売後臨床試験費 ¥234,979,028
A5 副作用・感染症症例報告費/不具合・感染症症例報告費 ¥119,883
A6 製造販売後調査費 ¥15,844,534

学術研究助成費　(*1)
B1 奨学寄附金 ¥142,250,000
B2 一般寄附金 ¥77,585,000
B3 学会寄附金 ¥101,690,000
B4 学会共催費 ¥213,688,677

原稿執筆料等 (*2)
C1 講師謝礼 ¥221,694,555
C2 原稿執筆料 ¥9,886,701
C3 コンサルティング等業務委託費 ¥40,697,245

情報提供関連費 年間件数
D1 講演会費 ¥440,019,921 2,222
D2 説明会費 ¥121,799,389 4,514
D3 医学・薬学関連文献等提供費/医療工学関連文献等提供費 ¥46,000,896

その他の費用
E その他の費用 ¥154,331,449

総額 ¥2,457,662,416

 (*1) - 提供先毎の年間支払総額・金額は別紙
 (*2) - 支払先名は別紙

医療機関・医療関係者等への資金提供

開示項目Ｃ１・Ｃ２・Ｃ３の詳細な支払い内容の閲覧につきましては、こちらのページよりＩＤ申請をお願い致します

https://transparency.abbottgroup.jp/
https://transparency.abbottgroup.jp/�
https://transparency.abbottgroup.jp/�


B1 奨学寄附金
施設名 件数 金額

学校法人獨協学園獨協医科大学獨協医科大学 2 ¥600,000

京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 感染制御・検査医学講座 1 ¥300,000

学校法人愛知医科大学循環器内科 1 ¥3,000,000

学校法人愛知医科大学病院中央臨床検査部 1 ¥300,000

学校法人杏林学園杏林大学医学部 1 ¥300,000

学校法人関西医科大学附属枚方病院臨床検査医学講座 1 ¥300,000

学校法人岩手医科大学医学部付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 1 ¥300,000

学校法人久留米大学 1 ¥500,000

学校法人久留米大学久留米大学病院循環器病センター 1 ¥4,000,000

学校法人慶應義塾　慶應義塾大学医学部 2 ¥500,000

学校法人慶應義塾慶應義塾大学循環器内科 1 ¥3,000,000

学校法人慶應義塾大学病院中央臨床検査部 1 ¥300,000

学校法人産業医科大学医学部第2内科学 1 ¥3,000,000

学校法人産業医科大学病理・臨床検査・輸血部 1 ¥300,000

学校法人自治医科大学 1 ¥300,000

学校法人自治医科大学自治医科大学附属さいたま医療センター循環器内科 1 ¥2,000,000

学校法人自治医科大学循環器内科学部門 1 ¥1,000,000

学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院循環器内科 1 ¥1,000,000

学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院循環器科 1 ¥1,500,000

学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院循環器内科 1 ¥3,000,000

学校法人昭和大学 2 ¥200,000

学校法人昭和大学藤が丘病院循環器内科 1 ¥2,000,000

学校法人聖マリアンナ医科大学 1 ¥1,000,000

学校法人川崎学園川崎医科大学 1 ¥300,000

学校法人川崎学園川崎医科大学循環器内科学教室 1 ¥2,500,000

学校法人大阪医科大学 1 ¥300,000

学校法人帝京大学医学部内科学講座 1 ¥2,000,000

学校法人鉄蕉会亀田医療大学 1 ¥1,000,000

学校法人東海大学 2 ¥400,000

学校法人東海大学医学部内科学系循環器内科学 3 ¥3,500,000

学術研究助成費



B1 奨学寄附金
施設名 件数 金額

学術研究助成費

学校法人東京女子医科大学病院 1 ¥1,000,000

学校法人藤田学園藤田保健衛生大学 1 ¥300,000

学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 2 ¥800,000

学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部循環器内科学Ⅰ 3 ¥2,000,000

学校法人独協医科大学医学部　口腔外科 1 ¥200,000

学校法人日本医科大学千葉北総病院 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 1 ¥200,000

学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院循環器内科 1 ¥2,000,000

学校法人日本医科大学付属病院循環器内科 1 ¥1,000,000

学校法人日本大学 医学部病態病理学系臨床検査医学分野 2 ¥400,000

学校法人日本大学医学部附属板橋病院 1 ¥300,000

学校法人福岡大学研究推進部　研究推進課 1 ¥300,000

学校法人兵庫医科大学冠疾患内科 1 ¥3,000,000

学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 2 ¥500,000

学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学救急・災害医学講座 2 ¥500,000

学校法人北里研究所北里大学 1 ¥300,000

学校法人北里研究所北里大学病院 1 ¥300,000

学校法人北里研究所北里大学病院診療部内科学系部循環器内科 1 ¥2,000,000

学校法人北陸大学薬学部生命薬学講座 1 ¥100,000

学校法人獨協学園獨協医科大学病院心臓・血管内科 1 ¥1,000,000

京都府公立大学法人京都府立医科大学医学部医学科内科学教室循環器・腎臓内科学部門 1 ¥1,000,000

公立大学法人奈良県立医科大学 1 ¥300,000

公立大学法人横浜市立大学医学部 1 ¥100,000

公立大学法人横浜市立大学学術院医学郡市民総合医療センター 1 ¥2,000,000

公立大学法人横浜市立大学研究推進センター 1 ¥300,000

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 1 ¥200,000

公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院血液腫瘍制御学／臨床検査医学 1 ¥300,000

公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科循環器内科学 1 ¥2,500,000

公立大学法人福島県立医科大学医学部臨床検査医学講座 1 ¥300,000

公立大学法人名古屋市立大学大学院 医学研究科　病態医科学 ウィルス学分野 1 ¥300,000

公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科学 1 ¥600,000



B1 奨学寄附金
施設名 件数 金額

学術研究助成費

公立大学法人和歌山県立医科大学産官学連携推進本部寄附講座循環器画像動態診断学講座 1 ¥5,000,000

公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 第2外科 1 ¥200,000

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 知的資産部 1 ¥300,000

国立大学法人高知大学医学部附属病院 1 ¥300,000

国立大学法人神戸大学医学部附属病院検査部 1 ¥300,000

国立大学法人鳥取大学医学部附属病院検査部 1 ¥300,000

国立大学法人山梨大学 1 ¥300,000

国立大学法人愛媛大学診療支援部 1 ¥300,000

国立大学法人愛媛大学大学院循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座 1 ¥1,000,000

国立大学法人旭川医科大学臨床検査医学講座 1 ¥100,000

国立大学法人岡山大学医学部医学科循環器内科学 1 ¥1,000,000

国立大学法人岡山大学病院医療技術部 1 ¥300,000

国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科腫瘍制御学講座　腫瘍外科学分野 1 ¥500,000

国立大学法人宮崎大学医学部附属病院検査部 1 ¥300,000

国立大学法人京都大学医学部　肝胆膵・移植外科 2 ¥400,000

国立大学法人京都大学口腔外科 1 ¥300,000

国立大学法人金沢大学大学院先進予防医学研究科（システム生物学分野） 1 ¥1,000,000

国立大学法人九州大学 2 ¥600,000

国立大学法人熊本大学医学部附属病院 1 ¥300,000

国立大学法人熊本大学医学部附属病院心血管治療先端医療寄附講座 1 ¥5,000,000

国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 歯科口腔外科学 1 ¥100,000

国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学分野 1 ¥200,000

国立大学法人群馬大学医学部附属病院検査部 4 ¥600,000

国立大学法人群馬大学医学部附属病院循環器内科 1 ¥1,000,000

国立大学法人広島大学検査部 1 ¥300,000

国立大学法人弘前大学医学部心臓血管病先進治療学講座 1 ¥15,000,000

国立大学法人香川大学医学部医学系研究科　耳鼻咽喉科学 1 ¥200,000

国立大学法人香川大学香川大学医学部附属病院検査部 1 ¥300,000

国立大学法人国立大学法人山梨大学 1 ¥200,000

国立大学法人三重大学医学部 1 ¥300,000



B1 奨学寄附金
施設名 件数 金額

学術研究助成費

国立大学法人山形大学山形大学医学部附属病院 1 ¥300,000

国立大学法人山梨大学医学部循環器・呼吸器内科 1 ¥2,000,000

国立大学法人滋賀医科大学 1 ¥100,000

国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓血管・高血圧内科学 1 ¥3,000,000

国立大学法人鹿児島大学病院検査部 1 ¥300,000

国立大学法人秋田大学廣川誠　助成金 1 ¥300,000

国立大学法人信州大学医学部救急集中治療医学講座 2 ¥500,000

国立大学法人信州大学医学部附属病院血管内治療学講座 1 ¥10,000,000

国立大学法人新潟大学医歯学総合病院予防医療学分野 1 ¥300,000

国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科学 1 ¥2,000,000

国立大学法人神戸大学医学部附属病院検査部 1 ¥1,000,000

国立大学法人神戸大学医学部附属病院循環器内科 1 ¥2,000,000

国立大学法人千葉大学医学部附属病院検査部 1 ¥300,000

国立大学法人千葉大学医学部附属病院循環器内科 1 ¥3,000,000

国立大学法人大阪大学医学部付属病院大阪大学大学院医学系研究科医療経済産業政策学寄附講座 2 ¥500,000

国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 1 ¥200,000

国立大学法人大阪大学大阪大学医学部附属病院臨床検査部 1 ¥1,000,000

国立大学法人大分大学 1 ¥300,000

国立大学法人長崎大学消化器内科/検査部 2 ¥500,000

国立大学法人島根大学島根大学　検査部 1 ¥300,000

国立大学法人東京医科歯科大学茨城県循環器地域医療学講座 1 ¥1,500,000

国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 食道･一般外科学分野 2 ¥400,000

国立大学法人東京大学 1 ¥300,000

国立大学法人東北大学大学ウイン医学系研究科循環器先端医療開発学寄附講座 1 ¥5,000,000

国立大学法人東北大学大学院医学系研究科感染制御検査診断学分野 2 ¥400,000

国立大学法人徳島大学検査部 1 ¥300,000

国立大学法人浜松医科大学 1 ¥100,000

国立大学法人富山大学大学院医学薬学研究部内科学第二 1 ¥1,000,000

国立大学法人富山大学附属病院検査部 1 ¥300,000

国立大学法人福井大学医学部附属病院検査部 1 ¥300,000



B1 奨学寄附金
施設名 件数 金額

学術研究助成費

国立大学法人北海道大学大学院医学研究科　外科学講座 1 ¥200,000

国立大学法人北海道大学病院光学医療診療部 1 ¥300,000

国立大学法人名古屋大学医学部 1 ¥300,000

国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 3 ¥2,000,000

国立大学法人琉球大学大学院医学研究科 2 ¥400,000

国立大学名古屋大学 歯科口腔外科 1 ¥100,000

国立長寿医療研究センターフレイル予防医学研究室 1 ¥500,000

社会福祉法人太陽会理事長　亀田信介 1 ¥50,000

順天堂大学医学部 輸血・幹細胞制御学 1 ¥300,000

東京慈恵会医科大学慈刀会 1 ¥200,000

防衛医科大学校病院 検査部 1 ¥300,000

北海道公立大学法人札幌医科大学 1 ¥300,000

北海道公立大学法人札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 1 ¥1,000,000



B2 一般寄附金
施設名・学会名 件数 金額

特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン 1 ¥3,700,000

がん研究会有明病院 1 ¥500,000

学校法人杏林学園創立記念事業 1 ¥500,000

いわてヒﾟンクリボンの会 1 ¥30,000

金沢骨を守る会 1 ¥50,000

慶應義塾キャンパス事業基金 1 ¥5,000,000

東京医科大学創立記念事業募金 1 ¥300,000

一般社団法人日本慢性疾患重症化予防学会 1 ¥50,000

和歌山つぼみの会事務局 1 ¥20,000

Ｈａｒｉｍａ　Ｂｌｕｅ―Ｏｎｅ 1 ¥30,000

兵庫医科大学糖尿病協会 1 ¥50,000

千葉つぼみの会 1 ¥5,000

第４２回東海地区小児糖尿病サマーキャンプ 1 ¥50,000

埼玉県糖尿病協会 1 ¥50,000

相模原つぼみの会 1 ¥20,000

熊本県糖尿病協会　 1 ¥30,000

日本糖尿病協会埼玉県支部　埼玉小児糖尿病サマーキャンフﾟ 1 ¥30,000

宮崎県尿病協会第39回ヤングフェニックスサマーキャンプ 1 ¥50,000

日本糖尿病協会鹿児島県支部鹿児島つぼみの会 1 ¥10,000

2017大阪杉の子会なかよしサマーキャンプ 1 ¥30,000

広島もみじの会サマーキャンプ寄付金 1 ¥20,000

いのはな友の会 1 ¥30,000

新潟小児糖尿病キャンプ 1 ¥30,000

（社）日本糖尿病協会富山県支部 1 ¥50,000

信州ぶらんこの会サマーキャンフﾟ 1 ¥50,000

近畿つぼみの会 1 ¥20,000

兵庫県糖尿病協会小児糖尿病部会 1 ¥30,000

福井ひまわりの会 1 ¥50,000

大分県ヤングウィングサマーキャンプ事務局 1 ¥10,000

福岡県糖尿病協会 1 ¥30,000

学術研究助成費



B2 一般寄附金
施設名・学会名 件数 金額

学術研究助成費

一般社団法人臨床糖尿病支援ネットワーク 1 ¥200,000

特定非営利活動法人　秋田県糖尿病対策推進協議会 1 ¥50,000

2017年世界糖尿病デー　紙屋町シャレオ血糖測定イベント 1 ¥10,000

ハートの日（心臓血管センター金沢循環器病院） 1 ¥100,000

一般財団法人大阪市環境保健協会 1 ¥1,000,000

一般社団法人愛知県臨床工学技士会 1 ¥50,000

公益財団法人 日本心臓財団 1 ¥50,000,000

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会 1 ¥200,000

滋賀循環器病市民公開講座（滋賀循環器病研究会） 1 ¥700,000

第10回熊本循環器市民公開講座（熊本循環器市民フォーラム） 1 ¥100,000

第18回ハートの日（豊橋ハートセンター） 1 ¥50,000

第1回HNKハートの会 1 ¥700,000

第4回京都ハートの日市民公開講座 1 ¥100,000

第7回市民公開心臓病教室（心臓病センター榊原病院） 1 ¥50,000

第8回大和ハートの会（社会医療法人高清会高井病院） 1 ¥500,000

第9回ハートの日 in GIFU（岐阜ハートセンター） 1 ¥50,000

第9回ハートの日 in NAGOYA（名古屋ハートセンター） 1 ¥50,000

第9回ハートの日（草津ハートセンター） 1 ¥100,000

第一回富山大学附属病院循環器センター市民公開講座 1 ¥200,000

特定非営利活動法人みえ循環器・腎疾患ネットワーク 1 ¥200,000

独立行政法人国立病院機構九州医療センター 1 ¥1,000,000

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 1 ¥3,000,000

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 1 ¥3,000,000

独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 1 ¥1,500,000

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 1 ¥2,000,000

独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 1 ¥1,800,000

北海道心臓協会市民フォーラム2017（一般財団法人北海道心臓協会） 1 ¥50,000



B3 学会寄附金
学会名称 金額

1st 九州CTOインターベンションカンファレンス Live ¥100,000

2017 神奈川YES Club ¥300,000

ARIA 2017 ¥1,500,000

CCT 2017 ¥14,000,000

Comprehensive Cardiovascular Intervention-Kanazawa 2018 ¥240,000

CVIT 2017 ¥640,000

Endovascular Asia 2017 ¥500,000

Fukui PCI Workshop - 2017 ¥200,000

Imaging and Psysiology Oriented PCI Live Demonstration Course in Wakayama 2017 ¥500,000

Japanese Women's Interventional Conference (J-WINC) ¥200,000

JET 2018 ¥3,000,000

Kanazawa Coronary Conference -KCC-2018 ¥1,300,000

KCT Live Demonstration 2017 ¥200,000

KIC Live demonstration 2017 ¥500,000

PREMIUM(PRofEssional Members club of Intervention Unit for Multi complex lesion) ¥15,000,000

