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－ 北海道 －

旭川医科大学病院　臨床検査・輸血部赤坂　和美 旭川医科大学　内科学講座 病態代謝・消化
器・血液腫瘍制御内科学分野

麻生　和信

育愛会 札幌東豊病院　犬走　英介 新札幌豊和会病院　消化器科猪股　英俊

手稲渓仁会病院　循環器内科岩野　弘幸 札幌しらかば台病院　消化器内科遠藤　高夫

手稲渓仁会病院　産婦人科太田　創 北海道大野記念病院　内科尾形　仁子

旭川医科大学　産婦人科金井　麻子 大西病院　循環器内科川嶋　栄司

小林病院　消化器内科河野　優子 北海道大学病院　循環器内科小西　崇夫

手稲渓仁会病院　循環器内科小室　薫 函館中央病院　循環器科斉藤　尚孝

札幌医科大学付属病院　放射線医学講座齊藤　正人 日鋼記念病院　放射線科篠原　正裕

名寄市立総合病院　消化器内科鈴木　康秋 秋山記念病院　道南医科学研究所妹尾　大作

弘和会　森産科婦人科病院　産婦人科千石　一雄 塚本循環器ハートクリニック　循環器内科塚本　勝

札幌厚生病院　消化器内科（胆膵内科）長川　達哉 恵和会　西岡病院　名取　博

為久会　札幌共立五輪橋病院　消化器内科平田　健一郎 KKR札幌医療センター　放射線診断科廣川　直樹

旭川赤十字病院　消化器科藤井　常志 北海道循環器病院　循環器内科古堅　あずさ

北海道消化器科病院　内科堀田　彰一 手稲渓仁会病院　教育研究センター真口　宏介

手稲渓仁会病院　消化器病センター松居　剛志 みずうち産科婦人科　産婦人科水内　将人

函館渡辺病院　総合診療科水関　清 東札幌病院　内科三谷　環

北野病院　肝臓内科美馬　聰昭 北海道循環器病院　循環器内科村上　弘則

札幌医科大学　循環器・腎臓・代謝内分泌内
科学講座

村中　敦子 JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科柳川　伸幸

手稲渓仁会病院　循環器内科湯田　聡 札幌在宅クリニック　そよ風　内科吉崎　秀夫

釧路赤十字病院　産科婦人科米原　利栄

－ 青森県 －

青森市民病院　外科遠藤　正章 くりたクリニック　乳腺甲状腺栗田　武彰

種市外科　種市　襄 八戸西健診プラザ　三浦　義明

－ 岩手県 －

共生会　松園第二病院　消化器科石川　洋子 川久保病院　外科小野寺　健一

みちのく療育園　小山　耕太郎 岩手医科大学　臨床検査医学講座熊谷　亜希子

岩手医科大学附属病院　内科学講座 消化器
内科分野

黒田　英克 岩手医科大学　小児科学講座齋木　宏文

岩手医科大学附属病院　循環器内科高橋　信 岩手医科大学　臨床検査医学講座田代　敦

宏紀会　やまだ胃腸内科クリニック　消化器内
科・内科・漢方内科

山田　宏之

－ 宮城県 －

仙台医療センター　産婦人科明城　光三 石巻赤十字病院　消化器内科赤羽　武弘
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宮城県立がんセンター　消化器内科虻江　誠 仙台循環器病センター　循環器内科植松　庄子

宮城県立がんセンター　乳腺外科大貫　幸二 東北医科薬科大学　地域医療学教室大原　貴裕

仙台赤十字病院　放射線科岡田　秀人 老人保健施設　杜の楽部　小野寺　博義

仙台市医療センター　仙台オープン病院　消
化管・肝胆膵内科

菅野　良秀 JCHO仙台病院　健康管理センター小林　剛

東北大学　大学院医工学研究科西條　芳文 仙台医療センター　循環器内科篠崎　毅

東北大学　大学院医学系研究科　放射線診断
学分野

高瀬　圭 高橋信孝労働衛生コンサルタント事務所　消
化器科

髙橋　信孝

棚橋よしかつ　+　泌尿器科　泌尿器科棚橋　善克 スズキ記念病院　産婦人科谷川原　真吾

千田クリニック　千田内科　消化器科千田　信之 登録なし　寺澤　良夫

松田会　松田病院　消化器科西岡　可奈 JR仙台病院　泌尿器科沼田　功

仙台市立医療センター仙台オープン病院　健
診センター

野田　裕 東北大学病院　循環器内科後岡　広太郎

みやぎ健診プラザ　藤田　直孝 宮城県立こども病院　産科宮下　進

仙台厚生病院　心臓血管センター 循環器内
科

宗久　佳子 宮城県立こども病院　産科室月　淳

栗原市立栗原中央病院　循環器内科矢作　浩一 仙台医療センター　乳腺外科渡辺　隆紀

－ 秋田県 －

きびら内科クリニック　飯野　貴子 秋田赤十字病院　消化器科石田　秀明

市立大森病院　内科宇野　篤 ながぬま内科　消化器科大山　幸子

きびら内科クリニック　循環器内科鬼平　聡 くらみつ内科クリニック　内科・消化器内科・糖
尿病内科

倉光　智之

秋田赤十字病院　消化器内科小松田　智也 秋田大学大学院医学系研究科　循環器内科
学講座

佐藤　和奏

秋田大学医学部付属病院　内科学講座消化
器内科学分野・神経内科学分野

澁谷　友美 ながぬま内科　内科・消化器内科長沼　晶子

市立横手病院　消化器内科長沼　裕子 秋田泌尿器科クリニック　泌尿器科能登　宏光

内科胃腸科濱島医院　内科消化器科濱島　由紀 福田胃腸科クリニック　福田　健

平鹿総合病院　循環器内科伏見　悦子 市立秋田総合病院　循環器内科藤原　美貴子

市立秋田総合病院　循環器内科藤原　理佐子 敬徳会　藤原記念病院　内科渡部　久美子

秋田大学大学院医学系研究科　循環器内科
学講座

渡邊　博之

－ 山形県 －

本町矢吹クリニック　循環器内科金谷　透 済生会山形済生病院　循環器内科金子　一善

日本海総合病院　循環器内科菅原　重生 山形県立中央病院　消化器内科鈴木　克典

山形大学医学部　内科学第一講座田村　晴俊 永井医院　永井　俊一

ハートクリニックひろの　内科・循環器内科・呼
吸器内科・小児科

廣野　摂 山形大学　医学部　内科学第一講座渡邉　哲

－ 福島県 －

福島労災病院　消化器科江尻　豊 福島県立医科大学医学部　循環器内科学講
座

及川　雅啓

白河厚生総合病院　泌尿器科喜屋武　淳 くさのファミリー内科クリニック　消化器科草野　昌男

福島県立医科大学　循環器・血液内科学講座小林　淳 福島県立医科大学　臨床検査医学講座志村　浩己
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福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学
講座