START 2017 PCI live demonstration with Slender Club Japan ¥100,000

SUNRISE研究会 ¥2,000,000

The 8th AIZU Heart and Cardiovascular Disease Society ¥1,000,000

TOMACODE研究会 ¥2,000,000

TOPIC 2017 ¥850,000

TREND InterConference 2017 ¥400,000

TREND InterConference 2018 ¥1,000,000

ストラクチャークラブ・ジャパン ライブデモンストレーション2017 ¥300,000

ストラクチャークラブ・ジャパン第8回研究会 ¥150,000

一般財団法人熊本循環器学会 ¥3,500,000

一般社団法人新東京循環器研究会 ¥12,000,000

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会DEFERコスト分析 ¥6,500,000

越前・若狭Vascular Club Live 2017 ¥80,000

岩手リアルワールドライブ 2017（第23回） ¥1,500,000

近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL）2017 ¥420,000

学術研究助成費



B3 学会寄附金
学会名称 金額

学術研究助成費

仙台PTCAネットワーク・ライブ 2017 ¥1,500,000

大手前循環器研究会 ¥300,000

大動脈瘤シミュレーション研究会 ¥100,000

第10回九州CTOインターベンションカンファレンス ¥150,000

第11回Japan Peripheral Revascularization研究会(JPR) ¥500,000

第11回九州CTOインターベンションカンファレンス ¥100,000

第12回東京ハートラボ ¥300,000

第12回北陸VAIVT研究会 ¥100,000

第14回東京医科歯科大学関連病院冠動脈治療研究会 ¥400,000

第15回Winter Intervention Conference ¥50,000

第15回埼玉心血管コメディカル研究会 ¥250,000

第15回東京医科歯科大学関連病院冠動脈治療研究会 ¥550,000

第18回C5研究会 ¥200,000

第18回CTO Club ¥850,000

第18回コロキウム虚血性心疾患in新潟 ¥50,000

第1回中河内C3（シーキューブ）研究会 ¥300,000

第21回Complex PCI Circle勉強会 ¥200,000

第22回Complex PCI Circle勉強会 ¥200,000

第22回日本小児心電学会学術集会 ¥500,000

第25回滋賀カテーテルインターベンションカンファレンス（SCIC) ¥200,000

第26回滋賀カテーテルインターベンションカンファレンス(SCIC) ¥200,000

第27回九州トランスラディアル研究会 ¥2,000,000

第27回日本心臓核医学会総会・学術大会 ¥100,000

第28回日本老年医学会近畿地方会 ¥100,000

第2回ストラクチャークラブジャパン東海北陸支部 ¥200,000

第2回中河内C3（シーキューブ）研究会 ¥300,000

第36回血管内イメージング研究会 ¥100,000

第37回東京CCU研究会 ¥100,000

第3回BRS Club Japan ¥150,000

第3回ストラクチャークラブジャパン東海北陸支部 ¥200,000



B3 学会寄附金
学会名称 金額

学術研究助成費

第3回神奈川SHD研究会 ¥30,000

第44回東京冠動脈治療研究会 ¥50,000

第45回東京冠動脈治療研究会 ¥50,000

第46回東京冠動脈治療研究会 ¥50,000

第4回 J-Rescue ¥500,000

第4回BRS Club Japan ¥150,000

第4回神奈川SHD研究会 ¥30,000

第51回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 ¥1,000,000

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会 ¥50,000

第54回日本臨床生理学会総会 ¥100,000

第5回先進医療推進フォーラム ¥500,000

第65回日本心臓病学会学術集会 ¥330,000

第6回YUDA LIVE Demonstration ¥900,000

第70回埼玉Interventional Cardiology研究会 ¥30,000

第71回埼玉Interventional Cardiology研究会 ¥30,000

第7回Sendai/New Tokyo Live ¥4,000,000

第8回ストラクチャークラブ・ジャパン 近畿・中四国支部会 ¥100,000

第8回トウキョウコメディカルイメージングアンドモダリティーカンファレンス（TCIM） ¥40,000

第8回中四国YES Club Meeting ¥200,000

第9回Gifu Intervention Forum(GIFu) ¥700,000

第9回ストラクチャークラブ・ジャパン 近畿・中四国支部会 ¥50,000

第9回倉敷ゆかりの循環器研究会 ¥50,000

東北Physiology 研修会 2017 ¥400,000

特定非営利活動法人Train Medical Trainers of PCI Institute ¥2,000,000

特定非営利活動法人ティー・アール・アイ国際ネットワーク ¥4,000,000

特定非営利活動法人中日本PCI研究会 ¥800,000

日本血管内OCT/OFDI研究会 ¥970,000

日本心臓リハビリテーション学会第3回北陸支部地方会 ¥150,000

日本超音波医学会第44回関西地方会学術集会 ¥100,000

非営利型一般社団法人日本臨床研究学会 ¥3,000,000



B3 学会寄附金
学会名称 金額

学術研究助成費

六本木ライブデモンストレーション2017 ¥1,100,000



B4 学会共催費
学会名称 金額

11th Regular Conference of Cardiovascular Diabetology Meeting PCI特別講演 ¥555,556

11th Regular Conference of Cardiovascular Diabetology Meeting パネルディスカッション ¥509,259

12th Regular Conference of Cardiovascular Diabetology Meeting PCI特別講演 ¥555,556

12th Regular Conference of Cardiovascular Diabetology Meeting 糖尿病特別講演 ¥370,370

2017神奈川 YES Club イブニングセミナー ¥925,926

ADATARA Live Demonstration 2017 ランチョンセミナー1 ¥1,574,074

ADATARA Live Demonstration 2017 共催シンポジウム ¥370,371

ARIA2017 PCIライブ1 ¥500,000

ARIA2017 PCIライブ10 ¥500,000

ARIA2017 ランチョンセミナー6 ¥2,000,000

Asia Kurashiki Intervention Conference 2017 ¥740,741

Bay area Complex PCI & Imaging Conference 2017 Live Demonstration 5 ¥370,370

Bay area Complex PCI & Imaging Conference 2017 カクテルナイト ¥740,741

CCT2017 Coffee Break Session (10/27) ¥1,750,000

CCT2017 Coffee Break Session (10/28) ¥1,300,000

CCT2017 Korean Session ¥2,777,778

CCT2017 Luncheon Seminar (10/26) ¥1,064,815

CCT2017 Luncheon Seminar (10/27) ¥5,000,000

CCT2017 Luncheon Seminar (10/28) ¥1,166,667

CCT2017 Promotion Bureau (10/27 10:00-11:00) ¥200,000

CCT2017 Promotion Bureau (10/27 13:45-14:30) ¥200,000

CCT2017 Promotion Bureau (10/27 14:30-15:30) ¥200,000

CCT2017 Promotion Bureau (10/28 10:00-11:00) ¥200,000

CCT2017 Special Focus Live (10/27) ¥7,000,000

CCT2017 Symposium (10/26) ¥3,000,000

CCT2017 ファイアーサイドセッション ¥100,000

Comprehensive Cardiovascular Intervention -Kanazawa 2017 ミニレクチャー ¥138,889

Comprehensive Cardiovascular Intervention -Kanazawa 2017 ライブセッション ¥231,481

FRIENDS Live 2017 共催シンポジウム ¥759,259

Fukui PCI Workshop-2017 ファイアサイドセミナー1 ¥740,741

学術研究助成費



B4 学会共催費
学会名称 金額

学術研究助成費

Heart Valve Conference 2017 Luncheon Seminar ¥277,778

iPOP LIVE in Wakayama 2017 ランチョンセミナー ¥555,556

JET2017 フォーカスライブ7 ¥500,000

JET2017 フォーカスライブ9 ¥500,000

KCJL2017 ランチョンセミナー ¥3,525,926

KIC Live Demonstration 2017 ランチョンセミナー ¥1,388,889

KIC Live Demonstration 2017 ワーキンググループ ¥370,370

KIC Workshop ランチョンセミナー ¥925,926

SLDC2017 スポンサーセッション（A/B枠） ¥5,462,963

SLDC2017 スポンサーセッション（A/C枠） ¥740,741

SLDC2017 ミニレクチャー11 ¥277,778

SLDC2017 ミニレクチャー8 ¥277,778

SLDC2017 ランチョンセミナー1 ¥925,926

SLDC2017 北海道YES CLUB ¥1,111,112

SLENDER CLUB JAPAN Live Demonstration & Annual Meeting 2017 in TOKYO フォーカスライブデモンストレーション ¥1,388,889

SLENDER CLUB JAPAN Live Demonstration & Annual Meeting 2017 in TOKYO ミニレクチャー ¥416,667

SLENDER CLUB JAPAN Live Demonstration & Annual Meeting 2017 in TOKYO ランチョンセミナー ¥1,018,519

SPIRIT Case Conference 2017 in Summer Sponsored Session ¥740,741

The 34th Live Demonstration in KOKURA ランチョンセミナー1 ¥2,000,000

The 34th Live Demonstration in KOKURA 共催ライブ(EVT) ¥600,000

The 34th Live Demonstration in KOKURA 共催ライブ(PCI) ¥600,000

The 8th K-VIC Live Demonstration ステントフォーカスセッション1 ¥1,388,889

The 8th K-VIC Live Demonstration ステントフォーカスセッション2 ¥3,240,741

TOPIC2017 Focus Live ¥3,150,000

TOPIC2017 Industrial Symposium1 ¥250,000

TOPIC2017 Industrial Symposium2 ¥250,000

TOPIC2017 ランチョンセミナー13 ¥3,150,000

TREND InterConference 2017 ランチョンセミナー ¥925,926

ストラクチャークラブ・ジャパン第8回研究会 共催セミナー ¥185,185

伊勢志摩ライブ2017 ライブ ¥1,666,667



B4 学会共催費
学会名称 金額

学術研究助成費

伊勢志摩ライブ2017 ランチョンセミナー ¥648,148

一般社団法人日本心エコー図学会第28回学術集会 ランチョンセミナー17 ¥2,037,037

関甲信地区遺伝子・染色体検査セミナー ¥130,000

岩手リアルワールドライブ2017 Video Live ¥1,388,889

公益社団法人　日本麻酔科学会 ¥950,000

公益社団法人東京都臨床検査技師会　 ¥32,210

三重インターベンションカンファレンス2017 Summer ライブ ¥1,574,074

社団法人三重県臨床検査技師会 ¥75,000

心血管病を考える会 Summer Seminar 共催セッション ¥185,185

仙台PTCAネットワークライブ2017 ビデオライブ ¥277,778

仙台PTCAネットワークライブ2017 フォーカスライブ（2症例） ¥740,741

第１０７回日本病理学会総会 ¥270,000

第10回ICT研究会 特別講演 ¥1,388,889

第10回京滋奈良カテラボカンファレンス ¥92,593

第111回日本循環器学会四国地方会 ランチョンセミナー3 ¥500,000

第111回日本循環器学会四国地方会 市民公開講座 ¥462,963

第111回日本循環器学会中国地方会 ランチョンセミナー ¥800,000

第11回Trans-Catheter Imaging Forum (TCIF2017) ¥925,926

第11回YES Club Meeting ¥1,203,704

第１１回日本在宅薬学会学術大会 ¥432,000

第11回北海道CTO研究会 ¥92,593

第123回日本循環器学会近畿地方会 ランチョンセミナー ¥800,000

第124回日本循環器学会近畿地方会 ランチョンセミナー1 ¥1,018,518

第12回ICT研究会 ¥1,388,889

第１２回遺伝子診断研究会 ¥200,000

第12回石川県臨床工学会 ランチョンセミナー ¥46,296

第12回日本PCI フェローコース ¥4,000,000

第14回循環器クローズアップカンファレンス 特別講演 ¥694,445

第15回冠動脈インターベンションコース(ICIC) ¥2,407,407

第15回四国お遍路LIVE ランチョンセミナー ¥833,333



B4 学会共催費
学会名称 金額

学術研究助成費

第15回兵庫ライブデモンストレーション ミニレクチャー ¥555,556

第１５回癒しの環境研究会　愛知全国大会 ¥150,000

第17回東京YES Club Meeting ¥925,926

第18回CTO Club Educational Session ¥1,851,852

第18回CTO Club Focus Live ¥2,314,815

第18回CTO Club Luncheon Seminar ¥2,314,815

第18回東京YES Club Meeting ¥925,926

第１９回日本在宅医学会大会 ¥1,500,000

第1回Interventionalistのための心臓CT研究会(CCTI研究会) PCIワークショップ ¥694,444

第１回日本老年薬学会学術大会スポンサードシンポジウム ¥1,500,000

第1回福岡市民病院（FCH)院内ライブ ワークショップ2 ¥370,370

第22回神奈川DES研究会 特別講演 ¥740,741

第22回西日本コメディカルカテーテルミーティング ランチョンセミナー ¥277,778

第23回神奈川DES研究会 特別講演 ¥370,370

第23回西日本コメディカルカテーテルミーティング デバイスセッション ¥46,296

第243回日本循環器学会関東甲信越地方会 教育セッション ¥500,000

第247回日本循環器学会関東甲信越地方会 教育セッション ¥500,000

第24回東海ライブ研究会 モーニングブレークセミナー ¥462,963

第２４回日本ホスピス・在宅ケア研究会 ¥100,000

第２４回日本ホスピス・在宅ケア研究会 ¥540,000

第24回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会 コーヒーレクチャー1 ¥185,185

第24回日本心血管インターベンション治療学会中国・四国地方会 ビデオライブセッション ¥1,000,000

第25回神奈川DES研究会 特別講演 ¥462,963

第２５回日本消化器関連学会週間 ¥1,500,000

第25回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会 共催ビデオライブ1 ¥500,000

第25回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会 特別講演 ¥600,000

第26回九州トランスラディアル研究会 ミニレクチャー ¥277,778

第26回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 コーヒーブレイクセミナーⅡ CBS15 ¥1,000,000

第26回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 コーヒーブレイクセミナーⅡ CBS2 ¥1,000,000

第26回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 ランチョンセミナーⅠ LS30 ¥3,000,000



B4 学会共催費
学会名称 金額

学術研究助成費

第26回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 ランチョンセミナーⅡ LS34 ¥2,500,000

第２７回日本気管食道科学会認定気管食道科専門医大会 ¥262,770

第２８回日本在宅医療学会学術集会 ¥2,000,000

第28回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 コーヒーブレイクセミナー1 ¥444,444

第29回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 ランチョンセミナー1 ¥1,111,111

第２９回日本内分泌外科学会総会 ¥1,620,000

第2回Kobe Sanda PCI Conference -KSPC workshop 京都北部- ランチョンセミナー ¥370,370

第31回日本冠疾患学会学術集会 ランチョン3 ¥1,100,000

第32回PICASSO Seminar in Nagoya ビデオライブデモンストレーション ¥1,018,518

第32回PICASSO Seminar in Nagoya ミニレクチャー ¥277,778

第33回PICASSO Seminar in Nagoya ビデオライブデモンストレーション ¥1,018,518

第33回PICASSO Seminar in Nagoya ミニレクチャー ¥277,778

第３３回日本静脈経腸栄養学会学術集会 ¥2,160,000

第3回Pan-Pacific Primary Angioplasty Conference 2017 (PAC17) Session 2 ¥2,100,000

第3回Pan-Pacific Primary Angioplasty Conference 2017 (PAC17) Session 6 ¥2,100,000

第3回PCI Optimiztion by Physiology And Imaging (POPAI) テーマライブ1 ¥925,926

第3回PCI Optimiztion by Physiology And Imaging (POPAI) ミニレクチャー1 ¥324,074

第3回PCI Optimiztion by Physiology And Imaging (POPAI) ランチョンセミナー2 ¥462,963

第3回PCI Optimiztion by Physiology And Imaging (POPAI) 共催プログラム(BRS) ¥740,741

第3回東北Complex PCI Conference フォーカスライブ ¥370,370

第3回東北Complex PCI Conference ランチョンセミナー ¥740,741

第3回那須塩原ライブデモンストレーション ¥2,777,778

第3回北海道DCA Club Workshop DCA臨床講演 ¥92,593

第４０回日本栄養アセスメント研究会教育セミナー ¥1,000,000

第４１回日本血液事業学会総会 ¥1,198,064

第41回日本心血管インターベンション治療学会東北地方会学術集会 特別講演 ¥370,370

第42回日本心血管インターベンション治療学会東北地方会 ランチョンセミナー1 ¥740,741

第43回日本心血管インターベンション治療学会東北地方会 ランチョンセミナー2 ¥740,741

第４５回日本救急医学会総会学術集会 ¥1,296,000

第４７回岡山県医学検査学会　学術セミナー ¥40,000



B4 学会共催費
学会名称 金額

学術研究助成費

第4回SUNRISE研究会総会@CVIT2017 特別講演2 ¥185,185

第4回最新のエビデンスと経験に基づいた血管内治療研究会(LEVEL4) 共催プログラムC ¥92,593

第４回日本サルコペニア・フレイル学会大会 ¥700,000

第4回北播磨ライブデモンストレーション ファイヤーサイドセミナー ¥111,111

第4回北播磨ライブデモンストレーション フォーカスライブデモンストレーション ¥231,481

第4回北播磨ライブデモンストレーション ランチョンセミナー ¥111,111

第50回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 ランチョンセミナー1 ¥740,741

第51回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 シンポジウム ¥462,963

第51回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 ランチョンセミナー2 ¥740,741

第51回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 教育講演2 ¥740,741

第55回日本糖尿病学会九州地方会 イブニングセミナー3 ¥300,000

第５６回日本臨床細胞学会秋期大会 ¥216,000

第５７回日本臨床化学会年次学術集会 ¥400,000

第５９回日本臨床細胞学会春期大会 ¥270,000

第５９回日本老年医学会学術集会ランチョンセミナー ¥2,160,000

第5回Structural Heart Disease診療のための心エコー図研修会 ランチョン ¥500,000

第5回YUDA LIVE Demonstration Live Demonstration 5 ¥185,185

第5回YUDA LIVE Demonstration イブニングセミナー ¥185,185

第5回心血管病を考える会 共催セッション ¥277,778

第５回日本在宅栄養管理学会学術集会 ¥648,000

第６０回日本腎臓学会学術総会 ¥1,620,000

第６４回日本臨床検査医学会学術集会　第２９回世界病理臨床検査医学会連合会議 ¥2,608,000

第65回日本心臓病学会学術集会 ランチョンセミナー15 ¥1,500,000

第６６回日本医学検査学会 ¥432,000

第68回m-CTO プレゼンテーション ¥92,593

第68回m-CTO 共催セミナー ¥231,481

第69回m-CTO 共催セミナー ¥231,481

第6回SLENDER CLUB JAPAN WORK SHOP in Higashikani フォーカスライブデモンストレーション ¥231,481

第6回SLENDER CLUB JAPAN WORK SHOP in Higashikani ミニレクチャー ¥92,593

第６回臨床高血圧フォーラム ¥1,000,000



B4 学会共催費
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学術研究助成費

第70回m-CTO 共催セミナー ¥231,481

第71回m-CTO 共催セミナー ¥231,481

第72回m-CTO 共催セミナー ¥231,481

第７２回ＮＰＯ法人日本口腔科学会学術集会 ¥200,000

第７２回日本消化器外科学会総会ランチョンセミナー共催費 ¥2,700,000

第73回m-CTO 共催セミナー ¥324,074

第74回m-CTO 共催セミナー ¥324,074

第7回Sendai/New Tokyo Live フォーカスライブ ¥462,963

第7回豊橋ライブデモンストレーションコース 共催セミナー ¥13,888,889

第80回日本循環器学会学術集会 ランチョンセミナー27 ¥925,926

第81回日本循環器学会学術集会 ランチョンセミナー(3/18) ¥3,888,889

第81回日本循環器学会学術集会 ランチョンセミナー(3/19) ¥2,500,000

第8回ECT研究会 PCI Live Demonstration ¥138,889

第8回Gifu Intervention Forum (GIFu) 特別講演 ¥462,963

第8回日本心臓弁膜症学会 ランチョンセミナー2 ¥800,000

第95回神奈川PTCA研究会 特別講演 ¥462,963

第96回神奈川PTCA研究会 特別講演 ¥462,963

第97回神奈川PTCA研究会 特別講演 ¥462,963

第9回日本下肢救済･足病学会学術集会 ビデオライブ ¥260,000

中国四国ライブin倉敷2017 Focus Live ¥648,148

東海ライブ研究会 CPAC(Complex Peripheral Angioplasty Conference) 2017 共同企画ライブ ¥1,388,889

東北Complex PCI Conference(10/11) 特別講演 ¥370,370

東北Complex PCI Conference(11/9) 特別講演 ¥925,926

東北Complex PCI Conference(2/14) 特別講演 ¥370,370

東北Complex PCI Conference(3/1) ミニレクチャー ¥231,481

東北Complex PCI Conference(6/22) 特別講演 ¥370,370

東北Complex PCI Conference(8/29) 特別講演 ¥277,778

東北Complex PCI Conference(8/30) ミニレクチャー ¥277,778

日本遺伝子診療学会　 ¥100,000

日本医療マネジメント学会第７回群馬県支部学術集会 ¥100,000
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学術研究助成費