鈴木　眞一 福島県立医科大学　疫学講座 / 心臓血管外
科

高野　真澄

福島県立医科大学　医学部産科婦人科学講
座

藤森　敬也 福島県立医科大学　保健科学部臨床検査学
科　医学部循環器内科学講座

義久　精臣

医療生協わたり病院　内科・循環器内科渡部　朋幸

－ 茨城県 －

筑波大学　医学医療系　乳腺甲状腺内分泌外
科

井口　研子 石川内科ファミリークリニック　内科石川　晶久

筑波大学　循環器内科石津　智子 茨城県メディカルセンター　医局石光　敏行

日立製作所日立総合病院　乳腺甲状腺外科伊藤　吾子 つくば国際ブレストクリニック　植野　映

医療法人慶友会　守谷慶友病院　乳腺科梅本　剛 遠藤産婦人科医院　産婦人科遠藤　勝英

古河赤十字病院　第一内科大橋　明 友愛記念病院　乳腺科金澤　真作

セントラル総合クリニック　健診センター神谷　英樹 牛久愛和総合病院　外科亀岡　信悟

筑波記念病院　放射線科鯨岡　結賀 筑波メディカルセンター病院　放射線科古西　崇寛

筑波大学付属病院　放射線診断・IVR齋田　司 さくら内科クリニック　寒河井　博

日立製作所　日立総合病院　乳腺甲状腺外科周山　理紗 つくば国際ブレストクリニック　東野　英利子

水戸済生会総合病院　消化器内科仁平　武 筑波大学　消化器内科長谷川　直之

筑波大学　医学医療系　乳腺甲状腺内分泌外
科

坂東　裕子 つくばメディカルセンター　つくば総合健診セ
ンター　循環器内科

平沼　ゆり

北茨城市民病院　内科藤枝　毅 筑波大学　医学医療系　循環器内科町野　智子

つくばセントラル病院　外科文　由美 もりい内科クリニック　循環器内科森井　健

筑波メディカルセンター病院　乳腺科森島　勇 筑波大学医学医療系　循環器内科山本　昌良

日立製作所ひたちなか総合病院　産婦人科医
療推進センタ

渡辺　博

－ 栃木県 －

済生会宇都宮病院　総合診療科泉　学 自治医科大学　内科学講座消化器内科学部
門

礒田　憲夫

DIC　宇都宮セントラルクリニック　乳腺外科伊藤　淳 済生会宇都宮病院　放射線科植林　久美子

国際医療福祉大学病院　放射線科太田　智行 獨協医科大学日光医療センター　循環器病セ
ンター

大谷　直由

自治医科大学　内科学講座循環器内科学部
門

小形　幸代 小野内科消化器科医院　内科小野　倫子

済生会宇都宮病院　超音波診断科亀田　徹 渡部医院　秋桜の家唐澤　英偉

済生会宇都宮病院　超音波診断科川井　夫規子 今市病院　消化器内科川本　智章

自治医科大学病院　消化器肝臓内科菅野　敦 とちぎメディカルセンターしもつが　外科小泉　大

自治医科大学　臨床検査医学講座鯉渕　晴美 登録なし　小林　英夫

自治医科大学　臨床検査医学講座紺野　啓 芳賀赤十字病院　小児科齋藤　真理

自治医科大学　消化器一般移植外科笹沼　英紀 自治医科大学附属病院　移植外科眞田　幸弘

上都賀総合病院　内科品川　孝 獨協医科大学　超音波センター髙田　悦雄

自治医科大学　産婦人科高橋　佳代 自治医科大学　産科婦人科高橋　宏典

獨協医科大学病院　脳卒中センター竹川　英宏 済生会宇都宮病院　超音波センター谷口　信行
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自治医科大学附属病院　消化器内科玉田　喜一 あんずの森クリニック　冨山　剛

獨協医科大学病院　心臓・血管内科豊田　茂 自治医科大学　消化器・肝臓内科長嶺　伸彦

獨協医科大学　産科婦人科学教室成瀬　勝彦 自治医科大学／佐野厚生総合病院　産科婦
人科

馬場　洋介

自治医科大学　循環器内科原田　顕治 那須赤十字病院　放射線診断科水沼　仁孝

自治医科大学　臨床検査医学水沼　洋文 栃木県保健衛生事業団　医療局森久保　寛

自治医科大学　消化器内科森本　直樹 獨協医科大学日光医療センター　心臓・血管・
腎臓内科

安　隆則

芳賀赤十字病院　外科安田　是和 済生会宇都宮病院　化学療法科行澤　斉悟

－ 群馬県 －

前橋赤十字病院　臨床検査科黒沢　幸嗣 佐藤医院　内科佐藤　新平

群馬大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科清水　雄大 群馬大学附属病院　核医学科・放射線部対馬　義人

高崎総合医療センター　循環器科福田　延昭 松本医院　産婦人科松本　直

黒沢病院付属ヘルスパーククリニック　内科矢島　義昭

－ 埼玉県 －

埼玉医科大学病院　予防医学センター足立　雅樹 三愛病院　健診・循環器内科市川　健一郎

自治医科大学附属さいたま医療センター　小
児科

市橋　光 埼玉医科大学国際医療センター　心臓内科岩永　史郎

さいたま市立病院　産婦人科上野　和典 上福岡医院　宇野　漢成

かわぐちレディースクリニック　産婦人科王　良誠 さいたま市立病院　放射線診断科大熊　潔

大城メディカル　大城クリニック大城　周 防衛医科大学校病院　総合臨床部大渕　康弘

上尾中央総合病院　外科。栄養サポートセン
ター

大村　健二 埼玉医科大学総合医療センター　肝胆膵外
科・小児外科

小高　明雄

自治医科大学附属さいたま医療センター　総
合医学第1講座（臨床検査部）

尾本　きよか ふじクリニック　内科柿沼　徹

さいたま市立病院　内科加藤　まゆみ 埼玉医科大学病院　産婦人科亀井　良政

瀬戸病院　産婦人科川邊　絢香 埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科・
総合周産期母子医療センター母体胎児部門

菊池　昭彦

明芳会 イムス三芳総合病院　内分泌・代謝セ
ンター

貴田岡　正史 清松クリニック　清松　裕子

獨協医科大学　埼玉医療センター　放射線科久保田　一徳 自治医科大学附属さいたま医療センター　周
産期科

桑田　知之

獨協医科大学埼玉医療センター　超音波セン
ター・循環器内科

小林　さゆき 埼玉医科大学国際医療センター　中央検査部小林　正幸

川口市立医療センター　放射線科三枝　裕和 熊谷総合病院　内科五月女　直樹

防衛医科大学校　産科婦人科笹　秀典 埼玉県立循環器・呼吸器病センター　心臓血
管外科

佐々木　達海

埼玉石心会病院　乳腺内分泌外科杉浦　良子 埼玉県済生会川口総合病院　呼吸器内科関谷　充晃

新久喜総合病院　健康管理センター長千田　彰一 さいたま赤十字病院　消化器内科髙橋　正憲

さいたま赤十字病院　産婦人科高橋　泰洋 秀和総合病院　健診センター高元　俊彦

埼玉医科大学総合医療センター　中央検査部竹下　享典 Japan Medical Alliance東埼玉総合病院　乳
腺・甲状腺外科

竹元　伸之

獨協医科大学埼玉医療センター　消化器内科玉野　正也 埼玉医科大学病院　産婦人科田丸　俊輔

埼玉協同病院　内科辻　忠男 所沢ロイヤル病院　循環器内科・一般内科德田　宇弘
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三愛病院　検診センター冨澤　珠実 埼玉医科大学　総合診療内科中島　美智子

埼玉医科大学国際医療センター　心臓内科中島　淑江 越谷市立病院　産婦人科西岡　暢子

伊奈病院　外科仁平　芳人 静風荘病院　内科羽田　勝征

国立病院機構埼玉病院　産婦人科服部　純尚 埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期
母子医療センター

馬場　一憲

獨協医科大学埼玉医療センター　循環器内科林　亜紀子 埼玉県央病院　循環器科林　輝美

さいたま市立病院　放射線診断科久住　浩美 埼玉よりい病院　消化器内科藤田　尚己

ふたむら内科クリニック　内科二村　貢 自治医科大学附属さいたま医療センター　一
般消化器外科

蓬原　一茂

埼玉医科大学　産婦人科堀越　嗣博 シャローム病院　循環器科松村　誠

自治医科大学附属さいたま医療センター　消
化器科

宮谷　博幸 彩のクリニック　内科宮本　直政

防衛医科大学校病院　循環器内科安田　理紗子 さいたま赤十字病院　検査部康本　真由美

大宮林医院　産婦人科山本　智子 メディカルパーク入間　産婦人科吉田　純

自治医科大学附属さいたま医療センター　循
環器内科

和田　浩

－ 千葉県 －

千葉市立海浜病院　産科井上　万里子 国立国際医療研究センター国府台病院　消化
器・肝臓内科

今村　雅俊

成田赤十字病院　健診部上杉　健哲 千葉西総合病院　消化器内科梅木　清孝

第２北総病院　消化器内科江原　正明 千葉愛友会記念病院　循環器内科大下　哲

平成内科クリニック　内科大塚　健紀 君津中央病院　消化器内科大部　誠道

千葉大学医学部附属病院　婦人科、周産期母
性科

尾本　暁子 東京女子医科大学附属八千代医療センター　
消化器外科

片桐　聡

かわい内科クリニック　内科川居　重信 国保旭中央病院　循環器内科神田　順二

千葉県厚生農業協同組合連合会　木村　道雄 東京ベイ浦安市川医療センター　外科窪田　忠夫

柏厚生総合病院　外科小出　紀正 船橋市立医療センター　消化器内科小林　照宗

医療法人 山王病院　産婦人科4D超音波診断小林　充尚 君津中央病院　消化器内科駒　嘉宏

JCHO　船橋中央病院　健康管理センター是永　圭子 こん内科クリニック　内科、消化器内科、内視
鏡内科

金　潤哲

千葉大学医学部附属病院　消化器内科近藤　孝行 東京ベイ・浦安市川医療センター　産婦人科坂井　昌人

有相会最成病院　消化器内科真田　昌彦 千葉医療センター　内科杉浦　信之

亀田総合病院　診療部産婦人科鈴木　真 我孫子聖仁会病院　消化器科田中　康夫

総合病院国保旭中央病院　乳腺外科田中　優子 おおたかの森病院　消化器外科谷﨑　裕志

千葉大学医学部附属病院　麻酔・疼痛・緩和
医療科

多羅尾　健太
郎

千葉市立海浜病院　消化器内科太和田　勝之

下志津病院　消化器内科富澤　稔 浅井病院　内科豊田　智彦

ポートスクエア柏戸クリニック　仲野　敏彦 国際医療福祉大学成田病院　産科婦人科永松　健

東京歯科大学市川総合病院　消化器内科中村　健二 最成病院　内科庭山　博行

ちば県民保健予防財団総合健診センター　乳
腺科

橋本　秀行 平山医院　春山　航一

亀田総合病院　消化器内科平田　信人 船橋市立医療センター　消化器内科松谷　正一
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キッコーマン総合病院　内科三上　繁 国際医療福祉大学成田病院　産科人科三木　明徳