日本外科代謝栄養学会第５４回学術集会ランチョンセミナー ¥1,000,000

日本甲状腺学会 ¥100,000

日本集団災害医学会 ¥216,000

日本心血管インターベンション治療学会(CVIT) 第37回東海北陸地方会 コーヒーブレイクセミナー1 ¥462,963

日本心血管インターベンション治療学会(CVIT) 第37回東海北陸地方会 スポンサードシンポジウム2 ¥1,111,111

日本心血管インターベンション治療学会第38回東海北陸地方会 スポンサードシンポジウム1 ¥277,778

日本心血管インターベンション治療学会第38回東海北陸地方会 共催特別企画 ¥925,926

日本泌尿器腫瘍学会　第３回学術集会 ¥1,944,000

日本病理学会関東支部学術集会 ¥120,000

日本臨床試験学会 ¥216,000

平成２９年度日本臨床衛生検査技師会　近畿支部医学検査学会（第５７回） ¥108,000

平成２９年度日臨技九州支部医学検査学会 ¥185,000
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氏名（敬称略） 施設名 役職名
相川　彰 宮城県医師会健康センター 業務部業務企画室業務部長兼業務企画室長
相木　孝允 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 循環器内科
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院
青木　眞 東京医科大学病院 臨床検査医学科客員教授
青木　賢樹 阿賀野病院 医療法人潤生会脳神経センター阿賀野病院医師
青木　文香 医療法人財団明理会鶴川サナトリウム病院 栄養科管理栄養士
青木　洋介 佐賀大学 医学部国際医療学講座教授
青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科科長
青木　元 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 循環器内科部長
青木　裕司 公立八女総合病院 心臓・血管内科医長
青山 英和 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 循環器内科部長
赤座　英之 東京大学大学院　情報学環・学際情報学府 総合癌研究国際戦略推進　寄付講座特任教授
赤阪　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科教授
明石　晋太郎 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 循環器内科医長
赤星　誠 名鉄病院 循環器内科部長
赤堀　宏州 学校法人兵庫医科大学病院 循環器内科助教
秋下　雅弘 東京大学大学院 医学系研究科加齢医学教授
秋田　敬太郎 浜松医科大学医学部附属病院 循環器内科
秋田　雄三 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会泉尾病院 循環器内科医長
秋満 忠郁 医療法人輝心会大分循環器病院 院長
秋山　和宏 医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院副院長
粟国徳幸 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 臨床検査部科長
阿古　潤哉 北里大学病院 循環器内科教授
浅海　泰栄 国立循環器病研究センター病院 冠心患科医長
浅桐　公男 学校法人久留米大学久留米大学病院 小児外科准教授
朝倉　靖 一般財団法人博慈会博慈会記念総合病院 第3内科循環器科テクニカルアドバイザー
朝倉　靖 社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 循環器内科　　
浅田　紘平 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科

原稿執筆料等
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浅田　達也 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 中央放射線部
朝長　毅
浅野　充寿 日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科　　医長
朝比奈　靖浩 東京医科歯科大学医学部付属病院 大学院医歯学総合研究科　肝臓病態制御学講座教授
阿佐美　匡彦 Bern University Hospital (空白)(空白)
浅輪　浩一郎 社会医療法人高清会高井病院 循環器内科医長
足利　貴志 東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科教授
芦田　和博 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 心臓血管センター内科部長
芦原　京美 東京女子医科大学病院 循環器内科助教
足達　宣 福岡大学病院 循環器内科
渥美　義仁　 永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター長 糖尿病臨床研究センター長   
安積　佑太 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科
阿部　康人 松山リハビリテーション病院 リハビリテーション科外科
阿部香津子 東京警察病院 臨床検査科主任
安部　純 じゅん内科 院長院長
阿部　顕正 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 臨床工学室
阿部　充 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 循環器内科医長
安倍　大輔 東京都立墨東病院 循環器科医長
安部 博昭 社会医療法人愛仁会高槻病院 循環器内科部長
天木　誠 国立循環器病研究センター 心不全科
天野　哲也 愛知医科大学病院 循環器内科教授
天野　知徳 医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 循環器内科部長
綾田　健士 医療法人寿会富永病院 循環器科
荒井　秀典 国立大学法人京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 近未来型人間健康科学融合ﾕﾆｯﾄ教
新井　淳司 日本赤十字社静岡赤十字病院 循環器内科部長
荒井　隆秀 慶應義塾大学病院 循環器内科
荒川　鉄雄 国立循環器病研究センター病院 冠心患科
荒木　厚 東京健康長寿医療センター 糖尿病代謝内分泌内科内科統括部長
新崎　修 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 副院長
有田　武史 九州大学病院 血液・腫瘍内科助教
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有田　豊広 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 放射線室
有馬　寛 名古屋大学大学院医学系研究科 糖尿病内分泌内科学教授
有馬　喬 社会医療法人鹿児島愛心会大隅鹿屋病院 循環器内科科長
有元　秀樹 地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 救命救急部副部長
有吉　真 京都府立医科大学附属北部医療センター 循環器内科副医長
安齋　均 SUBARU健康保険組合太田記念病院 循環器内科主任部長
安藤　亮一 武蔵野赤十字病院 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院薬剤師
安東　治郎 東京大学医学部附属病院 循環器内科講師
安藤　献児 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科主任部長
安藤　弘 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科部長
安藤　博彦 愛知医科大学病院 循環器内科准教授
飯島　勝矢 東京大学 高齢社会総合研究機構准教授
飯島　雷輔 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科講師
飯田　修 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 循環器内科副部長
飯塚　卓夫 東邦大学医療センター佐倉病院 循環器科助教
五十嵐　宣明 日本赤十字社神戸赤十字病院 循環器内科　　副部長
五十嵐　康己 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター副センター長
猪狩　亜希子 玉川病院 臨床検査科臨床検査科
伊苅　裕二 東海大学医学部付属病院 循環器内科教授
井口　朋和 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 循環器内科副部長
池上　博司 近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科就任教授
池田　勝義 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 中央検査部技師長
池田　健次 虎の門病院 肝臓内科 部長
池田　大輔 市立千歳市民病院 循環器科診療科長
池田　正寿 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科病院長
池野　栄一郎 置賜広域病院組合公立置賜総合病院 循環器内科　　診療部長
池本　智一 熊本赤十字病院 循環器内科
石井　正浩 北里大学病院 学校法人北里研究所北里大学病院医師
石井　清 順天堂大学医学部附属練馬病院 臨床検査科技師長
石井　克尚 関西電力病院 循環器内科部長
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石井　秀樹 名古屋大学医学部附属病院 循環器内科講師
石川　哲憲 宮崎大学医学部附属病院 第一内科病院准教授
石川　正人 藤田保健衛生大学病院 循環器内科助教
石橋　みどり 新東京病院 臨床検査室部長
石橋　生哉 公立八女総合病院企業団 公立八女総合病院外科部長
石橋　巌 千葉県救急医療センター 循環器治療科副病院長
石橋　健太 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科
石橋　祐記 学校法人聖マリアンナ医科大学 循環器内科講師
石原　嗣郎 日本医科大学武蔵小杉病院 循環器内科 助教 
石原　寿光 日本大学医学部付属板橋病院 糖尿病代謝内科教授
石原　昭三 社会医療法人同仁会耳原総合病院 循環器内科副病院長
石原　隆行 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 循環器内科主任
石原　正治 学校法人兵庫医科大学病院 冠心患内科教授
石原　龍馬 社会医療法人河北医療財団河北総合病院 循環器内科
石見　成史 独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 循環器内科
井尻健太郎 淀川キリスト教病院 臨床検査課臨床検査課
泉　並木 武蔵野赤十字病院 消化器科部長
泉川　卓也 医療法人栄和会泉川病院 理事長
泉野　浩生 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター 救命診療科医長
出雲　昌樹 学校法人聖マリアンナ医科大学 循環器内科講師
伊勢川　健吾 医療法人原三信病院 循環器科医長
井関　邦敏 社会 臨床臨床
磯部　龍夫 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 循環器内科医長
磯村　大地 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 循環器科
井田　智 公益財団法人がん研究会有明病院 消化器センター
板橋　裕史 慶應義塾大学病院 循環器内科助教
市岡　滋 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学 形成外科教授
市川　稔 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 循環器内科部長
一戸　能麿 東京逓信病院 循環器内科
市原　利晃 秋田往診クリニック 医療法人社団隆仁会秋田往診クリニック医師
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市村直也 東京医科歯科大学附属病院 検査部副臨床検査技師長
一山　智 京都大学医学部附属病院 検査部 教授 
一色　高明 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 心臓血管センター　特任副院長
井出　達也 
伊藤　彰博 藤田保健衛生大学七栗記念病院 外科准教授
伊藤 孝仁 医療法人王子総合病院 循環器内科主任科長
伊藤　朋晃 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 検査技師部工学課
伊藤　智範 学校法人岩手医科大学 医学教育学講座地域医療学分野教授
伊藤　良明 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科心臓血管センター長
伊藤　勝祥 藤田保健衛生大学病院 臨床検査部
伊藤　立也 名古屋ハートセンター 循環器内科統括部長
伊藤　彰彦 熊本赤十字病院 循環器内科
伊藤　竜太 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 循環器内科医長
伊藤　亮介 学校法人東京医科大学病院 循環器内科
伊奈　雄二郎 福岡済生会福岡総合病院 糖尿病内分泌内科部長
稲垣　裕 草加市立病院 循環器内科部長
稲葉　慎二 喜多医師会病院 循環器内科部長
伊奈　秀高 公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター 循環器内科
犬飼　道雄 岡山済生会総合病院 内科 医長 
犬飼　敏彦 獨協医科大学越谷病院 糖尿病内分泌血液内科教授
猪野　靖 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科講師
井上　善文 大阪大学臨床医工学融合研究教育ｾﾝﾀｰ 栄養ﾃﾞｨﾊﾞｲｽ未来医工学共同研究部門特任教授
井上　元 和歌山医療センター 糖尿病内分泌内科部長
井上　弘史 京都府立医科大学附属病院 臨床検査部職員
井上　達之 姫路赤十字病院 第二腎臓・膠原病内科 副部長
井上　茂亮 東海大学医学部 外科系救命救急医学講座准教授
井上　享三 独立行政法人労働者健康福祉機構神戸労災病院 心臓血管外科部長
井上　琢海 兵庫県立淡路医療センター 循環器内科医長
井上　博人 日本赤十字社福岡赤十字病院 臨床工学課
井上　雅之 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科
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今村道雄 広島大学 大学院　医歯薬保健学研究院応用生命科学部門　消化器・
井村　慎志 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科
伊元 裕樹 社会医療法人財団池友会福岡和白病院 循環器内科
入江　伸介 社会医療法人孝仁会釧路脳神経外科 釧路脳神経外科 院長
岩城　卓 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 循環器内科部長
岩切　弘直 都城市郡医師会病院 循環器科部長
岩崎　正道 兵庫県立淡路医療センター 循環器内科医長
岩崎　祐介 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 心臓内科　医長
岩田　敏弘 埼玉県げんセンター 検査技術部部長
岩田　曜 船橋市立医療センター 循環器内科副部長
岩成　治 島根県立中央病院 産婦人科
岩間　眞 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器内科医長
岩見　孝景 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 循環器内科副主任部長
岩村 世晴 社会医療法人渡邉高記念会西宮渡辺・心臓血管センター 循環器内科副部長
岩谷　真人 日本赤十字社秋田赤十字病院 循環器内科副部長
植木　彬夫 東京医科大学 名誉教授
上嶋　浩順 昭和大学病院 昭和大学医学部　麻酔科学講座講師　医学博士
上園真由美 訪問看護ステーションHUG 訪問看護ステーションHUG看護師
上谷　晃由 愛媛大学医学部附属病院 睡眠医療センター講師
上野義之 山形大学 消化器内科教授
上野　勝己 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 循環器内科心臓疾患センター長
上野　高史 久留米大学病院 循環器病センター教授
上野　博志 国立大学法人富山大学附属病院 循環器内科助教
上野　雅史 学校法人近畿大学医学部 循環器内科講師
上野　義記 日本赤十字社長浜赤十字病院 循環器内科部長
上原　裕規 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 循環器内科部長
上原　良樹 医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター 循環器内科
上松　正朗 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 心臓血管センター副院長・センター長
上村　史朗 川崎医科大学附属病院 循環器内科教授
植村　祐介 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 循環器内科部長
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宇治　義則 国際医療福祉大学 福岡保険医療学部 医学検査学科 教授
臼井　公人 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 循環器内科部長兼心血管カテーテル室長
碓井　伸一 JR東京総合病院 循環器内科主任医長
臼田　和生 富山県立中央病院 循環器内科診察部長
雅楽川　聡 公立阿伎留医療センター コウリツアキルイリョウセンター医師
内山　勝晴 社会医療法人財団菫仙会恵寿総合病院 循環器内科科長
内山　隆史 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 心臓血管センター内科副院長
宇津　賢三 兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科医長
宇都宮　誠 独立行政法人労働者健康福祉機構東京労災病院 循環器科副部長
梅地　恭子 社会医療法人天神会新古賀病院 循環器内科医長
梅津　拓史 一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 循環器内科部長
梅原　英太郎 医療法人医和基会戸畑総合病院 循環器内科
梅本　朋幸 東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科
海野　直樹 国立大学法人浜松医科大学 医学部医学科外科学第二講座准教授
江尻　純哉 一般財団法人神戸市地域医療振興財団西神戸医療センター 循環器内科医長
枝広　あや子 東京都健康長寿医療センター 研究所研究員
榎本　志保 社会福祉法人恩財団大阪府済生会野江病院 循環器内科副部長
榎本　操一郎 公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科
江原　夏彦 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科医長
江守　裕紀 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科助教
遠藤　彩佳 社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病院 循環器科
及川　雅啓 公立大学法人福島県立医科大学 医学部循環器内科学講座助教
及川　裕二 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 循環器内科冠動脈疾患担当部長
大浦　紀彦 杏林大学医学部付属病院 形成外科教授
大久保　宗則 岐阜ハートセンター 循環器内科部長
大久保　亮 東邦大学医療センター大森病院 循環器内科
大坂　薫平 医療法人アリス会京町内科病院 循環器内科
大里　和雄 特定医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 循環器内科主任部長
大澤　武司 公益財団法人結核予防会 複十字病院医員
大嶋　剛史 刈谷豊田総合病院 臨床検査・病理技術科副部長
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大島　清孝 市立宇和島病院 循環器内科副科長
大城　千恵 医療法人TDE糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI なし看護師
大須賀　裕子 NPO法人若駒ライフサポート NPO法人若駒ライフサポート医師
大杉　康司 横浜市立大学付属市民総合医療センター 小児総合医療センターなし
大隅　悦子 仙台徳洲会病院 神経内科
太田　秀樹 日本在宅 ケアアライアンス共同事務局長
太田　総一郎 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 循環器内科部長
大竹　秀樹 一般財団法人大原綜合病院大原医療センター 循環器内科主任部長
大竹　秀樹 社会福祉法人恩寵財団済生会支部福島県済生会済生会福島総合病院 循環器科医長
大竹　寛雅 神戸大学医学部附属病院 循環器内科助教
太田　賢一 医療法人社団一成会たちばな台病院 院長
太田　隆嗣 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 麻酔科
大谷　朋仁 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科助教
大谷　啓輔 公立松任石川中央病院 循環器内科医長
大谷　速人 浜松医科大学医学部附属病院 循環器内科講師
太田 秀彰 岐阜ハートセンター 循環器内科医長
太田　洋 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科主任部長
太田　吉実 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会栗橋病院 循環器科副院長
大塚　喜人 医療法人鉄蕉会 医療管理本部臨床検査管理部長
大塚　文之 国立循環器病研究センター病院 冠心患科
大塚　頼隆 医療法人シーエムエス杉循環器内科病院 副院長
大槻　尚男 東京女子医科大学病院 循環器内科
大辻　悟 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科　　副院長
大坪　光典 特定医療法人札幌循環器クリニック札幌循環器病院 循環器内科部長
大西　祐子 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 循環器科部長
大野　美紀子 滋賀医科大学  薬理学講座助教
大野　耕一 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 なし副院長
大野　篤行 医療法人社団昌医会葛西昌医会病院 循環器内科副院長
大野　洋平 東海大学医学部付属病院 循環器内科講師
大野　正和 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 循環器内科医長
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大庭　恵子 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 臨床検査部 係長 
大橋健 国立がん研究センター 中央病院総合内科科長
大橋　大器 JA愛知厚生連豊田厚生病院 循環器内科部長
大平　洋司 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科副院長
近江　晃樹 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 循環器内科科長
大村　健二 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 上尾中央総合病院医師
大牟禮　健太 公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 循環器科医長
大森　寛行 岐阜ハートセンター 循環器内科
大和田　尊之 日本赤十字社福島赤十字病院 循環器内科部長
岡 俊治 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 循環器内科医長
岡井　巌 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科
岡崎　真也 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科准教授
岡田　浩一 埼玉医科大学病院 腎臓内科診療部長
岡田　晋吾 医療法人社団守一会北美原クリニック 北美原クリニック　医療   理事長  
岡田　朗 岡田内科クリニック なし院長
岡田　元 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 臨床検査技術科 技師長
緒方　健二 宮崎市郡医師会病院 循環器内科
岡田　拓也 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 循環器内科部長
岡田　知明 香川県立中央病院 循環器内科医長
緒方　信彦 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科科長
岡田　尚之 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 循環器科主任医長
岡田　裕介 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科
岡村　純 浜松医科大学 耳鼻咽喉科・頭頚部外科助教
岡村　誉之 山口大学医学部附属病院 循環器内科講師
岡村　篤徳 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科部長
岡本 慎 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 循環器内科医長
岡山　英樹 愛媛県立中央病院 循環器病センターセンター長
小川　純人 国立大学法人東京大学医学部附属病院 老年病科講師
小川栄一 九州大学病院 総合診療科 診療講師 
小川　渉 ｵｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 医学研究科内科学講座教授
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小川　崇之 東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科准教授
荻田 学 順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器科准教授
於久　幸治 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 循環器内科医長
奥田　恵子 東京労災病院 独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院管理栄養
奥田　純 公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立市民病院 循環器内科診療部長
奥津　匡暁 川崎医科大学総合医療センター 内科医長
奥野　泰史 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科
奥平　智之 山口病院 医療法人山口病院精神科部長
奥村　啓之 医療法人協仁会小松病院 循環器内科　　部長
奥山　道記 公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協中央病院 循環器内科内科副科長
桶家　一恭 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 循環器内科診療部長兼CCU部長
尾崎　俊介 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科
尾崎　行男 藤田保健衛生大学病院 循環器内科教授
織田　順 学校法人東京医科大学東京医科大学
織田　成人 千葉大学医学部附属病院 救急部・集中治療部教授
落合　智紀 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科
落合　正彦 昭和大学横浜市北部病院 循環器内科　　教授
落合　幸江 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 循環器内科部長
尾辻　秀章 一般社団法人藤元メディカルシステム藤元総合病院 循環器内科　　
音羽　勘一 市立敦賀病院 循環器内科部長
小沼　芳信 Thoraxcenter Erasmus University Medical Center (空白)(空白)
小野　史朗 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 循環器内科副院長
小野瀬裕之 金地病院 金地病院副院長
斧田　尚樹 社会福祉法人恩寵財団済生会支部香川県済生会病院 循環器内科　　部長
小野寺　知哉 地方行政独立法人静岡市立静岡病院 循環器内科副院長
尾畑　弘美 独立行政法人国立病院機構帯広病院 循環器科副院長
尾畑　純栄 山梨大学医学部附属病院 循環器内科
小原　由紀 東京医科歯科大学 大学院医師学総合研究科医歯理工学専攻
小原道子 ウエルシア薬局 調剤在宅本部在宅推進部
尾原　義和 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 循環器内科医長
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小船井　光太郎 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科　　部長
折居　和夫 折居内科医院 医療法人折居内科医院医師
海北　幸一 国立大学法人熊本大学大学院 生命科学研究部循環器内科学講師
海道　利実　 国立大学法人京都大学大学院医学研究科  肝胆膵・移植外科学 臓器移植医療部   准教授 
開發　謙次 社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 循環器内科科長
加賀　慎一郎 大阪市立大学大学院 医学研究科　救急医学病院講師
嘉数　真教 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 循環器内科部長
香川　健三 三豊総合病院 循環器科副医長
角田　恒和 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 循環器内科部長
角谷　昭佳 JA徳島厚生連吉野川医療センター 循環器科副院長
景山　倫也 日本赤十字社那須赤十字病院 循環器内科　　部長
笠原　信太郎 東北大学病院 循環器内科医員
笠行　典章 医療法人藤井会石切生喜病院 循環器内科副院長
鹿島　由史 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 副院長
加治屋　崇 社会医療法人天陽会中央病院 循環器内科
梶谷　昌史 医療法人住友別子病院 循環器内科科長
柏木　大嗣 三田市民病院 循環器内科副医長
加世田　繁 社会医療法人製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科医長
片岡　亨 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 循環器内科副院長
片岡　一明 名張市立病院 循環器内科部長
勝田　省嗣 日本赤十字社富山赤十字病院 第2循環器内科部長
勝野　朋幸 兵庫医科大学 先進糖尿病治療学特任准教授
加藤　貴雄 京都大学医学部附属病院 循環器内科助教
加藤　公則 新潟大学 生活習慣病予防検査医学講座教授
加藤　秀樹 名古屋第一赤十字病院 検査部技師長
加藤　寛彬 亀田総合病院 眼科なし
加藤　伸郎 医療法人王子総合病院 循環器内科主任科長
加藤　修 （所属なし）
加藤　大雅 加賀市医療センター 循環器内科
加藤　大雅 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 循環器内科医長
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華藤　芳輝 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科
加藤　隆一 社会医療法人大和会東大和病院 循環器科心臓血管センター長
角坂　芳彦 関西医科大学附属病院 臨床検査部技師長
門田　一繁 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科主任部長
角谷　誠 地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院 循環器内科　　部長
金子 英弘 ブランデンブルク心臓病センター (空白)(空白)
金子　匡行 社会医療法人敬和会大分岡病院 循環器内科部長
金子　伸吾 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 循環器内科医長
金子　喜仁 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科
兼八　正憲 財団医療法人中村病院 循環器科医長
嘉納　寛人 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 循環器内科副医長
神島　一帆 佼成病院 循環器内科
上林　拓男 医療法人社団恵仁会府中恵仁会病院 循環器科副院長
上森　光洋 社会医療法人天陽会中央病院 臨床工学部
神谷　宏樹 岐阜ハートセンター 循環器内科部長
紙谷　寛之 国立大学法人旭川医科大学 外科学講座心臓大血管外科学分野教授
亀井　克典 かわな病院 緩和ケア院長
鴨井　大典 医療法人偕行会名古屋共立病院 副院長
蒲生　忠継 金沢大学附属病院 循環器内科助教
蒲原　英伸 熊本大学大学院 生命科学研究部　侵襲制御医学分野准教授
栢下　淳 県立広島大学 人間文化学健康科学科教授
唐澤　由紀 伊那中央病院 看護部看護師
河井　伸太郎 和歌山県立医科大学 内科学第一講座なし
川井　和哉 社会医療法人近森会近森病院 循環器内科主任部長
河合　努 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 心臓内科　
川上　純 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科医療科学専攻・展開医療科学講座教
川上　崇史 慶應義塾大学病院 循環器内科
河口善博 上尾中央総合病院 診療技術部検査技術科主任
川口　克廣 小牧市民病院 循環器内科副院長
河口　廉 群馬県立心臓血管センター 循環器内科第一部長
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川口　智宏 医療法人毅峰会吉田病院　 循環器内科
川口　由高 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 循環器科医長
川﨑　大三 社会医療法人大道会森之宮病院 循環器内科　　部長
川﨑　友裕 社会医療法人天神会新古賀病院 副院長
川島吉之 埼玉県立がんセンター 埼玉県立がんセンター消化器外科部長
川尻　健司 医療法人徳洲会松原徳洲会病院 循環器内科部長
川瀬　世史明 岐阜ハートセンター 循環器内科部長
河野　博子 兵庫医科大学病院 看護部看護師
川畑　隆之 国立大学法人宮崎大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教
河原　明彦 久留米大学病院 病理診断科・病理部副技師長
川俣　博文 日本大学病院 循環器内科
川村　智行 大阪市立大学医学部付属病院 小児科講師
川村　克年 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 放射線科
河村　吉宏 春日井市民病院 循環器内科医長
川本　浩禎 医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓内科　
神田　順二 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 循環器内科主任部長
神田　大輔 鹿児島大学病院 心臓血管内科特任助教
菅野　一男 かんの内科 なし院長
上林　大輔 市立福知山市民病院 循環器内科医長
神原　貴博 公立陶生病院 循環器内科部長
菊谷　武 日本歯科大学付属病院 口腔リハビリテーション多摩クリニック院長
菊田　雄悦 特定医療法人財団竹政会福山循環器病院 循環器内科副医長
菊地　一公 石狩病院 社会医療法人ピエタ会石狩病院内科医長
菊池　裕子 上尾中央総合病院　医療 診療技術部検査技術科 科長
菊池　篤志 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 心臓内科　診療主任
菊池　達郎 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科医長
木﨑　嘉久 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 副院長
岸　宏一 日本赤十字社徳島赤十字病院 循環器内科第三循環器内科部長
木島　幹博 公益財団法人星総合病院 循環器内科特任病院長
貴田岡　正史 イムス三芳総合病院 内分泌・代謝センターセンター長
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貴田岡　享 北海道厚生農業協同組合連合会旭川厚生病院 循環器科主任部長
北岡　裕章 高知大学医学部附属病院 循環器内科教授
北川　雄光 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 慶應義塾慶應義塾大学病院医師
北川　勝英 金沢医科大学病院 循環器内科
木谷　俊介 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター
木谷　祐也 国立大学法人旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学特任教授
北原　秀喜 千葉大学医学部附属病院 循環器内科助教
北　宏之 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 循環器内科部長
北村　哲也 JA三重厚生連鈴鹿中央総合病院 循環器内科診療部長
喜多　領一 医療法人橘会東住吉森本病院 臨床検査科
絹川　真太郎 北海道大学附属病院 循環器内科講師
喜納　直人 医療法人春秋会城山病院 循環器科部長
木下　法之 医療法人財団康生会武田病院 循環器センター部長
木下　晴之 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 循環器内科