千葉県循環器病センター　医療局宮崎　彰 帝京平成大学千葉キャンパス　健康医療ス
ポーツ学部

安田　秀喜

ちば県民保健予防財団総合健診センター　消
化器内科

山口　和也 日本大学松戸歯学部付属病院　内科山本　敏樹

本郷並木通り内科　吉川　正治 順天堂大学医学部附属浦安病院　産婦人科吉田　幸洋

社団普照会井上記念病院　循環器内科吉田　秀夫 みやけウィメンズクリニック　吉田　昌史

－ 東京都 －

日本大学附属板橋病院　循環器内科相澤　芳裕 三井記念病院　循環器内科青木　二郎

東京女子医科大学附属成人医学センター　乳
腺外科

青山　圭 東京ミッドタウンクリニック　消化器科赤城　一郎

ＪＲ東京総合病院　消化器内科赤松　雅俊 ＪＲ東京総合病院　循環器内科浅川　雅子

東京女子医科大学　循環器内科芦原　京美 東京女子医科大学病院　循環器内科新井　光太郎

東中野保健センター　医局荒井　肇 昭和大学病院　産婦人科新垣　達也

河北総合病院　内科五十嵐　裕章 帝京大学医学部附属病院　外科池田　達彦

いしい医院　内科石井　誠 昭和大学病院　産婦人科学教室石川　哲也

東京女子医科大学　成人医学センター石川　雅枝 東京女子医科大学附属　成人医学センター石塚　尚子

榊原記念財団附属　榊原記念病院　循環器内
科

泉　佑樹 千歳船橋いずも内科クリニック　循環器内科出雲　美佳

日本赤十字社医療センター　第二産婦人科井出　早苗 順桜会 桜台マタニティクリニック　産科婦人科伊藤　茂

関東中央病院　循環器内科伊藤　敦彦 Seeds Clinic 新宿三丁目　診断部今井　康晴

イムス東京葛飾総合病院　消化器内科井利　雅信 東京大学医学部附属病院　女性診療科産科入山　高行

心臓血管研究所　循環器内科上嶋　徳久 等々力診療所　副院長上田　宏昭

成育医療研究センター　周産期診療部上原　麻理子 日本赤十字社医療センター　消化器内科内野　康志

国立成育医療研究センター　周産期・母性診
療センター　産科

梅原　永能 東京医科歯科大学　血管代謝探索講座江川　真希子

順天堂大学医学部　消化器内科大久保　裕直 東京医科歯科大学医学部　循環器科太田　剛弘

虎の門病院　循環器センター内科太田　光彦 昭和大学江東豊洲病院　産婦人科大槻　克文

関東中央病院　神経泌尿科大矢　和宏 泰明小前クリニック　消化器内科尾形　昌男

東京都立多摩総合医療センター　循環器科岡部　龍太 花と森の東京病院　消化器内科小川　薫

虎の門病院　健康管理センター小川　恭子 国立成育医療研究センター　周産期センター
産科

小川　浩平

日本大学病院　消化器内科・超音波検査室小川　眞広 こころとからだの元氣プラザ　検査部　内視鏡
検査科

奥田　近夫

国立成育医療研究センター　周産期・母性診
療センター　胎児診療科

小澤　克典 新宿金沢内科クリニック　内科小野田　教高

順天堂大学　循環器内科鍵山　暢之 公立阿伎留医療センター　循環器科樫田　光夫

慶應義塾大学病院　産婦人科春日　義史 帝京大学医学部附属病院　循環器内科片岡　明久

大和会　東大和病院　循環器科加藤　隆一 東京都済生会中央病院　放射線科金田　智

帝京大学医学部附属病院　産婦人科鎌田　英男 昭和大学　医学部内科学講座循環器内科学
部門

茅野　博行

池袋病院　川内　章裕 佐々総合病院　循環器内科川田　貴之
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日本医科大学付属病院　女性診療科・産科川端　伊久乃 南池袋パークサイドクリニック　内分泌外科、乳
腺外科

川真田　明子

杏林大学　保健学部　臨床工学科岸野　智則 帝京大学　産婦人科木戸　浩一郎

東京大学医科学研究所附属病院　腫瘍総合
内科/検査部/循環器内科

木村　公一 ＰＬ東京健康管理センター　桑島　章

順天堂大学大学院医学研究科　放射線診断
学講座

桑鶴　良平 がん研究会有明病院　超音波診断・IVR部國分　優美

山下医院　内科後藤　伊織 大森赤十字病院　消化器内科後藤　亨

虎の門病院　産婦人科後藤　美希 東京山手メディカルセンター　産婦人科小林　浩一

昭島病院　消化器内科小林　功幸 日本大学医学部附属板橋病院　産婦人科小松　篤史

昭和大学江東豊洲病院　産婦人科小松　玲奈 結核予防会　複十字病院　放射線科小柳　尚子

国際医療福祉大学三田病院　消化器センター小山　秀彦 虎の門病院　消化器内科小山　里香子

愛育クリニック　産婦人科・遺伝診療科近藤　朱音 国立国際医療研究センター　消化器内科斎藤　明子

虎の門病院　肝臓内科斎藤　聡 東海大学医学部付属八王子病院　乳腺・内分
泌外科学

齋藤　雄紀

日本大学医学部　内科学系循環器内科学分
野

齋藤　佑記 東京女子医科大学　画像診断学・核医学講座坂井　修二

東京都立病院機構　東京都立豊島病院　産婦
人科

坂巻　健 東京慈恵会医科大学　放射線医学講座佐久間　亨

日本歯科大学　生命歯学部　外科学講座(乳
腺内分泌外科学)

櫻井　健一 国立成育医療研究センター　周産期・母性診
療センター

左合　治彦

国立成育医療研究センター　周産期・母性診
療センター

佐々木　愛子 国立ふじみ内科　内科佐々木　勝己

聖路加国際病院　予防医療センター　一般内
科

佐々木　清寿 災害医療センター　消化器内科佐々木　善浩

心臓血管研究所附属病院　内科澤田　準 順天堂大学　消化器画像診断・治療研究室椎名　秀一朗

東邦大学医療センター大橋病院　消化器内科塩澤　一恵 日本医科大学　内分泌外科軸薗　智雄

公立昭和病院　糖尿病・内分泌内科重田　真幸 東京慈恵会医科大学第三病院　循環器内科芝田　貴裕

荒木記念 東京リバーサイド病院　産婦人科芝田　恵 東京心臓血管・内科クリニック　柴山　謙太郎

東京都立大学　大学院　人間健康科学研究科白川　崇子 慶應義塾大学　医学部放射線科学（診断）陣崎　雅弘

東京大学医学部附属病院　循環器内科新保　麻衣 東京医科大学　消化器内科杉本　勝俊

東京逓信病院　放射線科鈴木　丈夫 大森赤十字病院　乳腺外科鈴木　規之

JCHO 東京蒲田医療センター　消化器内科住野　泰清 フェニックスメディカルクリニック　放射線診断
部

関口　隆三

東京大学医学部附属病院　検査部・循環器内
科

大門　雅夫 内科・循環器内科　クリニック高田　所属髙田　博之

東京慈恵会医科大学　産婦人科髙橋　健 国立がん研究センター中央病院　肝胆膵外科高本　健史

板橋中央総合病院　消化器病センター　外科多賀谷　信美 東京女子医科大学病院　消化器内科高山　敬子

昭和大学病院　産婦人科瀧田　寛子 田無病院　内科武井　司

東京医科大学　循環器内科学分野武井　康悦 総合母子保健センター愛育病院　産婦人科竹田　善治

複十字病院　循環器内科竹中　克 杏林大学　医学部産科婦人科田嶋　敦

賛育会病院　産婦人科田中　沙織 三井記念病院　循環器内科田中 旬

慶應義塾大学医学部　産婦人科田中　守 杏林大学　医学部　産科婦人科谷垣　伸治

城南福祉医療協会 大田病院　内科谷口　泰 順天堂大学医学部附属練馬病院　循環器内
科

田淵　晴名
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虎の門病院　消化器内科田村　哲男 順天堂大学　総合診療科・医学教育檀原　高