木下　順久 豊橋ハートセンター 循環器内科部長
木野村　賢 岡山大学病院 血液浄化療法部無し
木村　英三 立正佼成会附属佼成病院 産婦人科部長
木村　秀樹 福井大学医学部附属病院 検査部部長・診療教授
木村　剛 京都大学医学部附属病院 循環器内科教授
木村　祐之 医療法人広島ハートセンター広島心臓血管クリニック 院長
許　永勝 草津ハートセンター 院長
興野　寛幸 帝京大学医学部附属病院 循環器内科講師
清岡　崇彦 東海大学医学部付属大磯病院 循環器内科准教授
許　正翰 宝塚市立病院 循環器内科
清末　有宏 東京大学医学部附属病院 循環器内科
清元　秀泰 東北大学病院 腎高血圧内分泌科 教授 
清本　史 三菱京都病院 臨床検査科なし
日下　裕章 宮崎県立延岡病院 循環器内科
楠　宜樹 兵庫医科大学病院 糖尿病　内分泌　代謝内科講師
葛谷　雅文 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 発育･加齢医学講座教授
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楠山　貴教 医療法人三栄会ツカザキ病院 循環器内科部長
國枝　武茂 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 循環器内科
久保　亨 高知大学医学部 循環器内科講師
久保　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科准教授
窪岡　由佑子 兵庫医科大学病院 看護部認定看護師
窪田　龍二 JA愛知厚生連豊田厚生病院 循環器内科外来部長
熊谷　治士 都城市郡医師会病院 循環器科
久米久之 東京ベイ・浦安市川医療センター 臨床検査室室長
久米　輝善 川崎医科大学附属病院 循環器内科講師
倉田　なおみ 昭和大学 薬学部教授
倉林　学 日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科　　副部長
蔵満　昭一 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科副部長
栗田　泰郎 三重大学病院 循環器内科講師
栗原敬昌 あしたば薬局石狩店 あしたば薬局石狩店薬剤師
栗原　顕 青梅市立総合病院 循環器内科副部長
栗山　根廣 宮崎市郡医師会病院 循環器内科科長
紅林　昌吾 西宮市立中央病院 糖尿病内分泌科部長
黒崎　雅之 武蔵野赤十字病院 消化器科
黑田　優 社会医療法人明石医療センター 循環器内科医長
黒木　一公 宮崎県立延岡病院 循環器内科医長
黒瀬　健 関西電力病院 糖尿病　代謝内分泌センターセンター長
黒田　浩史 国立大学法人神戸大学大学院 医学研究科内科学講座・循環器内科学分野
黒田　俊介 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 循環器内科
黒田　優 社会医療法人明石医療センター 循環器内科医長
黒部　昌也 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管内科・カテーテル治療科
桑木　恒 医療法人寿会富永病院 循環器科
桑山　和哉 社会医療法人景岳会南大阪病院 診療支援部　臨床検査科 科長 
桑山和哉 南大阪病院 臨床検査科科長
郡司　昌治 名古屋第一赤十字病院 細胞診分子病理診断部細胞診分子病理検査課長職務代理
小池　明広 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 循環器科医長
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小池　淳平 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 循環器内科
小泉　雄 がん研有明病院　財団 公益財団法人がん研究会有明病院医師
小板橋　紀通 群馬大学附属病院 循環器内科助教
小出　景子 永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター薬剤師
小岩屋　宏 宮崎市郡医師会病院/Louisiana State University, Health Sciences Cemter 循環器内科医長
高亀　則博 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科
上月　周 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院 循環器内科
上妻　謙 帝京大学医学部附属病院 循環器内科教授
古賀　聖士 長崎大学病院 循環器内科病院講師
古賀　徳之 社会医療法人製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科副院長
古賀　久士 社会医療法人天神会新古賀病院 循環器内科部長
古賀　英信 社会医療法人財団池友会新行橋病院 循環器内科部長
古閑　靖章 大分県立病院 循環器内科副部長
越田　亮司 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター副センター長
小柴　賢洋 学校法人　兵庫医科大学 臨床検査医学講座主任教授
小嶋　一 医療法人渓仁会手稲家庭医療クリニック 医療法人渓仁会手稲家庭医療クリニック医師
小島　帯 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器内科医長
小島　好修 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 循環器内科第二部長
腰山　博昭 医療法人社団養生館苫小牧日翔病院 循環器内科
小杉　圭右 こすぎ内科ｸﾘﾆｯｸ なし院長
小谷　穣治 神戸大学大学院 医学研究科外科系講座 災害・救急医学分野教授
児玉　浩子 帝京平成大学 健康メディカル学部　健康栄養学科  教授・学科長 
古寺　久仁子 東京都立多摩療育園 トウキョウトリツタマリョウイクエン医師
小寺　聡 東京大学医学部附属病院 循環器内科
後藤　文彦 NTT東日本関東病院 臨床検査部特別医療技術主任
後藤　亮 医療法人秀和会秀和総合病院 循環器内科医長
後藤　秀明 平心会須賀川病院
小橋　啓一 日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科
小林　克行 上尾中央医科グループ柏厚生総合病院 循環器内科部長
小林　順二郎 国立循環器病研究センター 心臓血管外科　部門長
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小林　一士 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 循環器科部長
小林　剛 山梨大学医学部附属病院 循環器内科
小林　範弘 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科医長
小林　正和 浜松医療センター 循環器内科医長
小林　欣夫 国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学教授
小堀　裕一 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 心臓血管センター内科副部長
小松　宣夫 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 循環器内科循環器センター次長
小宮山　浩大 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科医長
小宮山　浩大 東京都立広尾病院 循環器科医長
小村　泰雄 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 心臓血管センターセンター長
小森田　翔 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 臨床工学科
小山　幸平 杏林大学医学部付属病院 循環器内科助教
小山　幸平 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科医長
是枝　大輔 紀南病院 公立医長
金剛寺　謙 杏林大学医学部付属病院 循環器内科講師
近藤　溪 公立那賀病院 内科名誉院長
近藤　裕樹 医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 循環器内科
近藤　史明 日本赤十字社高知赤十字病院 第二内科部長
近藤　誠 利根保健生活協同組合利根中央病院 循環器内科　　部長
齋木 佳克 東北大学病院 心臓血管外科　教授
齊木　力 東海大学医学部付属病院 診療技術部
財前　博文 大分県厚生連鶴見病院 循環器内科部長
齋藤　滋 国立大学法人富山大学大学院医学薬学研究部･教育部 産科婦人科学講座教授
齊藤　誠司 広島大学病院 輸血部エイズ医療対策室
齋藤　滋 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科副院長
齋藤　聡男 社会医療法人弘道会守口生野記念病院 循環器科副部長
齋藤　成達 京都大学医学部附属病院 循環器内科助教
齊藤　秀典 岩手県立中部病院 循環器内科科長
齋藤　裕 公立八女総合病院 心臓・血管内科部長
佐伯　秀幸 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 循環器内科部長
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酒井　雅司 緑風荘病院 社会福祉法人緑風会緑風荘病院院長
酒井 孝志郎 昭和大学病院 循環器内科
坂井　正孝 医療法人さかい循環器内科クリニック 院長
榊原　圭一 日本赤十字社福井赤十字病院 循環器内科　　
坂倉　建一 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科准教授
坂田　泰彦 東北大学 循環器内科学准教授
坂田　憲治 金沢大学附属病院 循環器内科講師
坂上　祐司 医療法人橘会東住吉森本病院 循環器内科　　部長
嵯峨　亮 特定医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 循環器内科医長
坂本直哉 北海道大学 大学院　医学研究科内科学講座　消化器内科学分野教授
坂元　敦 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 循環器内科部長
坂本　裕樹 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 循環器内科部長
坂本　賢一 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 循環器内科科長
坂本　憲治 熊本市立熊本市民病院 循環器内科医長
坂本　二郎 公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科
阪本　貴之 日本赤十字社福島赤十字病院 循環器内科部長
坂本　知浩 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科部長
阪本　泰成 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科医長
阪本　亮平 社会医療法人明和会中通総合病院 循環器内科科長
佐久間　儀広 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科医長
櫻井　将之 医療法人社団誠高会おおたかの森病院 循環器内科　　科長
櫻井　馨 南東北グループ医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 循環器内科科長
佐々木　雅也 滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部部長
佐々木　伸浩 日本赤十字社　福岡赤十字病院 糖尿病　代謝内科部長
貞松　研二 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 循環器内科医長
佐藤　弘 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ 上部消化管外科准教授
佐藤　幸人 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科部長
佐藤　直樹 日本医科大学武蔵小杉病院 循環器内科部長
佐藤正一 国際医療福祉大学　成田保健医療学部 医学検査学科准教授
佐藤　勝彦 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センターセンター長
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佐藤　健司 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 循環器内科医長
佐藤　貴雄 医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 循環器内科医長
佐藤　誠 社会医療法人明和会中通総合病院 循環器内科科長
佐藤　雄一 名張市立病院 循環器内科
猿田　順子 安曇野赤十字病院 看護部 糖尿病認定看護師 
沢田　尚久 日本赤十字社京都第一赤十字病院 循環器内科部長
澤田　隆弘 兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科医長
三軒　豪仁 日本医科大学付属病院 循環器内科助教　
椎原　大介 一般財団法人自警会東京警察病院 臨床生理検査科
塩見　紘樹 京都大学医学部附属病院 循環器内科病院特定助教
重永　豊一郎 学校法人国際医療福祉大学熱海病院 循環器内科カテーテル室長
宍戸　晃基 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科医長
實原　正明 飯田市立病院 臨床検査科検査科科長
志手　淳也 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院 循環器内科副院長
篠崎　剛 国立がん研究センター東病院 国立がん研究センター東病院 医師
篠原久仁子 フローラ薬局 本店代表取締役
芝崎　太郎 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 循環器内科副部長
柴田　浩遵 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院 循環器内科
柴田　直紀 一宮市立市民病院 循環器内科
柴田　正行 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 循環器内科部長
柴田　剛徳 宮崎市郡医師会病院 副院長兼心臓病ｾﾝﾀｰ長
嶋崎　健介 西新井ハートセンター病院 循環器内科
島田　健 玉井 糖尿病なし
島田　直樹 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 病理診断科主任
嶋田　昌司 天理よろづ相談所病院 臨床検査部技師長
嶋津　孝幸 医療法人同仁会京都九条病院 循環器内科部長
清水　敬子 長野市民病院 看護部糖尿病認定看護師
清水　克修 堺市立病院機構　堺市立総合医療センター 救命救急センターなし
清水　俊夫 東京都立神経病院 脳神経内科部長
清水　力 北海道大学病院 検査・輸血部部長 准教授
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清水　茂雄 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 循環器内科医長
清水　規隆 医療法人光陽会磯子中央病院 循環器内科　　部長
清水　淳 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 麻酔科部長
清水　昭吾 医療法人健仁会益子病院 副院長
清水　紀宏 砂川市立病院 循環器内科部長
清水　稔 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科心臓病センター長
清水　渉 学校法人日本医科大学 循環器内科教授
志村　吏左 日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科　　医長
志馬　伸朗 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 救急集中治療医学 教授
下岡　良典 医療法人北晨会恵み野病院 循環器内科医長
下地　顕一郎 社会福祉法人恩寵財団済生会支部済生会宇都宮病院 循環器内科医長
下永　貴司 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 循環器内科
下浜　孝郎 北里大学病院 循環器内科講師
下平　美紀 伊那中央病院 薬剤部薬剤師
下村　英紀 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 副院長
重城　健太郎 東京女子医科大学病院 循環器内科助教
常名政弘 東京大学医学部附属病院 検査部副技師長
常名政弘 東京大学医学部附属病院 検査部副技師長
白井　伸一 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科部長
白樫　貴宏 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院 臨床工学技術部
白記　達也 国立大学法人大阪大学大学院 医学系研究科循環器内科学
白坂　明広 医療法人医仁会武田総合病院 心血管内治療部部長
真貝　竜史 大阪府済生会千里病院 外科副部長
新家　俊郎 国立大学法人神戸大学大学院 医学研究科内科学講座・循環器内科学分野准教授
新谷　陽道 医療法人社団愛友会三郷中央総合病院 循環器内科　　部長
進藤　直久 戸田中央医科グループ新座志木中央総合病院 循環器内科　　部長
末岡　榮三朗 佐賀大学医学部 臨床検査医学講座教授
末武　貢 独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター 臨床検査科臨床検査技師長
末武　修史 社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院 副院長
末永　晴香 河北総合病院 臨床検査科技師長
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末永　悦郎 関西電力病院 心臓血管外科部長
末松　延裕 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科部長
須賀　晃 にしがおか薬局 にしがおか薬局薬剤師
須賀　俊博 地域医療機能推進機構群馬中央病院 循環器内科医長
菅野　晃靖 公立大学法人横浜市立大学 医学部循環器・腎臓・高血圧内科学教室准教授
管家　鉄平 医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック 心臓血管クリニック医長
杉浦　剛志 一宮市立市民病院 循環器内科医長
杉江　多久郎 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 循環器内科
杉澤　良太 国立大学法人浜松医科大学 医学部医学科外科学第二講座
杉本　篤彦 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 循環器内科部長
瑞慶覧　貴子 医療法人おもと会大浜第一病院 循環器内科医長
鈴鹿　裕城 社会医療法人同仁会耳原総合病院 循環器内科
鈴木　文孝 共済組合連合会　虎の門病院 肝臓センター部長
鈴木　隆司 公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協中央病院 循環器内科心臓血管センター長
鈴木　孝英 JA北海道厚生連旭川厚生病院 循環器科医長
鈴木　秀俊 日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科　　医長
鈴木 洋 昭和大学藤が丘病院 循環器内科教授
鈴木　圭太 社会医療法人厚生会木沢記念病院 循環器内科
鈴木　健一朗 東京慈恵会医科大学附属柏病院 循環器内科
鈴木　孝彦 豊橋ハートセンター 循環器内科院長
鈴木　健 豊川市民病院 循環器内科主任部長
鈴木　頼快 名古屋ハートセンター 循環器内科診療部長
鈴山　寛人 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科
須藤　博 社会医療法人財団互恵会　大船中央病院 内科院長兼内科部長
須藤　雄也 香川県立中央病院 循環器内科
須永　大介 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科
角辻　暁 国立大学法人大阪大学大学院 医学系研究科循環器内科学教授
住吉　晃典 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科
駿田　直俊 独立行政法人国立病院機構和歌山病院 独立行政法人国立病院機構和歌山病院副院長
諏訪　哲 順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器科准教授
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諏訪部　章 岩手医科大学 臨床検査医学講座教授
清家　正隆 大分大学医学部附属病院 消化器内科診療教授
清家　史靖 愛媛大学医学部附属病院 循環器内科
清野　精彦 日本医科大学千葉北総病院 循環器ｾﾝﾀｰ循環器ｾﾝﾀｰ長
清野　義胤 公益財団法人星総合病院 循環器内科部長
清山　浩介 医療法人住友別子病院 循環器内科
関　顕
関口　雅友 札幌厚生病院 糖尿病内分泌内科 主任部長 
関口　誠 日本赤十字社深谷赤十字病院 循環器科副部長
関　拓紀 公立学校共済組合九州中央病院 高血圧・循環器内科医長
勢納　八郎 医療法人偕行会偕行会城西病院 院長
芹川　威 社会医療法人財団池友会福岡和白病院 循環器内科部長
千田　なつみ 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 臨床工学科
早田　正和 長崎大学医学部 共同利用研究センター技術専門職員
添木　武 徳島大学病院 循環器内科准教授
副島　秀久 社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 院長
添田　恒有 公立大学法人奈良県立医科大学 循環器・腎臓・代謝内科学教室助教
添田　信之 公益財団法人星総合病院 臨床工学科技師長
曽我　芳光 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科部長
曾我辺　奈穂 亀田総合病院 眼科技術室視能訓練士
外海　洋平 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科副医長
園田　信成 学校法人産業医科大学病院 循環器内科准教授
園村　恭子 医療法人SHIODA塩田記念病院 看護部部長
代田　浩之 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科教授
大道寺　飛雄馬 山形県立中央病院 循環器内科医長
高井良　美智代 雪の聖母会　聖マリア病院 中央臨床検査センター　染色体・遺伝子検査室 技師
髙川　芳勅 小樽市立病院 循環器内科医療部長
高木　康 学校法人昭和大学昭和大学病院 副学長副学長
髙木　健督 大垣市民病院 循環器内科医長
髙木　祐介 いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科科長
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高瀬　哲郎 医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 循環器内科医長
高田昇 中電病院 臨床検査科副部長
高田　明典 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 循環器内科主任医長
高野　仁司 日本医科大学付属病院 循環器内科准教授
高橋　剛 山口県済生会　山口総合病院 外科外科部長
高橋　伯夫 医療法人幸生会琵琶湖中央病院 院長院長
高橋良恵 信州大学付属病院 看護部糖尿病看護認定看護師
髙橋　聡 札幌医科大学 医学部　感染制御・臨床検査医学講座 教授
高橋　宗一郎 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科医長
髙橋　夏来 一般財団法人永頼会松山市民病院 循環器内科部長
高橋　八大 兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科医長
高橋　玲比古 医療法人社団さくら会高橋病院 院長
高橋　邦彰 国家公務員共済組合連合会大手前病院 循環器内科
高橋　佐枝子 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科部長
高橋　茂清 社会医療法人厚生会木沢記念病院 循環器内科部長
高橋　宏明 日本赤十字社長浜赤十字病院 循環器内科
高橋　稔 医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 循環器内科主任医長
高橋　保裕 社会福祉法人同愛記念病院財団同愛記念病院 循環器科部長
高畑　昌弘 橋本市民病院 循環器内科副医長
高見　佳宏 独立行政法人労働者健康安全機構　東京労災病院 形成外科部長
田上　哲也 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 統括診療部診療部長
高見澤　格 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 循環器内科副部長
高村敬明 金沢医科大学病院 循環器内科
高山　守正 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 副院長
田川　隆之 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 放射線技術科一課課長
瀧井　暢 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 循環器内科医長
滝内　伸 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科　　主任部長
滝　美波 地方独立行政法人長野市民病院 循環器内科
田口　晴之 社会医療法人生長会府中病院 循環器内科部長
田口　英詞 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科医長
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竹石　恭知 公立大学法人福島県立医科大学 医学部循環器内科学講座主任教授
竹井　義純 医療法人社団昌医会葛西昌医会病院 循環器内科救急部長
竹内　充裕 順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器科
竹下　聡 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管カテーテル治療科主任診療部長
武田　裕子 東京都済生会中央病院 臨床検査科 技師長
武田　輝規 医療法人社団昴会湖東記念病院 循環器内科　　心臓血管センター長
竹田　光男 医療法人寿会富永病院 循環器科
武田　吉弘 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 循環器内科部長
竹中　克彦 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
竹林　克士 滋賀医科大学医学部附属病院 消化器外科なし
竹原　徹郎 大阪大学 大学院医学系研究科　内科系臨床医学専攻　消化器内科学
竹本　良 国立大学法人神戸大学大学院 医学研究科内科学講座・循環器内科学分野
竹本　真生 医療法人社団水光会宗像水光会総合病院 循環器科部長
田崎　淳一 京都大学医学部附属病院 循環器内科
田嶼　尚子　 東京慈恵会医科大学   東京慈恵会医科大学   名誉教授 
多田　朋弥 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 循環器内科医長
只野　雄飛 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 循環器内科
龍口　万里子 医療法人沖縄徳洲会榛原総合病院 循環器科
田妻　進 広島大学 医歯薬保健学研究科教授
巽　博臣 北海道公立大学法人札幌医科大学 附属病院　集中治療医学講師
立石　裕樹 山口大学医学部附属病院 循環器内科助教
田中　善宏 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 消化器外科臨床講師
田中　芳明 学校法人久留米大学久留米大学病院 医療安全管理部教授
田中　弥生
田中　榮司 信州大学 医学部内科学第二講座教授
田中　靖人 名古屋市立大学大学院 医学研究科　病態医科学講座教授
田中　信大 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科教授
田中　哲人 名古屋大学医学部附属病院 循環器内科助教
田中　康太 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科
田中　秀造 君津中央病院企業団君津中央病院 循環器内科部長
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田中　慎司 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 循環器内科部長
田中　茂博 公立昭和病院 循環器内科部長
田中　孝昌 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科
田中　裕之 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科部長
田中　正和 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 循環器内科部長
棚橋　洋子 横須賀共済病院 中央検査科技師長
田邊　潤 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 臨床研究部部長
田邉　康宏 学校法人聖マリアンナ医科大学 循環器内科講師
田邉　健吾 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科部長
田辺　正喜 社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院 循環器内科医長
谷　浩也 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 中央臨床検査部副技師長
谷岡　怜 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 医療技術部臨床工学技士
谷垣　徹 岐阜ハートセンター 循環器内科
谷川　淳 大阪医科大学附属病院 循環器内科医長
谷口　英喜 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 栄養学科教授
谷口　琢也 京都府立医科大学附属北部医療センター 循環器内科医長
谷口　法正 医療法人社団さくら会高橋病院 循環器科
谷口　良司 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科医長
玉澤　充 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 臨床工学科
田丸　淳一 埼玉医科大学総合医療センター 病理部教授
田村　俊寛 公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科
田谷　俊彦 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 循環器内科
田山　信至 独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 循環器内科診療部長
樽谷　康弘 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科部長
丹　通直 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター医長
知念　敏也 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 循環器内科
茶山一彰 広島大学 大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門消化器・代
陳　博敏 社会福祉法人恩財団大阪府済生会野江病院 循環器内科医長
塚原　健吾 藤沢市民病院 循環器内科部長
築山 義朗 神戸大学医学部附属病院 循環器内科
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辻　智也 公立那賀病院 内科医師
辻　貴史 草津ハートセンター 循環器科副院長
辻田　賢一 国立大学法人熊本大学大学院 生命科学研究部循環器内科学教授
辻田 裕昭 昭和大学病院 循環器内科助教
辻本　大輔 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科
土金　悦夫 豊橋ハートセンター 循環器内科部長
土屋　寛子 社会福祉法人恩財団済生会支部群馬県済生会前橋病院 循環器内科医長
堤　穣志 東京慈恵会医科大学附属第三病院 循環器内科助教
堤　孝樹 飯塚病院 循環器内科
椿本　恵則 日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科
坪井　秀太 順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器科助教
坪川　明義 日本赤十字社福井赤十字病院 循環器内科　　部長
露木　清尊 医療法人医仁会武田総合病院 循環器内科
靏　知光 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 臨床教育研究本部 部長 
剣田　昌伸 一般社団法人藤元メディカルシステム藤元総合病院 循環器内科　　部長
鶴田　ひかる 慶應義塾大学病院 循環器内科助教
鶴巻　良允 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 循環器内科　　(空白)
出口松夫 大阪大学医学部付属病院 臨床検査部/感染制御部主任
寺井　英伸 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科部長
寺島　秀夫 筑波大学大学院 人間総合科学研究科教授
寺嶋　豊 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科
寺田　典生 高知大学医学部附属病院 内分泌代謝・腎臓内科学講座教授
寺部　雄太 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 形成外科
寺村　真範 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 循環器内科　　医長
寺本　智彦 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 循環器内科　　部長
土井　研人　 東京大学医学部附属病院   救命救急センター特任講師  
土肥　修司 市立室蘭総合病院 市立室蘭総合病院
土井尻　達紀 医療法人社団公仁会大和成和病院 循環器内科副部長
東條　大輝 北里大学病院 循環器内科講師
道智　賢市 日本赤十字社長浜赤十字病院 循環器内科副部長



C1 講師謝礼

原稿執筆料等

唐原　悟 社会医療法人社団木下会 鎌ヶ谷総合病院 循環器科部長・心臓カテーテル室長
桃原　哲也 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 循環器内科部長
道明　武範 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科部長
土岐　祐一郎 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 消化器外科学教授
徳野　翔太 名寄市立総合病院 循環器内科
徳山　榮男 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 循環器科室長
戸頃　康男 埼玉県厚生農業協同組合連合会久喜総合病院 循環器内科部長
登坂　淳 社会医療法人河北医療財団河北総合病院 循環器内科副科長
戸崎　貴博 医療法人糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI なし院長
利光　久美子 国立大学法人愛媛大学医学部付属病院 栄養部部長
土手　慶五 地方独立行政法人広島市立病院機広島市立安佐市民病院 循環器内科部長
外村　大輔 医療法人春秋会城山病院 循環器科医長
鳥羽　真弘 市立札幌病院 循環器内科
土肥　薫 三重大学附属病院 循環器内科講師
富田　文子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 中央検査部技師長
豊田　秀徳 大垣市民病院 消化器内科部長
豊福　守 日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科副部長
内藤　裕二 京都府立医科大学 消火器内科教室准教授
中　啓吾 和歌山労災病院 内科部長
永井　宏幸 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科医長
中尾　浩一 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 副院長
長岡　優多 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 循環器内科部長
永翁　雅子 西宮市立中央病院 看護部 副看護部長 
中尾　文昭 山口県立総合医療センター 循環器内科部長
中上　拓男 近江八幡市立総合医療センター 循環器内科部長
中川　敬太 名寄市立総合病院 救急科
中川　義久 公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科部長
中澤　学 東海大学医学部付属病院 循環器内科準教授
中沢　圭吾 東海大学医学部付属病院 臨床工学技術科
中島　貫太 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 循環器科
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中島　祥文 岩手医科大学附属病院 循環器医療センター
中瀬　一 北杜市立甲陽病院 甲陽病院副院長
仲宗根　卓 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科
詠田　由美 IVF詠田クリニック 院長
中田　耕太郎 東京慈恵会医科大学附属柏病院 循環器内科
中谷　均 中谷内科医院 内科・小児科院長
中谷　純一 あしたば薬局石狩店 あしたば薬局石狩店薬剤師
中谷　晋平 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科副医長
中田　円仁 地方独立行政法人那覇市立病院 循環器内科
中西　啓太 医療法人社団松弘会三愛病院 循環器内科　　部長
長沼　亨 医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓内科　部長
中野　明彦 社会福祉法人恩財団済生会支部群馬県済生会前橋病院 循環器内科代表部長
中野　顯 彦根市立病院 循環器科主任部長
中野　将孝 東海大学医学部付属病院 循環器内科講師
中野　雅嗣 医療法人財団健貢会総合東京病院 循環器内科　　部長
長野　政幸 医療法人社団苑田会公立新小浜病院 循環器内科院長輔佐
中林　圭介 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科
仲間　達也 宮崎市郡医師会病院 循環器内科医長
永松　優 国立大学法人熊本大学大学院 生命科学研究部循環器内科学
永松　航 医療法人仙養会北摂総合病院 循環器科部長
中村　一文 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科准教授
中村　宇大 九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学講師
中村　広 社会医療法人大成会福岡記念病院 循環器内科　　部長
中村　淳 医療法人社団誠馨会新東京病院 院長
中村　敦 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 中央手術部主査
中村　憲二 松阪市民病院
中村　峻 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院　 循環器内科
中村　伸一 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 循環器科部長
中村　洋文 国家公務員共済組合連合会千早病院 循環器内科　　
中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科教授
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中本　安成 福井大学 内科学第2領域教授
中山　則之 岐阜大学 医学部脳神経外科 講師
中山　法子 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 看護部副看護部長
仲吉　孝晴 久留米大学病院 循環器病センター助教
名越　良治 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院 循環器内科
那須　賢哉 豊橋ハートセンター 循環器内科部長
夏秋　政浩 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科特定講師
夏秋　政浩 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科部長
七里　守 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 循環器内科部長
鯰井　秀之 国家公務員共済組合連合会大手前病院
浪打　成人 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 循環器内科部長
並木　淳郎 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 循環器内科部長
名村　正伸 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科最高経営責任者
南條　輝志男 和歌山ろうさい病院 内科病院長
南都　清範 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 循環器内科
難波　光義 兵庫医科大学病院 病院長 
南部　昭 京都府立医科大学附属病院 臨床検査部係長
新関　武史 置賜広域病院組合公立置賜総合病院 循環器内科　　医長
新原　正大 静岡県立静岡がんセンター 食道外科医長
西井　裕 長野市民病院 内分泌･代謝内科部長
西尾　利樹 草津総合病院 腎臓内科・透析センター部長兼透析センター長
西岡　真生 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 臨床工学部
西尾　壮示 草津ハートセンター 循環器科医長
西川　英郎 医療法人三重ハートセンター 循環器内科院長輔佐
西川　宏明 福岡大学病院 循環器内科診療准教授
西田　修 藤田保健衛生大学 医学部　麻酔・侵襲制御教授
西田　幸司 社会医療法人近森会近森病院 循環器内科科長
西田　壽代 足のナースクリニック (空白)(空白)
西田　裕明 社会福祉法人恩寵財団済生会支部済生会宇都宮病院 循環器内科
西田　育功 社会医療法人高清会高井病院 循環器内科主任部長
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仁科　秀崇 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 循環器内科診療科長
西野　友哉 長崎大学病院 腎臓内科教授
西野　雅巳 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 循環器内科副院長
西宮　達也 愛媛大学医学部附属病院 診療支援部部長
西村　治男 大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科部長
西村　理明　 東京慈恵会医科大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 准教授 
西村　哲 社会医療法人弘道会守口生野記念病院 循環器科部長
西山　博之 筑波大学医学医療系 腎泌尿器外科教授
西山　裕善 医療法人新生会高の原中央病院 循環器内科
新田　國夫 医療法人社団つくし会 新田クリニック院長
布井　清秀 聖マリア病院 糖尿病内分泌内科糖尿病センター長
沼澤　洋平 日本赤十字社足利赤十字病院 循環器内科部長
根木　茂雄 和歌山県立医科大学附属病院 腎臓内科准教授
野上　哲史 特定医療法人萬生会熊本第一病院 内科院長
野口　緑 大阪大学大学院医学研究科 公衆衛生学招聘准教授
野口　純子 全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院 放射線科
野口 将彦 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科　　医長
野毛　一郎 沼津市立病院 薬剤部部長
野坂　和正 香川県立中央病院 循環器内科医長
野地　博行 東京大学 工学研究科応用化学専攻教授
野副　純世 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科部長
野田　勝生 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 循環器科部長
野田　哲平 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科　助教
野間　玄督 広島大学 未来医療センター 診療講師
野村　岳志 東京女子医科大学病院 集中治療科部長
野村　由夫 稲沢市民病院 糖尿病内分泌内科部長
野村　丈紘 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科
朴　幸男 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科　講師
橋冨　裕 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 循環器センター医長
羽柴　克孝 社会福祉法人恩寵財団済生会横浜市南部病院 循環器内科副部長
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橋本　克史 医療法人松山ハートセンターよつば循環器科クリニック 循環器内科　　部長
橋本　弦太 医療法人仁心会宇部仁心会病院 副院長
橋本 恭成 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 循環器内科医長
橋本　羊輔 藤田保健衛生大学病院 循環器内科助教
長谷　剛志 公立能登総合病院 歯科口腔外科部長
長谷川　卓也 上尾中央総合病院 診療技術部検査技術科主任
長谷川　耕太郎 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 循環器内科部長
長谷川　徹 JR札幌病院 循環器内科内科診療部長
羽田　泰晃 南東北グループ医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 循環器内科
服部　真一 京都府立医科大学附属病院 臨床検査部職員
華岡　慶一 医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック 理事長･院長
英　肇 済生会和歌山病院 糖尿病代謝内科副院長
馬場　秀夫 国立大学法人熊本大学医学部附属病院 消化器外科教授
馬場　直子 訪問看護ステーションHUG 訪問看護ステーションHUG看護師
羽原　誠二 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科部長
羽原　真人 豊橋ハートセンター 循環器内科医長
濱嵜　裕司 昭和大学病院 循環器内科准教授
濱田　康弘 国立大学法人徳島大学医学部 疾患治療利用額分野教授
濱田　美紀 社会福祉法人大樹会　介護保険総合福祉センターメルヘン　 なしなし
早川　直樹 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 循環器内科医長
林　和樹 済生会前橋病院 検査科
林　淑朗 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 集中治療科部長
林　英次郎 医療法人財団明徳会総合新川橋病院 心臓血管センターセンター長
林　和孝 トヨタ記念病院 循環器科医長
林田　健太郎 慶應義塾大学病院 循環器内科講師
林　泰 独立行政法人労働者健康安全機構和歌山ろうさい病院 循環器内科部長兼救急部長
林　隆三 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 循環器内科診療部長
原　久男 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 循環器内科医長
原野雅生 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 外科部長
原間　智子 山梨県立中央病院 循環器内科
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春木宏介 獨協医科大学越谷病院 臨床検査部・感染制御部主任教授
春田昭一 済生会熊本病院 中央検査部係長
日浅　陽一 愛媛大学 消化器内科教授
日置　紘文 国立大学法人信州大学 医学部循環器内科学
東方　利徳 国民健康保険小松市民病院 循環器内科担当部長
東口　髙志 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 外科･緩和医療学講座教授
東谷 暢也 日本赤十字社大津赤十字病院 循環器内科
東谷　迪昭 東京医科大学茨城医療センター 循環器内科講師
比嘉　冨貴 医療法人博愛会牧港中央病院 循環器内科医長
樋上　裕起 日本赤十字社大津赤十字病院 循環器内科
比企　直樹 公益財団法人がん研究会有明病院 胃外科担当/栄養管理部部長
疋田　浩之 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院　 循環器内科部長
挽地　裕 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科診療教授
樋口　義治 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科部長
樋熊　拓未 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 循環器内科准教授
日高　勲 山口大学医学部附属病院 肝疾患センター副センター長
檜田　悟 医療法人社団水光会宗像水光会総合病院 循環器科部長
日野　啓輔 静岡市立清水病院 清水病院　市立医師
日比　潔 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　准教授
日比野　剛 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 循環器内科部長
兵庫　匡幸 日本赤十字社京都第一赤十字病院 循環器内科副部長
兵頭　真 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科部長
平井　敏弘 学校法人川崎学園川崎医科大学 消化器外科学教授
平井　俊浩 北海道厚生農業協同組合連合会旭川厚生病院 循環器科医長
平井　章三 社会医療法人里仁会興生総合病院 心臓血管センターセンター長
平賀　仁 八戸市立市民病院 循環器科部長
平瀬　裕章 高岡市民病院 循環器内科部長
平田　和也 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック CE部課長
平田　弥生 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 血管造影室
平野　浩彦 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 研究所副部長
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平山　篤志 学校法人日本大学 医学部内科学系循環器内科学分野主任教授
廣上　貢 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 循環器内科部長
広瀬　佳子 伊那中央病院 検査部技師長
広瀬　正和 大阪市立大学附属病院小児科 #REF!
廣瀬　瑞紀 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 循環器内科部長
廣瀬　和俊 公立昭和病院 循環器内科
廣田　勇士 神戸大学医学部附属病院 糖尿病内分泌科助教　病棟医長
弘永　潔 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 循環器内科　　部長
廣畑　敦 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 循環器内科主任部長
深江　貴芸 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 循環器内科
福井　和樹 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立循環器呼吸器病センター 循環器内科部長
福岡　良太 社会医療法人天神会新古賀病院 循環器内科医長
福澤　茂 船橋市立医療センター 循環器内科部長
福澤　朋幸 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 循環器内科
福嶋　理知 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管内科・カテーテル治療科
福島　裕介 一般社団法人厚生団長津田厚生総合病院 心臓血管センター部長
福島　裕介 社会福祉法人恩寵財団済生会横浜市南部病院 循環器内科
福田　圭祐 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 循環器内科医長
福永　匡史 社会医療法人大道会森之宮病院 循環器内科　　
福原　怜 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科医長
福元　幸志 鹿児島大学病院 診療看護部
福　康志 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科部長
福山　信隆 社会医療法人仁愛会浦添総合病院
福家　良太 学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学病院 学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学病院医師
房崎　哲也 学校法人岩手医科大学 内科学講座循環器内科分野准教授
藤井　洋之 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 循環器内科部長
藤井　徳幸 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 循環器内科心血管カテーテル治療センター長
藤澤　真一 北海道大学病院 検査・輸血部副技師長
藤島　慎一郎 社会医療法人製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科部長
藤田　直久 京都府立医科大学附属病院 臨床検査科 部長 
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藤田　浩志 名古屋市立大学病院 循環器内科助教
藤田　主税 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科
藤田　博 日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科部長
藤田　雅樹 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科医長
藤野　祐介 新東京病院 糖尿病診療科兼心臓内科医長
藤野　晋 福井県立病院 循環器内科主任医長
藤原 昌彦 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 循環器内科副部長
藤本　善英 千葉大学医学部附属病院 循環器内科講師
藤吉　和博 北里大学病院 循環器内科
藤原　寛行 学校法人自治医科大学自治医科大学 医学部 産科婦人科学講座准教授
藤原　敬士 三豊総合病院 循環器科副医長
舟橋　恵二 JA愛知厚生連　江南厚生病院 臨床検査技術科 技師長
舟本　寛 富山県立中央病院 産婦人科部長
船山　大 学校法人自治医科大学 医学部循環器内科学部門准教授
古川　泰司 帝京大学医学部附属病院 中央検査部 部長
古川　哲也 社会医療法人明生会明生病院 循環器内科部長
古田　浩人 和歌山県立医科大学 内科学第一講座准教授
古殿　真之介 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管内科・カテーテル治療科
古谷　一貴 山口大学医学部附属病院 ME機器管理センター
不破　貴史 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科
戸来　孝 虎の門病院 臨床検体検査部 主任 
朴沢　英成 ニューハート・ワタナベ国際病院 循環器内科室長
朴沢　英成 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 循環器内科HCUセンター長
棒田　浩基 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 循環器内科医長
保坂　利男 杏林大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科講師
保坂　哲也 虎の門病院 肝臓内科医員
保坂　文駿 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科副部長
細川　哲 医療法人五星会菊名記念病院 循環器科医長
細川　博昭 医療法人悠愛会ひがし循環器クリニック 院長
細川　雄亮 日本医科大学付属病院 循環器内科助教　
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細木　信吾 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 循環器内科科長
細野　純 細野歯科 クリニック院長
細谷　まろか 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 循環器科
堀田　寛之 医療法人王子総合病院 循環器内科主任科長
保屋野　真 新潟大学医歯学総合病院 循環器内科
堀井　学 市立奈良病院 循環器内科部長
堀内　優 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科
堀田　祐紀 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科副院長
堀田　怜 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科
本江　純子 医療法人五星会菊名記念病院 循環器内科循環器センター長
本郷　玄 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科
本田　淳 東京女子医科大学八千代医療センター 循環器内科　　
本田　智大 国立大学法人長崎大学病院 循環器内科
前嶋　明人 群馬大学大学院 医学系研究科　生体制御内科学
前川　裕一郎 浜松医科大学医学部附属病院 循環器内科教授
前田　一 H.E.Cサイエンスクリニック なし院長
前田　佳予子 学校法人武庫川女子大学 生活環境学部食物栄養学会教授
前田　士郎 琉球大学大学院医学研究科 先進ゲノム検査医学講座教授
前田　武俊 医療法人おもと会大浜第一病院 循環器内科部長
前中　基良 社会医療法人高清会高井病院 循環器内科
前原　潤一 熊本病院　救急総合診断センター 救急科部長
眞榮平　直也 医療法人博愛会牧港中央病院 循環器内科部長
前淵　大輔 公立学校共済組合九州中央病院 高血圧・循環器内科医長
前村　浩二 国立大学法人長崎大学病院 循環器内科教授
牧口　展子 医療法人北晨会恵み野病院 循環器内科部長
牧野　隆雄 市立札幌病院 循環器内科副部長
牧野　有高 山梨県立中央病院 循環器内科医長
正井　静香 兵庫県加古川医療センター 看護部専門看護師
馬﨑　徹 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 循環器内科医長
正木　芳宏 砂川市立病院 循環器内科医長
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正村　克彦 財団医療法人中村病院 循環器科部長
益子　絵里 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院 循環器内科
眞柴　寿枝 松山赤十字病院 日本赤十字社　松山赤十字病院副部長
増田　亜希子 東京大学医学部附属病院 検査部特任講師
益田　慎 県立広島病院 小児感覚器科主任部長
舛田　一哲 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 循環器科医長
増田　純 三重大学病院 循環器内科助教
増田　尚己 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科副科長
益永　信豊 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 循環器内科医長
松井浩子 長野赤十字病院 看護部糖尿病看護認定看護師
松居剛志 手稲渓仁会病院 消化器内科主任医長
松浦　啓 社会医療法人明石医療センター 循環器内科部長
松浦　広英 宮崎市郡医師会病院 循環器内科医長
松尾　浩志 医療法人藤井会石切生喜病院 循環器内科副部長
松尾　浩志 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科副医長
松尾　仁司　 岐阜ハートセンター 循環器内科院長
松尾　好記 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科講師
松隂　崇 東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科　　准教授
松下　弘道 国立がん研究センター中央病院 病理・臨床検査科医長
松下　匡史郎 NTT東日本関東病院 循環器内科医長
松島　将士 九州大学病院 循環器内科特任助教
松田　晋 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 循環器内科医長
松田　洋彰 日本赤十字社大津赤十字病院 循環器内科
松野 俊介 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 循環器内科医長
松葉　育郎 松葉医院 なし院長
松原　徹夫 豊橋ハートセンター 循環器内科副院長
松久宗英 徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センターセンター長
松村　昭彦 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 循環器内科主任部長
松村　圭祐 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 循環器内科医長
松本　慎二 福岡大学病院 病理部・病理診断科主任
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松本晶博 信州大学 内科学講座第二准教授
松本　大典 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 循環器内科副部長
松本 崇 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科医長
松本　雄二 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 循環器内科部長
的場　哲哉 九州大学病院 循環器内科講師
馬渕　智仁 福井県立病院 循環器内科医長
丸山　拓哉   JA長野厚生連篠ノ井総合病院 循環器内科
三浦　ひとみ 東京女子医科大学病院 中央検査部技師長
三浦　学 JA愛知厚生連海南病院 循環器内科部長
三浦　勝也 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科副医長
三浦　史郎 社会医療法人孝仁会心臓血管センター北海道大野病院 循環器内科
三浦　光年 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 循環器科
見上　俊輔 独立行政法人労働者健康安全機構愛媛労災病院 第二循環器内科部長
三鴨　廣繁 愛知医科大学 大学院医学研究科　臨床感染症学教授
三木　誓雄 伊賀市立上野総合市民病院 院長
三木　英子 東京都立多摩療育園 トウキョウトリツタマリョウイクエン医師
水谷　一輝 公立大学法人大阪市立大学大学院 循環器内科学講師
水谷　有克子 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科
水野　清雄 特定医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 循環器内科副院長
水野　真吾 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科医長
水原　章浩 東鷲宮病院 医療法人三和会東鷲宮病院 医師
三角　和雄 社会医療法人木下会千葉西総合病院 院長
溝手　勇 大阪大学医学部附属病院　 医学系研究科循環器内科学助教
御手洗　敬信 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科医長
道下　一朗 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 循環器内科診療部長
三ツ橋　雄之 慶應義塾大学 医学部　臨床検査医学助教
三俣　兼人 医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 循環器内科医長
水戸　武史 箕面市立病院 中央放射線部
南井　孝介 東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科医局長
湊谷　豊 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 循環器科医長
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南　昌江
南　尚賢 北里大学病院 循環器内科診療講師
南野　徹 国立大学法人新潟大学大学院 医歯学総合研究科循環器内科学教授
蓑島　暁帆 国立大学法人旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学助教
宮内　友香 医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 循環器内科
宮子　博 国立大学法人大分大学医学部附属病院 医療技術部　臨床検査部門　 技師長 
宮崎　義則 室蘭総合病院　市立 糖尿病内科部長
宮下　知治　 国立大学法人金沢大学附属病院 がん局所制御学助教 
宮下　絋和 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科
宮地　剛 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 循環器内科医長
宮田　昌明 鹿児島大学医歯科学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学准教授
宮田　節也 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 副院長
宮田　昭彦 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科
宮原　眞敏 医療法人三重ハートセンター 循環器内科副院長
宮本　明 医療法人社団亮正会総合高津中央病院 循環器内科　　部長
宮本　卓也 山形大学医学部附属病院 循環器内科助教
宮本　正興 紀南病院組合立紀南病院 循環器内科医長
宮　芳紀 医療法人島門会本島総合病院 循環器内科部長
明上　卓也 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 循環器内科
三好　秀明 北海道大学大学院医学研究科内科学講座 免疫・代謝内科学分野准教授
三好　真智子 福井大学医学部附属病院 循環器内科
迎　寛 長崎大学医学部 第二内科教授
牟田　正一 国立病院機構　九州医療センター 臨床検査部副技師長
武藤　光範 医療法人五星会菊名記念病院 循環器内科部長
宗久　雅人 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科医長
村上　力 東海大学医学部付属病院 循環器内科助教
村上　昇 社会医療法人製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科医長
村里　嘉信 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 循環器内科医長
村澤　孝秀 東京大学医学部附属病院 循環器内科
村田　貴志 社会医療法人財団池友会福岡和白病院 臨床工学科
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村松　崇 藤田保健衛生大学病院 循環器内科講師
村松　俊哉 医療法人財団健貢会総合東京病院 心血管インターベンション治療センター副院長
室屋　隆浩 国立大学法人長崎大学病院 循環器内科講師
室屋　隆浩 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 循環器内科部長
目野　恭平 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
目野　宏 日本赤十字社福岡赤十字病院 副院長
本川　佳子 東京都健康長寿医療センター 研究所研究員
元廣　将之 関西医科大学附属病院 循環器内科講師
森　豊 東京慈恵会医科大学附属柏病院 代謝･内分泌糖尿病内科准教授
森潔 京都大学医学部附属病院 メディカルイノベーションセンター 特定准教授
森井　功 医療法人仙養会北摂総合病院 副院長
森内　昭博 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科　消化器疾患・生活習慣病学 講師
森川　修司 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 循環器内科部長
森　憲 糸島医師会病院 循環器内科
森島　信行 JA尾道総合病院 循環器内科主任部長
森田　善方 私立長浜病院 腎臓代謝内科責任部長
森田　智子 埼玉医科大学総合医療センター 内分泌糖尿病内科講師
森田　幸太郎 社会医療法人桑名恵風会桑名病院 桑名病院医師
森田　孝 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 心臓内科　部長
森田　則彦 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 循環器内科副院長
森田　有紀子 独立行政法人国立病院機構相模原病院 内科系診療部部長
森野　禎浩 学校法人岩手医科大学 内科学講座循環器内科分野教授
森　文章 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 循環器内科部長
森　益規 社会医療法人若弘会若草第一病院 循環器内科副院長
森本　典子 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 臨床検査部課長
森本　茂人 金沢医科大学 高齢医学教授
森山　典晃 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科
森山　優一 東京都保健医療公社大久保病院 循環器内科
諸岡　英夫 松阪市民病院
夜久　均 京都府公立大学法人京都府立医科大学 外科学教室心臓血管・小児心臓血管外科学部門教授
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矢坂　義則 兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科参事
矢嶋　純二 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 院長
安田　昌和 学校法人近畿大学医学部 循環器内科
安村　奈緒子 独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター 病理診断科臨床検査技師
栁原　克紀 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科病態解析・診断学分野教授
梁本　省仁 地方独立行政法人　市立東大阪医療センター 臨床検査技術科
矢野　秀樹 獨協医科大学病院 循環器・腎臓内科医長
矢野　英人 医療法人財団明理会行徳総合病院 循環器内科　　部長
矢野　雅浩 社会医療法人若弘会若草第一病院 循環器内科科長
矢作　和之 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科
山浦　誠 社会医療法人厚生会木沢記念病院 循環器内科医長
山上　洋介 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 循環器内科
八巻　尚洋 公立大学法人福島県立医科大学 医学部循環器内科学講座助教
山岸　民治 医療法人メディカル・セブンながさきハートクリニック 心臓血管内科
八巻　尚洋 公立大学法人福島県立医科大学 医学部循環器内科学講座助教
八巻　多 名寄市立総合病院 循環器内科診療部長
山口　順子 日本大学医学部 救急医学系救急集中治療医学分野教育医長、医局長
山口　純也 埼玉県済生会川口総合病院 臨床検査科 副技師長 
山口　修 一般財団法人大原綜合病院大原医療センター 循環器内科主任部長
山口　修 社会福祉法人恩寵財団済生会支部福島県済生会済生会福島総合病院 循環器科
山口　淳一 東京女子医科大学病院 循環器内科講師
山口　徹 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 循環器センター内科
山口　徹雄 日本赤十字社武蔵野赤十字病院 循環器科
山崎　隆弘 山口大学医学部医学科 臨床検査・腫瘍学分野教授
山﨑　和正 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 循環器内科医長
山崎　誠治 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 循環器内科副院長
山崎　智弘 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科
山﨑　正雄 NTT東日本関東病院 循環器内科部長
山路　和伯 久留米大学医療センター 循環器内科助教
山地　杏平 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科副部長
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山下　孝明 福岡大学病院 検査技師長
山下　裕一 福岡大学医学部 総合医学センター教授
山下　淳 学校法人東京医科大学病院 循環器内科講師
山下　武廣 社会医療法人孝仁会心臓血管センター北海道大野病院 循環器内科副院長
山田　悟 学校法人北里研究所 北里大学北里研究所病院糖尿病センター センター長
山田　知輝 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 救命救急科副医長
山田　実 国立大学法人筑波大学大学院 コクリツダイガクホウジンツクバダイガクダイガクイン医師
山田　涼子
山田　典弘 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 循環器内科主任医長
山田　倫生 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 循環器内科副部長
山名　琢薫 社会医療法人景岳会南大阪病院 法人本部部長
山中　多聞 山形大学医学部附属病院 循環器内科助教
山中　太 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科医長
山根　健一 特定医療法人あかね会土谷総合病院 循環器内科医長
山根　崇史 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科副医長
山根　正久 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 循環器内科副院長
山内　健 愛媛県立中央病院 小児外科主任部長
山平　浩世 医療法人啓光会藍の都脳神経外科病院 循環器内科部長
山村　遼 福井県立病院 循環器内科医長
山本　晶 総合病院　聖隷浜松病院 検査部なし
山本　和義 大阪国際がんセンター 消化器外科副部長
山本　哲史 社会医療法人近森会近森病院 循環器内科部長
山本　克浩 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科　診療部長
山本　和輝 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 臨床工学科
山本　一博 国立大学法人鳥取大学医学部 病態情報内科学分野教授
山本　干城 医療法人育和会育和会記念病院 循環器内科部長
山本　桂三 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 循環器内科副院長
山本 展誉 宮崎県立延岡病院 循環器内科部長
山本　裕貞 帝京大学医学部附属病院 循環器内科助教
山元　芙美 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 循環器内科医長
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山本　光孝 医療法人原三信病院 循環器科部長
山本　義人 いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科部長
山本　隆介 国民健康保険小松市民病院 循環器内科医長
山脇　理弘 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科副部長
山家　謙 医療法人社団緑成会横浜総合病院 循環器科部長
湯澤　由紀夫 藤田保健衛生大学病院 病院長
柚木　佳 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 循環器内科部長
柚本　和彦 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 循環器内科部長
横井　宏和 洛和会ヘルスケアシステム洛和会音羽病院 心臓内科　副部長
横井　宏佳 医療法人社団高邦会福岡山王病院 循環器内科循環器センター長
横井　良明 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 循環器内科副院長
横山　一紀 済生会横浜市東部病院 臨床検査部副部長
吉岡健太郎 藤田保健衛生大学 肝胆膵内科教授
吉川　雅則 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 内科学第二講座病院教授
吉川　徹 渡辺病院 社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院医師
吉川　俊治 東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科教授
吉川　糧平 三田市民病院 循環器内科部長
吉澤　聡美 伊那中央病院 薬剤部薬剤師
吉田　正樹 東京慈恵会医科大学附属病院 感染制御部診療副部長
吉田　貞夫 医療法人真徳会沖縄メディカル病院 内科副院長
吉田　悟 岩手医科大学附属病院 臨床工学科
吉田　敬規 地方独立行政法人佐賀医療センター好生館 循環器内科医長
吉田　路加 大垣市民病院 循環器内科医長
善積　透 医療法人川崎病院
吉野　聡史 公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 循環器科部長
吉野　聡史 鹿児島大学病院 心臓血管内科特任助教
義久　精臣 福島県立医科大学附属病院 循環器・血液内科学講座 准教授 
吉町　文暢 東海大学医学部付属病院 循環器内科準教授
吉村　芳弘 熊本リハビリテーション病院 社会医療法人社団熊本丸田会熊本リハビリテーション病院副
吉本明弘 神戸市立医療センター中央市民病院 腎臓内科部長
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四柳宏 東京大学 大学院医学系研究科生体防御感染症学准教授
米川　修 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 臨床検査科部長
米田　浩平 日本赤十字社徳島赤十字病院 循環器内科
米田　秀一 国立循環器病研究センター病院 冠心患科
米津　太志 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 循環器内科科長
李　慧崇 川崎市立川崎病院 循環器内科部長
李　泰治 独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 循環器内科医長
六反田　拓 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 循環器科
我妻　賢司 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 つくばハートセンターセンター長
若林　公平 昭和大学江東豊洲病院 循環器内科講師
若原　伸行 富士宮市立病院 循環器内科科長
若山　克則 三田市民病院 循環器内科医長
湧上　聖 宜野湾記念病院 なし院長
和氣　稔 沖縄県立中部病院 循環器内科部長
分山　隆敏 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 循環器内科主任部長
和田　淳 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学教授
和田　隆志 金沢大学大学院 腎臓内科学・腎病態統御学教授
和田　秀穂 川崎医科大学 血液内科学教授
渡邊　宜典 JA岐阜厚生連岐北厚生病院 臨床検査科主任  
渡邊　圭祐 医療法人輝心会大分循環器病院 循環器内科部長
渡邉　哲 山形大学医学部附属病院 循環器内科講師
渡邉　望 宮崎市郡医師会病院 循環器内科医長
渡邊　大基 京都大学医学部附属病院 循環器内科
割澤　高行 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科医長
学校法人東京女子医科大学病院
佐久医療センター
一宮市立市民病院
三豊総合病院
社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院
医療法人社団亮正会総合高津中央病院