キネマアートクリニック　産婦人科塚越　静香 みずほ女性クリニック　産科婦人科津田　浩史

武蔵野赤十字病院　消化器科土谷　薫 国立成育医療研究センター　放射線診療部堤　義之

聖路加国際病院　放射線科角田　博子 慶應義塾大学病院　臨床検査医学鶴田　ひかる

日本心臓血圧研究振興会 榊原記念病院　循
環器内科

寺田　舞 日本医科大学付属病院　第一内科時田　祐吉

昭和大学医学部　産婦人科学講座　産婦人科德中　真由美 豊洲レディースクリニック　産婦人科土肥　聡

順天堂大学医学部　放射線科富田　貴 昭和大学病院　小児循環器・成人先天性心疾
患センター

富田　英

とみまつ小児科循環器クリニック　小児科富松　宏文 東京大学医学部附属病院　検査部中尾　倫子

東京慈恵会医科大学　人工知能医学研究部中田　典生 東邦大学　医学部産科婦人科学講座中田　雅彦

東京大学　循環器内科中西　弘毅 国立国際医療研究センター　産婦人科中西　美紗緒

FMC東京クリニック　中村　靖 PL東京健康管理センター　放射線科長基　雅司

三宿病院　消化器科中山　聡 山王病院　産婦人科中山　敏男

虎ノ門病院　循環器内科南雲　美也子 東京医科大学　産婦人科名取　道也

聖路加国際病院　循環器内科新沼　廣幸 ニキ・ハートクリニック　仁木　清美

東京慈恵会医科大学　放射線医学講座西岡　真樹子 杏林大学　医学部消化器内科学西川　かおり

練馬光が丘病院　産科婦人科西林　学 はぎクリニック　羽木　裕雄

医療法人社団令樹　medock 総合健診クリニッ
ク　内科

箱崎　幸也 東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科橋本　剛

地域医療機能推進機構　東京山手メディカル
センター　乳腺外科

橋本　政典 自警会　東京警察病院　外科長谷川　俊二

東京都立病院機構　東京都立豊島病院　循環
器内科

畑　明宏 昭和大学　医学部　産婦人科学講座濱田　尚子

江戸川病院　放射線診断科早坂　和正 東京マザーズクリニック　産婦人科林　聡

日本大学医学部附属板橋病院　乳腺内分泌
外科

原　由起子 東和病院　外科針原　康

四谷メディカルキューブ　乳腺外科坂　佳奈子 大坪会　北多摩病院　外科万代　恭嗣

国立がん研究センター中央病院　肝胆膵内科肱岡　範 フェニックスメディカルクリニック　産婦人科兵藤　博恵

東京都立病院機構　東京都立墨東病院　産婦
人科

兵藤　博信 日本大学病院　消化器内科平山　みどり

東山会　調布東山病院　消化器内科平山　雄一 五の橋産婦人科　産婦人科深田　幸仁

昭和大学江東豊洲病院　循環器内科福岡　裕人 日本大学医学部附属板橋病院　放射線医学
系

藤岡　和美

日本健康増進財団　恵比寿ハートビル診療所藤代　健太郎 がん研究会有明病院　画像診断センター超音
波診断・IVR部

藤原　良将

日本大学病院　消化器内科古田　武慈 新宿健診プラザ　星野　和彦

日本医科大学付属病院　循環器内科本間　博 浮間中央病院　心臓血管センター前田　英明

三枝産婦人科医院　産婦人科升田　春夫 東京大学医学部　小児科松井　彦郎

昭和大学医学部　産婦人科学講座松岡　隆 虎の門病院　消化器外科松田　正道

わかさクリニック三鷹　松葉　芳郎 東京大学医学部附属病院　女性診療科松本　順子

日本大学医学部　消化器肝臓内科松本　直樹 順天堂大学　消化器画像診断・治療学丸山　紀史

8



日本橋ウィメンズクリニック　産婦人科三浦　裕美子 国立病院機構東京医療センター　臨床検査科水口　安則

日本大学病院　消化器内科南川　里抄 新宿区医師会区民健康センター　所長箕浦　茂樹

昭和大学附属病院　産婦人科三村　貴志 聖母会　聖母病院　産婦人科宮越　敬

順天堂大学　循環器内科宮﨑　彩記子 立正佼成会附属佼成病院　産婦人科宮﨑　典子

みたか循環器内科　循環器内科宮本　貴庸 東海大学医学部付属八王子病院　臨床検査
学

村田　光繁

成育医療研究センター　周産期・母性診療セ
ンター　胎児診療科

室本　仁 昭和大学医学部　内科学講座　循環器内科部
門

望月　泰秀

杏林大学　医学部医学教育学森　秀明 ケイアイ飯田橋クリニック　森安　史典

日野市立病院　産婦人科柳下　玲子 東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科矢島　浩

鵬友会協和病院　内科矢嶋　真弓 武蔵野赤十字病院　消化器科安井　豊

河北医療財団　河北総合病院　乳腺外科安田　秀光 虎の門病院　循環器センター山口　徹

がん研有明病院　画像診断センター超音波診
断・IVR部

山田　恵子 FMC東京クリニック　産婦人科山田　研二

東京医科大学八王子医療センター　循環器内
科

山田　聡 帝京大学　医学部内科山本　貴嗣

順天堂大学医学部附属順天堂医院　産婦人
科

山本　祐華 東京西徳洲会病院　消化器病センター山本　龍一

帝京大学病院　循環器内科横山　直之 日本医科大学付属病院　消化器外科吉田　寛

小平中央リハビリテーション病院　内科吉田　マリ子 日本大学病院　消化器内科竜崎　仁美

帝京大学医学部産婦人科　産婦人科梁　栄治 公立学校共済組合　関東中央病院　内科（超
音波検査室）

若杉　聡

東邦大学医療センター大森病院　消化器内科和久井　紀貴 国立成育医療研究センター　周産期・母性診
療センター　胎児診療科

和田　誠司

がん研究会有明病院　総合診療部渡邉　直 山王病院　一般・消化器外科渡辺　五朗

東邦大学医療センター大橋病院　消化器内科渡邉　学 日本大学病院　消化器内科渡邊　幸信

－ 神奈川県 －

戸塚共立第2病院　心臓血管外科饗場　正宏 横浜総合病院　外科秋本　伸

新百合ヶ丘総合病院　産婦人科浅井　哲 東海大学　医学部基盤診療学系臨床検査学浅井　さとみ

横浜市立みなと赤十字病院　循環器内科有馬　秀紀 聖マリアンナ医科大学　臨床検査医学講座五十嵐　岳

関東労災病院　消化器内科池原　孝 石橋クリニック　内科・消化器内科・肝胆膵内
科

石橋　啓如

東海大学医学部　専門診療学系産婦人科学石本　人士 聖マリアンナ医科大学　循環器内科出雲　昌樹