C1 講師謝礼

原稿執筆料等

伊在井　淳子 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 外科
岡田　晋吾 医療法人社団守一会北美原クリニック 北美原クリニック　医療   理事長  
岩田　直樹 名古屋大学医学部付属病院 消化器外科二助教
吉村　真一朗 健和会大手町病院 麻酔科・集中治療部医長
久保田　裕之 医療法人松藤会入江病院 消化器内科
佐藤　史枝 一般財団法人医療と育成のための研究所清明会弘前中央病院 弘前中央病院　財団医師
森田　哲生 学校法人福山大学福山大学薬学部 生化学教室教授
西脇　伸二 JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院 内科副院長
田中　誠 医療法人上善会かりゆし病院 副院長
東口　髙志 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 外科･緩和医療学講座教授
馬見塚　勝郎 藤元総合病院 在宅療養科部長
比企　直樹 公益財団法人がん研究会有明病院 胃外科担当/栄養管理部部長
木村　理 山形大学医学部附属病院 国立大学法人山形大学医学部附属病院医師
林　勝次 飯塚病院 薬剤部副薬剤長 
江田　陽一 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 集中治療センター部長
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井上　茂亮 東海大学医学部 外科系救命救急医学講座准教授

一松　かおり 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 栄養科管理栄養士

横手　隆幸 済生会横浜市東部病院 栄養科管理栄養士

加藤　健太郎 社会医療法人恵佑会札幌病院 外科医師

加藤　元嗣 国立大学法人北海道大学病院 光学医療診療部教授

柿沼　貴久 公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部　調理員

角　直子 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 栄養課管理栄養士

岩成　治 島根県立中央病院 産婦人科

吉村　弘 伊藤病院 院長

宮下　知治　 国立大学法人金沢大学附属病院 がん局所制御学助教 

近藤　きよ美 東京慈恵会医科大学附属柏病院 耳鼻咽喉科看護師

金山　典子 東海大学医学部付属病院 腎代謝内分泌内科医師

金藤　公人 北斗病院 脳神経内科副院長

絹川　　斉 公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部調理主任

荒井　秀典 国立大学法人京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 近未来型人間健康科学融合ﾕﾆｯﾄ教授

荒木　厚 東京健康長寿医療センター 糖尿病代謝内分泌内科内科統括部長

行森　良一 岩手医科大学附属病院 中央検査部技師長

高井　美帆子 JA岐阜厚生連 揖斐厚生病院 栄養課管理栄養士

根木　茂雄 和歌山県立医科大学附属病院 腎臓内科准教授

佐々木　幸子 岩手医科大学附属病院 看護部

佐藤　謙一 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部　医学検査学科 講師 

佐藤　幸人 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科部長

佐藤　雪絵 諏訪赤十字病院 栄養課管理栄養士

佐藤　梨香 JAとりで総合医療センター 看護部NST専従看護師

斎藤　順之 医療法人社団福生会斎藤労災病院 外科理事長

山口　順子 日本大学医学部 救急医学系救急集中治療医学分野教育医長、医局長

山田　知輝 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 救命救急科副医長

山田　豊 京都民医連中央病院 内科医師

山本　拓史 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科科長

寺島　秀夫 筑波大学大学院 人間総合科学研究科教授

原稿執筆料等
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朱通　弓子 目白第二病院 栄養科管理栄養士

秋下　雅弘 東京大学大学院 医学系研究科加齢医学教授

小芝　章剛 社会医療法人仁生会 西堀病院 内科医師

小宗　徳孝 国立大学法人九州大学病院 耳鼻咽喉科医師

小石　佐和子 公益財団法人山梨厚生会 梨厚生病院 糖尿病内科医長

小川　栄一 九州大学病院 総合診療科 診療講師 

小泉　雄 がん研有明病院　財団 公益財団法人がん研究会有明病院医師

小谷　穣治 神戸大学大学院 医学研究科外科系講座 災害・救急医学分野教授

小野寺　奈緒 岩手医科大学附属病院 中央検査部

織田　順 学校法人東京医科大学東京医科大学 東京医科大学医師

織田　成人 千葉大学医学部附属病院 救急部・集中治療部教授

森　豊 東京慈恵会医科大学附属柏病院 代謝･内分泌糖尿病内科准教授

森本　陽介 医療法人財団尚温会 総合リハビリテーション 伊予病院 リハビリテーション科医師

進　智子 倉敷成人病健診センター センター長 

諏訪部　章 岩手医科大学附属病院 臨床検査医学講座教授

是枝　大輔 紀南病院 公立医長

清水　俊夫 東京都立神経病院 脳神経内科部長

西田　修 藤田保健衛生大学 医学部　麻酔・侵襲制御教授

西脇　伸二 JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院 内科副院長

西條　豪 独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院 栄養管理部管理栄養士

青木　文香 医療法人財団明理会鶴川サナトリウム病院 栄養科管理栄養士

川﨑　宏一郎 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター 脳神経外科医師

倉田　なおみ 昭和大学 薬学部教授

足立　明彦 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 脳神経外科医師

太田　哲生 国立大学法人金沢大学医薬保健学域医学類 がん局所制御学教授

大橋　祐生 岩手医科大学歯学部 口腔外科歯科医師

大道寺　洋顕 株式会社日立製作所日立総合病院 救急集中治療科医師

池永　透 社会医療法人信愛会畷生会脳神経外科病院 脳神経外科医師

中島　貴子 愛知県がんセンター中央病院 看護部がん放射線療法看護認定看護師

中條　敬人 昭和大学病院 脳神経外科医師
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中濱　孝志 公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部副部長

仲　元司 佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病センターセンター長

朝比奈　靖浩 東京医科歯科大学医学部付属病院 大学院医歯学総合研究科　肝臓病態制御学講座教授

長田　乾 地方独立行政法人秋田県立病院機構秋田県立脳血管研究センター 神経内科学研究部部長

定方　香 前橋赤十字病院 栄養課管理栄養士

田村　智子 福岡大学病院 救命救急センター医師

田渕　鉄也 大西脳神経外科病院 脳神経外科管理栄養士

島田　真理子 北里研究所病院 診療技術部　栄養科管理栄養士

藤原　寛行　 自治医科大学 産科婦人科学講座婦人科学部門   准教授 

藤山　敏行 医療法人仁友会南松山病院 外科部長

藤田　知叡 医療法人信愛会交野病院 NST管理栄養士

徳永　圭子 独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 栄養管理室室長

徳丸　季聡 国立大学法人金沢大学附属病院 栄養管理室 室長

飯島　勝矢 東京大学 高齢社会総合研究機構准教授

比企　直樹 公益財団法人がん研究会有明病院 胃外科担当/栄養管理部部長

武澤　明子 わかくさ竜間リハビリテーション病院 栄養サポート係管理栄養士

保坂　利男 杏林大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科講師

峯　真司 公益財団法人　がん研究会有明病院 消化器センター　食道外科医長

望月　宏美 公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部栄養主任

北野　睦三 近畿大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科医師

澤上　勝 公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部調理主任

阿佐美　匡彦 Bern University Hospital

石田　弘毅 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科

大野　洋平 東海大学医学部付属病院 循環器内科講師

香川　健三 三豊総合病院 循環器科副医長

加藤　幸範 社会医療法人明石医療センター 循環器内科

久我　由紀子 社会医療法人高清会高井病院 循環器内科部長

小岩屋　宏 宮崎市郡医師会病院/Louisiana State University, Health Sciences Cemter 循環器内科医長

新家　俊郎 国立大学法人神戸大学大学院 医学研究科内科学講座・循環器内科学分野准教授

杉山　博文 地方行政独立法人静岡市立静岡病院 循環器内科医長



C2 原稿執筆料
    lへ

氏名（敬称略） 施設名 役職名

原稿執筆料等

曽我部　功二 社会医療法人明石医療センター 循環器内科

田邉　健吾 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科部長

寺下　大輔 国立大学法人神戸大学大学院 医学研究科内科学講座・循環器内科学分野

桃原　哲也 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 循環器内科部長

西久保　直嗣 社会医療法人高清会高井病院 放射線科

西田　育功 社会医療法人高清会高井病院 循環器内科主任部長

日置　紘文 国立大学法人信州大学 医学部循環器内科学

樋垣　隆行 社会医療法人高清会高井病院 放射線科

挽地　裕 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科診療教授

平井　章三 社会医療法人里仁会興生総合病院 心臓血管センターセンター長

前川　裕一郎 慶應義塾大学病院 循環器内科講師

安田　昌和 学校法人近畿大学医学部 循環器内科

山下　武廣 社会医療法人孝仁会心臓血管センター北海道大野病院 循環器内科副院長
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赤座　英之 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院循環器内科 教授

赤阪　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科教授

明石　晋太郎 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 循環器内科医長

阿古　潤哉 北里大学病院 循環器内科教授

浅野　博 公立陶生病院 循環器内科主任部長

浅輪　浩一郎 社会医療法人高清会高井病院 循環器内科医長

阿部　元 JA秋田厚生連秋田厚生医療センター　 循環器内科科長

阿部　浩二 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 循環器内科部長

安部 博昭 社会医療法人愛仁会高槻病院 循環器内科部長

天木　幹博 帝京大学ちば総合医療センター 循環器内科講師

天木　誠 国立循環器病研究センター 心不全科-

天野　英夫 東邦大学医療センター大森病院 循環器内科講師

有馬　良一 社会医療法人天陽会中央病院 循環器内科-

安藤　弘 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科部長

飯島　雷輔 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科講師

五十嵐　中 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター循環器内科 副院長

井口　朋和 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 循環器内科副部長

池田　佳生 医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 循環器内科医長

石橋　祐記 学校法人聖マリアンナ医科大学 循環器内科講師

石原　昭三 社会医療法人同仁会耳原総合病院 循環器内科副病院長

石原　隆行 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 循環器内科主任

泉川　卓也 医療法人栄和会泉川病院 -理事長

出雲　昌樹 学校法人聖マリアンナ医科大学 循環器内科講師

市川　稔 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 循環器内科部長

伊藤　朋晃 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 検査技師部工学課-

糸島　浩一 国立大学法人岡山大学 医療技術部副技師長

井口 貴文 学校法人埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科　-

岩村 世晴 社会医療法人渡邉高記念会西宮渡辺・心臓血管センター 循環器内科副部長

岩谷　真人 日本赤十字社秋田赤十字病院 循環器内科副部長

原稿執筆料等
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植木　康志 信州大学医学部附属病院　 循環器内科診療助教

上田　修 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 循環器内科部長

上原　裕規 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 循環器内科部長

薄葉　文彦 医療法人社団康心会湘南東部総合病院 循環器科部長

悦喜　豊 株式会社日立製作所日立総合病院 循環器内科主任医長

江原　夏彦 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科医長

江守　裕紀 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科助教

及川　裕二 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 循環器内科冠動脈疾患担当部長

大園　誠一郎 公立陶生病院循環器内科 主任部長

大坂　薫平 医療法人アリス会京町内科病院 循環器内科-

太田　総一郎 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 循環器内科部長

太田　隆嗣 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 麻酔科-

大辻　悟 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科　　副院長

近江　晃樹 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 循環器内科科長

岡 俊治 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 循環器内科医長

小笠原　惇 社会医療法人孝仁会釧路考仁会記念病院 循環器内科-

尾形　和則 気仙沼市立病院 循環器科診療部長

緒方　信彦 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科科長

小川　崇之 東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科准教授

荻田 学 順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器科准教授

小此木　太一 社会医療法人天神会新古賀病院 循環器内科-

尾崎　威文 医療法人社団エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院 心臓血管内科-

織田　裕之 公立松任石川中央病院 循環器内科部長

尾辻　秀章 一般社団法人藤元メディカルシステム藤元総合病院 循環器内科　　-

小野　史朗 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 循環器内科副院長

斧田　尚樹 社会福祉法人恩寵財団済生会支部香川県済生会病院 循環器内科　　部長

角田　修 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院 循環器内科担当部長

笠原　洋一郎 社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 循環器内科　　-

加藤　拓 洛和会ヘルスケアシステム洛和会音羽病院 心臓内科　医長

門田　一繁 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科主任部長
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角谷　誠 地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院 循環器内科　　部長

加畑　充 医療法人財団荻窪病院 循環器内科-

上林　拓男 医療法人社団恵仁会府中恵仁会病院 循環器科副院長

亀谷　良介 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 循環器内科副院長

河田　正仁 社会医療法人明石医療センター 循環器内科副院長

河村　晃弘 医療法人河内友鉱会河内総合病院　　 循環器内科副部長

川本　浩禎 医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓内科　-

神田　順二 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 循環器内科主任部長

菊池　正 医療法人社団山形愛心会庄内余目病院 循環器内科副院長

岸　宏一 日本赤十字社徳島赤十字病院 循環器内科第三循環器内科部長

貴田岡　享 北海道厚生農業協同組合連合会旭川厚生病院 循環器科主任部長

木下　法之 医療法人財団康生会武田病院 循環器センター部長

木村　剛 京都大学医学部附属病院 循環器内科教授

黒木　一公 宮崎県立延岡病院 循環器内科医長

源河　 朝広 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 循環器内科　　部長

古庄　憲浩 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター循環器内科 医長

小池　直樹 伊南行政組合昭和伊南総合病院 内科主任長

小岩屋　宏 宮崎市郡医師会病院/Louisiana State University, Health Sciences Cemter 循環器内科医長

上妻　謙 帝京大学医学部附属病院 循環器内科教授

古賀　徳之 社会医療法人製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科副院長

小林　順二郎 国立循環器病研究センター 心臓血管外科　部門長

小林　正和 浜松医療センター 循環器内科医長

小松　宣夫 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 循環器内科循環器センター次長

金剛寺　謙 杏林大学医学部付属病院 循環器内科講師

齋木　力 東海大学医学部付属病院 診療技術部-

三枝　達也 信州大学医学部附属病院　 循環器内科講師

坂田　芳人 医療法人社団松和会池上総合病院 循環器内科　　ハートセンター長

阪本　泰成 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科医長

佐久間　儀広 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科医長

櫻井　将之 医療法人社団誠高会おおたかの森病院 循環器内科　　科長
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桜井　美恵 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科医長

佐藤　正岳 医療法人横浜柏堤会戸塚共立第2病院 循環器科部長

塩越　隆広 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 循環器科統括診療部長

重田　洋平 杏林大学医学部付属病院 循環器内科-

宍戸　晃基 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科医長

志手　淳也 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院 循環器内科副院長

芝崎　太郎 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 循環器内科副部長

渋谷　清貴 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 循環器科医長

清水　規隆 医療法人光陽会磯子中央病院 循環器内科　　部長

清水　紀宏 砂川市立病院 循環器内科部長

下岡　良典 医療法人北晨会恵み野病院 循環器内科医長

白樫　貴宏 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院 臨床工学技術部-

城田　欣也 日本赤十字社松江赤十字病院 循環器内科部長

新家　俊郎 国立大学法人神戸大学大学院 医学研究科内科学講座・循環器内科学分野准教授

進士　和也 医療法人財団明徳会総合新川橋病院 心臓血管センター副センター長

新谷　陽道 医療法人社団愛友会三郷中央総合病院 循環器内科　　部長

鈴木　健 豊川市民病院 循環器内科主任部長

清田　寛 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 循環器内科科長

高島　弘行 市立長浜病院 循環器内科責任部長

高田　昌紀 医療法人川崎病院 循環器内科部長

高野　仁司 日本医科大学付属病院 循環器内科准教授

高橋　稔 医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 循環器内科主任医長

田中　信大 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科教授

田中　慎司 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 循環器内科部長

田邉　健吾 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科部長

谷岡　怜 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 医療技術部臨床工学技士

田村　浩 順天堂大学医学部附属練馬病院 循環器内科　　助教

為清 博道 特定医療法人あかね会土谷総合病院 循環器内科医長

丹　通直 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター医長

都築　豊徳 Bern University Hospital
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坪川　明義 日本赤十字社福井赤十字病院 循環器内科　　部長

鶴田　ひかる 慶應義塾大学病院 循環器内科助教

寺井　英伸 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科部長

東條　大輝 北里大学病院 循環器内科講師

桃原　哲也 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 循環器内科部長

頓所　展 学校法人北里研究所北里大学医学部循環器内科学 教授

内藤　誠二 独立行政法人国立病院機構京都医療センター循環器内科 医長

永井　宏幸 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科医長

中川　義久 公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科部長

中谷　晋平 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科副医長

中津　裕介 医療法人SHIODA塩田記念病院 循環器内科塩田パートナーズ心臓血管センター長

中野　顯 彦根市立病院 循環器科主任部長

仲間　達也 宮崎市郡医師会病院 循環器内科医長

中村　淳 医療法人社団誠馨会新東京病院 -院長

中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科教授

名越　良治 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院 循環器内科-

浪打　成人 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 循環器内科部長

西山　博之 社会医療法人友愛会豊見城中央病院循環器内科

西田　幸司 社会医療法人近森会近森病院 循環器内科科長

西田　育功 社会医療法人高清会高井病院 循環器内科主任部長

仁科　秀崇 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 循環器内科診療科長

西畑　庸介 一般財団法人聖路加国際メディカルセンター聖路加国際病院 循環器内科-

西村　英樹 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 循環器内科主任部長

沼澤　洋平 日本赤十字社足利赤十字病院 循環器内科部長

野口 将彦 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科　　医長

野田　哲平 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科　助教

橋本 亨 医療法人徳洲会成田富里徳洲会病院 循環器内科副院長

長谷川　拓也 国立循環器病研究センター 心不全科-

長谷川　由美子 岐阜ハートセンター 臨床工学部-

華岡　慶一 医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック -理事長･院長
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早川　誠一 公立西知多総合病院 循環器内科部長

林　富士男 日本赤十字社大阪赤十字病院 心臓血管センター　循環器内科副部長

林　英次郎 医療法人財団明徳会総合新川橋病院 心臓血管センターセンター長

林田　健太郎 慶應義塾大学病院 循環器内科講師

林　泰 独立行政法人労働者健康安全機構和歌山ろうさい病院 循環器内科部長兼救急部長

林　隆三 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 循環器内科診療部長

原口　拓也 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター-

東方　利徳 国民健康保険小松市民病院 循環器内科担当部長

挽地　裕 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科診療教授

菱刈　景一 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 循環器内科-

兵庫　匡幸 日本赤十字社京都第一赤十字病院 循環器内科副部長

平瀬　裕章 高岡市民病院 循環器内科部長

平田　和也 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック CE部課長

弘永　潔 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 循環器内科　　部長

福島　裕介 一般社団法人厚生団長津田厚生総合病院 心臓血管センター部長

福永　匡史 社会医療法人大道会森之宮病院 循環器内科　　-

藤井　徳幸 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 循環器内科心血管カテーテル治療センター長

藤田　真也 きつこう会ヘルスケアシステム多根総合病院 循環器内科部長

藤田　博 日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科部長

藤原　寛行 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院循環器内科 冠疾患集中治療部長

古屋 真吾 日本大学病院 循環器内科助教

堀田　寛之 医療法人王子総合病院 循環器内科主任科長

堀田　祐紀 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科副院長

蒔田　直記 社会医療法人生長会府中病院 循環器内科医長

増田　純 三重大学病院 循環器内科助教

増田　尚己 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科副科長

待鳥詔洋 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 放射線科放射線診療科長

松井　朗裕 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科部長

松尾　仁司　 岐阜ハートセンター 循環器内科院長

松隂　崇 東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科　　准教授
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松本 崇 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科医長

松本　雄二 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 循環器内科部長

水野　清雄 特定医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 循環器内科副院長

水野　真吾 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科医長

南　尚賢 北里大学病院 循環器内科診療講師

宮城　唯良 沖縄県立中部病院 循環器内科医長

宮下　裕介 日本赤十字社長野赤十字病院 循環器内科部長

宮原　眞敏 医療法人三重ハートセンター 循環器内科副院長

宗久　佳子 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科医長

宗政　充 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 循環器内科医長

村上　昇 社会医療法人製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科医長

村澤　孝秀 東京大学医学部附属病院 循環器内科-

村田　昌之 国立大学法人東京大学大学院情報学環・学際情報学府総合癌研究国際戦略推進 特任教授

村田　光繁 慶應義塾大学病院 循環器内科講師

村松　崇 藤田保健衛生大学病院 循環器内科講師

室屋　隆浩 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 循環器内科部長

森岡　信行 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 循環器内科副院長

森川　修司 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 循環器内科部長

盛重　邦雄 日本赤十字社松山赤十字病院 循環器内科部長

森田　孝 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 心臓内科　部長

森野　禎浩 学校法人岩手医科大学 内科学講座循環器内科分野教授

森林　耕平 宮崎県立日南病院 循環器内科副医長

森山　典晃 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科-

屋宜　宣仁 沖縄県立中部病院 循環器内科医長

安田　昌和 学校法人近畿大学医学部 循環器内科-

矢作　浩一 栗原市立栗原中央病院 循環器内科部長

山内　正博 医療法人社団明芳会イムス葛飾ハートセンター 循環器内科副部長

山浦　誠 社会医療法人厚生会木沢記念病院 循環器内科医長

山口　淳一 東京女子医科大学病院 循環器内科講師

山﨑　正雄 NTT東日本関東病院 循環器内科部長
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山下　武廣 社会医療法人孝仁会心臓血管センター北海道大野病院 循環器内科副院長

山田　愼一郎 北播磨総合医療センター 循環器内科部長

山根　崇史 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科副医長

横井　宏和 洛和会ヘルスケアシステム洛和会音羽病院 心臓内科　副部長

横井　宏佳 医療法人社団高邦会福岡山王病院 循環器内科循環器センター長

横田　克明 学校法人自治医科大学附属病院 循環器センター内科部門助教

横松　孝史 三菱京都病院 心臓内科部長

吉川　昌樹 社会福祉法人恩賜財団済生会岡山済生会総合病院 循環器内科部長

若林　禎正 組合立諏訪中央病院 循環器内科部長
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