昭和大学横浜市北部病院　産婦人科市塚　清健 徳州会　大和徳洲会病院　外科井上　和人

新百合ヶ丘総合病院　消化器内科今城　健人 横浜市立大学付属市民総合医療センター　心
臓血管センター

岩橋　徳明

うしくぼ消化器・内科クリニック　消化器内科牛窪　利明 昭和大学藤が丘病院　乳腺外科榎戸　克年

昭和大学藤が丘病院　循環器内科江波戸　美緒 横浜市立大学附属市民総合医療センター　臨
床検査科

海老名　俊明

横浜鶴ヶ峰病院付属健診クリニック　大栗　茂芳 北里大学病院　周産母子育成医療センター　
産科

大西　庸子

祐弘会　南山田クリニック　外科奥村　輝 昭和大学横浜市北部病院　産婦人科奥山　亜由美

北里大学　医学部　産婦人科落合　大吾 おちあい内科循環器科　内科循環器科落合　久夫

けいゆう病院　消化器内科香川　幸一 関東労災病院　産婦人科香川　秀之
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北里大学　医学部産婦人科　産科学金井　雄二 北里大学医学部　消化器内科木田　光広

川崎市立川崎病院　産婦人科金　善惠 横浜新緑総合病院　婦人科清河　薫

横浜市立大学附属病院　臨床検査部桐越　博之 昭和大学横浜市北部病院　甲状腺センター内
科

國井　葉

武蔵新城ブレストクリニック　乳腺外科・放射線
科

國又　肇 尽誠会　山近記念総合病院　外科久保田　光博

北里大学　医学部循環器内科学小板橋　俊美 北里大学医学部　循環器内科学郡山　恵子

新百合ヶ丘総合病院　肝疾患低侵襲治療セン
ター

國分　茂博 戸塚共立第2病院　循環器内科佐藤　正岳

済生会横浜市東部病院　放射線診断科佐藤　通洋 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　循環器
内科

重政　朝彦

胎児医学研究所　篠塚　憲男 ひまわりクリニック　呼吸器科・甲状腺杉山　茂樹

すずき内科クリニック　鈴木　健吾 山内病院付属　藤沢スマートタウンクリニック　
内科

鈴木　真事

昭和大学横浜市北部病院　産婦人科瀬尾　晃平 関東労災病院　産婦人科袖本　武男

済生会横浜市南部病院　竹林　茂生 平塚市民病院　消化器内科谷口　礼央

央優会レディースクリニック　産婦人科種元　智洋 石心会 川崎幸病院　消化器内科塚本　啓祐

聖マリアンナ医科大学　臨床検査医学講座辻本　文雄 昭和大学藤が丘病院　循環器内科土至田　勉

東海大学医学部付属病院　循環器内科永井　知雄 横浜中央病院　内視鏡センター中河原　浩史

横浜市立大学附属病院　小児科中野　裕介 聖マリアンナ医科大学　医学部　産科婦人科
学

仲村　将光

済生会横浜市南部病院　臨床検査科二本松　宏美 横浜市立大学市民総合医療センター　消化器
病センター

沼田　和司

海老名総合病院マタニティセンター　産婦人科根本　芳広 聖マリアンナ医科大学　臨床検査医学講座信岡　祐彦

川崎市立川崎病院　循環器内科伯野　大彦 聖マリアンナ医科大学　産婦人科学長谷川　潤一

大口東総合病院　内科原田　昌彦 新百合ヶ丘総合病院　産婦人科樋口　隆幸

北里大学病院　消化器内科日高　央 みそのハートクリニック　循環器科平松　慎右

昭和大学横浜市北部病院　甲状腺センター外
科

福島　光浩 横浜市立大学附属市民総合医療センター　消
化器センター

福田　浩之

独立行政法人国立病院機構神奈川病院　研
究検査科

布施川　久惠 海老名総合病院　消化器内科古川　佳代子

神奈川県立がんセンター　頭頸部外科古川　まどか 三井内科医院　三井　このみ

宮川病院　内科宮川　めぐみ 横浜市立大学附属市民総合医療センター　消
化器病センター

三輪　治生

湘南みわクリニック　内科三輪　博久 横浜市立大学大学院　医学研究科視覚病態
学分野

山田　利津子

神奈川県立がんセンター　放射線診断・IVR科山本　弥生 三ツ境ライフクリニック渡部内科　内科渡部　寿永

－ 山梨県 －

あいのた内科消化器科クリニック　相野田　隆雄 うえむらクリニック　内科植村　一幸

山梨県立中央病院　総合周産期母子医療セ
ンター産科

須波　玲 山梨県立中央病院　内科（循環器）中村　政彦

渡辺医院　産婦人科渡辺　典芳

－ 長野県 －

信州大学　医学部　泌尿器科学教室石塚　修 松本協立病院　放射線科大田　豊承

飯田市立病院　消化器内科岡庭　信司 信州大学医学部附属病院　産婦人科菊地　範彦
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宜保内科消化器・肝臓内科クリニック　宜保　行雄 東御市立みまき温泉診療所、こもろ医療セン
ター　

久堀　周治郎

仁雄会 穂高病院　外科小松　誠 丸山会　丸子中央病院　内科小山　潤

長野県立こども病院　放射線科近藤　良明 信州大学医学部　消化器内科城下　智

佐久総合病院　内科高松　正人 佐久総合病院　内科高松　道生

長野県立こども病院　循環器 小児科瀧聞　浄宏 長野県立こども病院　循環器小児科武井　黄太

敬仁会桔梗ヶ原病院　在宅ケア科千葉　裕 長野松代病院　消化器内科新澤　真理

藤森病院　泌尿器科西沢　理 新田内科クリニック　新田　政男

富士見高原病院　外科巾　芳昭 林内科・循環器科クリニック　内科林　晋一郎

佐久総合病院佐久医療センター　消化器内科比佐　岳史 飯田病院　外科藤本　武利

国立病院機構　まつもと医療センター　統括診
療部

古田　清 信州上田医療センター　産婦人科松村　英祥

今井クリニック丸山内科　内科丸山　雅史 信州大学医学部附属病院　泌尿器科皆川　倫範

相澤病院　エコーセンター安河内　聰

－ 新潟県 －

新潟県立中央病院　循環器科小川　理 黒川医院　消化器、内科黒川　香

よいこの小児科さとう　小児科佐藤　勇 新潟県立がんセンター新潟病院　内科塩路　和彦

新潟聖籠病院　外科土屋　嘉昭 新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医
療センター　産科婦人科

生野　寿史

新潟県立中央病院　産婦人科松下　充

－ 富山県 －

光ヶ丘病院　外科笠島　學 金沢医科大学氷見市民病院　総合内科教授
室

笠巻　祐二

富山大学　産婦人科塩﨑　有宏 北陸予防医学協会　医療管理本部野村　邦紀

不二越病院　内科平井　忠和

－ 石川県 －

浅ノ川総合病院　内科荒木　一郎 金沢医療センター　循環器内科/救急部小見　亘

金沢医科大学　肝胆膵内科学利國　信行 野口内科クリニック　野口　隆俊

金沢大学附属病院　検査部森　三佳 金沢医療センター　循環器内科山本　花奈子

－ 福井県 －

福井厚生病院　循環器内科加藤　浩司 福井大学医学部病態制御医学講座　循環器
内科学

夛田　浩

みさわクリニク　内科三澤　利博

－ 岐阜県 －

中部国際医療センター　循環器病センター　
循環器内科

青山　琢磨 岐阜県総合医療センター　消化器内科入谷　壮一

岐阜県総合医療センター　産科・胎児診療科岩垣　重紀 おつじ内科クリニック　尾辻　健太郎

大垣市民病院　消化器内科金森　明 岐阜ハートセンター　循環器内科川崎　雅規

岐阜協立大学　看護学部看護学科熊田　卓 坂下病院　内科高山　哲夫
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岐阜ハートセンター　循環器内科中川　正康 岐阜大学大学院医学系研究科　循環器内科
学

中坊　亜由美

岐阜市民病院　消化器内科西垣　洋一 岐阜市民病院　肝臓内科林　秀樹

朝日大学病院　消化器内科福田　信宏 矢嶋小児科小児循環器クリニック　小児科矢嶋　茂裕

松波総合病院　内科山北　宜由

－ 静岡県 －

藤枝市立総合病院　放射線診断科五十嵐　達也 藤枝市立総合病院　放射線診断科池田　暁子

明徳会　新都市病院　泌尿器科伊藤　吉三 聖隷浜松病院　小児科循環器科井上　奈緒

聖隷健康診断センター　医局入駒　麻希 社団あずま会平安の森記念病院　泌尿器科牛山　知己

浜松医療センター　消化器科影山　富士人 聖隷浜松病院　小児循環器科金子　幸栄

静岡県立総合病院　外科金本　秀行 浜松労災病院　笹田　雄三

浜松労災病院　心臓血管外科島本　健 聖隷沼津病院　放射線科杉山　浩一

フジ虎ノ門整形外科病院　外科鈴木　正敏 総合病院聖隷浜松病院　産婦人科精　きぐな

浜松医療センター　産婦人科芹沢　麻里子 登録なし　芹澤　優子

順天堂大学医学部附属静岡病院　産婦人科田中　利隆 宏和会　岡村記念病院　循環器内科築地　美和子

聖隷浜松病院　内科長澤　正通 浜松医科大学医学部附属病院　放射線科那須　初子

西村医院　循環器内科西村　欣也 ますだ医院　増田　宏昭

市立島田市民病院　消化器内科松下　雅広 ROSAレディースクリニック　産婦人科松本　美奈子

東泉クリニック　外科宮部　理香 浜松とよおか病院　所属麦谷　荘一

聖隷浜松病院　総合周産期母子医療センター村越　毅 聖隷予防検診センター　医局山田　薫

天竜厚生会診療所　湯浅　肇 JCHO桜ヶ丘病院　甲状腺科横澤　保

依藤産婦人科医院　依藤　崇志

－ 愛知県 －

名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内
科学

石川　卓哉 桂名会　大須病院　総合健診センター石川　英樹

葵鐘会 Bell-net フォレストベルクリニック　婦人
科、東洋医学科

磯部　哲也 にしのほう伊藤内科クリニック　伊藤　彰浩

山下病院　消化器内科乾　和郎 愛知医科大学　総合診療科伊吹　恵里

今井医院　内科一般・消化器今井　英夫 藤田医科大学　循環器内科岩瀬　正嗣

トヨタ記念病院　循環器内科岩瀬　三紀 トヨタ記念病院　産婦人科鵜飼　真由

うちだクリニック　内田　博起 東名古屋病院　乳腺外科遠藤　登喜子

名古屋医療センター　放射線科大岩　幹直 名古屋市立大学　循環器内科学大手　信之

藤田医科大学　医学部消化器内科学講座大野　栄三郎 岡田クリニック　岡田　直人

トヨタ記念病院　産婦人科小口　秀紀 つつじが丘クリニック　消化器内科越知　敬善

登録なし　改井　修 光生会病院　外科金子　哲也

宏潤会大同みどりクリニック　内科・消化器内科印牧　直人 トヨタ記念病院　健診センター上原　晋
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名古屋大学医学部附属病院　光学医療診療
部

川嶋　啓揮 藤田医科大学　消化器内科川部　直人

かわむら内科循環器科　河村　邦彦 トヨタ記念病院　産婦人科岸上　靖幸

名古屋大学医学部附属病院　消化器内科宜保　憲明 豊田地域医療センター　循環器内科木村　美由紀

一社駅前小林レディースクリニック　産婦人科小林　久晃 藤田医科大学　岡崎医療センター　循環器内
科学Ⅰ

坂口　英林

愛知診断治療技術振興財団・名古屋城北放
射線科クリニック　遠隔読影センター

島本　佳寿広 ミッドタウンクリニック名駅　白木　茂博

末永医院　末永　義人 小牧市民病院　外科杉本　博行

名古屋第一病院　消化器内科学鷲見　肇 名古屋市立大学　大学院医学研究科循環器
内科学

瀬尾　由広

藤田医科大学　医学部産婦人科学講座関谷　隆夫 藤田医科大学　保健衛生学部高田　佳代子

藤田医科大学　放射線科高橋　正樹 名鉄病院　消化器内科竹田　欽一

とみたハートクリニック　循環器科富田　政明 国際セントラルクリニック　検診センター内藤　靖夫

名古屋市総合リハビリテーションセンター附属
病院　内科

成田　ひとみ 中日病院　乳腺科西川　美紀子

あきしまクリニック　内科野田　愛司 大同病院　消化器内科野々垣　浩二

藤田医科大学ばんたね病院　消化器内科橋本　千樹 長谷川内科　長谷川　和生

愛知県三河青い鳥医療療育センター　小児羽田野　爲夫 名古屋市立大学医学部附属東部医療セン
ター　消化器内科

林　香月

藤田医科大学　消化器内科学講座廣岡　芳樹 聖霊病院　内科藤本　正夫

名古屋大学医学部附属病院　検査部古澤　健司 藤田医科大学　循環器内科星野　芽以子

名古屋市総合リハビリテーションセンター附属
病院　循環器内科

松井　京子 豊橋市民病院　消化器内科松原　浩

三河乳がんクリニック　乳腺外科水谷　三浩 介護老人保健施設　結生　三好　広尚

大名古屋ビルセントラルクリニック　消化器内科森田　敬一 名古屋医療センター　乳腺科森田　孝子

藤田医科大学　医学部　循環器内科学山田　晶 名古屋大学大学院　消化器内科山本　健太

名古屋大学医学系研究科　腎臓内科山本　徳則 愛知医科大学病院　医学部　総合診療科脇田　嘉登

－ 三重県 －

富田浜病院　内科井田　美貴男 松坂中央総合病院　外科岩田　真

市立伊勢総合病院　循環器内科木田　朱美 永井病院　救急科久留宮　隆

三重県立総合医療センター　消化器内科白木　克哉 三重大学医学部附属病院　中央検査部杉浦　英美喜

済生会松阪総合病院　外科田中　穣 三重大学医学部附属病院　感染制御部田辺　正樹

三重大学大学院医学系研究科　循環器・腎臓
内科学

土肥　薫 みたき健診クリニック　内科中川　浩

明和ファミリークリニック　内科中瀬　一則 三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科濱田　康彦

四日市内科ハートクリニック　循環器内科三原　裕嗣 山本医院　消化器内科山本　敏雄

三重中央医療センター　消化器内科渡邉　典子

－ 滋賀県 －

美松会　生田病院　循環器内科生田　新一郎 長浜赤十字病院　循環器内科上野　義記

大津市民病院　片岡　慶正 済生会滋賀県病院　ロボット手術センター長　
兼　前立腺局所療法センター長

鴨井　和実
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滋賀医科大学　泌尿器科学講座河内　明宏 日野記念病院　健診センター　(兼）臨床検査
部

新谷　寛

日野記念病院　婦人科高橋　健太郎 済生会滋賀県病院　内科中村　隆志

近江八幡市立総合医療センター　泌尿器科宮下　浩明 済生会滋賀県病院　消化器内科保田　宏明

－ 京都府 －

宇治徳洲会病院　産科婦人科青木　昭和 洛和会音羽病院　肛門科荒木　吉朗

京都桂病院　消化器内科池田　敦之 京都府立医科大学附属病院　泌尿器科浮村　理

京都第二赤十字病院　消化器内科宇野　耕治 京都大学医学部附属病院　消化器内科恵荘　裕嗣

舞鶴共済病院　泌尿器科沖原　宏治 宇治徳洲会病院　小児科奥村　謙一

医仁会武田総合病院　健康管理センター小坂田　元太 京都博愛会病院　内科栗岡　成人

京都岡本記念病院　循環器内科小出　正洋 美杉会男山病院　内科小糸　仁史

京都府立医科大学　産婦人科古株　哲也 市立福知山市民病院　消化器内科阪上　順一

京都保健会京都民医連中央病院　救急科四方　典裕 あいおい橋四方クリニック　内科四方　泰史

京都医療科学大学　医療科学部柴田　登志也 京都第一赤十字病院　健診センター島　孝友

京都ルネス病院　消化器内科杉之下　与志
樹

陶山医院　消化器科陶山　芳一

宇治徳洲会病院　消化器内科滝本　見吾 京都きづ川病院　循環器内科竹原　有史

西大丸診療所　内科寺村　和久 三菱京都病院　消化器内科鍋島　紀滋

百万遍クリニック　外科藤井　宏二 京都大学大学院医学研究科　人間健康科学
系専攻

藤井　康友

京都府立医科大学　泌尿器外科本郷　文弥 洛西シミズ病院　消化器内科本合　泰

京都市立病院 消化器内科　消化器内科宮川　昌巳 京都第二赤十字病院　消化器内科安田　健治朗

やだ消化器内視鏡クリニック　矢田　典久 京都府立医科大学　臨床検査部・循環器内科山野　哲弘

京都府立医科大学附属病院　循環器内科山野　倫代

－ 大阪府 －

国立循環器病研究センター　心臓血管内科部
 肺循環科

青木　竜男 明石医院　内科・消化器科・小児科明石　夕香

医療法人恵泉会堺平成病院　泌尿器科秋山　隆弘 大阪大学大学院医学系研究科　循環器内科
学

明比　教幸

大阪医科大学　内科学（Ⅱ）朝井　章 大阪医療センター　循環器内科安部　晴彦

大阪市立総合医療センター　循環器内科阿部　幸雄 小阪産病院　産婦人科伊尾　紳吾

関西医科大学　香里病院　婦人科生田　明子 大阪国際がんセンター　肝胆膵内科池澤　賢治

大阪母子医療センター　産科石井　桂介 国立循環器病研究センター　心臓血管内科泉　知里

大阪医科薬科大学　医学教育センター（循環
器）

伊藤　隆英 近畿大学医学部　外科位藤　俊一

ハイメディッククリニックWEST　消化器病セン
ター

今井　康陽 青山病院　内科井元　章

岸和田徳州会病院　消化器内科植田　智恵 うえにし乳腺消化器クリニック　上西　幹洋

阪急電鉄　大阪診療所上松　正朗 富永病院　循環器内科氏野　経士

大阪公立大学大学院医学研究科　先端予防
医療学

打田　佐和子 関西医科大学　天満橋総合クリニック　超音波
診断部

内山　正三

14



関西医科大学総合医療センター　循環器内科大石　千尋 協仁会小松病院　放射線科大上　庄一

大阪国際がんセンター　肝胆膵内科大川　和良 堺市立総合医療センター　循環器内科大西　俊成

南海電気鉄道（株）健康管理センター　大見　甫 ほうせんか病院　内科岡　博子

地域医療推進機構 (JCHO) 大阪病院　臨床
検査科

岡田　昌子 阪和第二泉北病院　内科岡野　嘉明

大阪市立総合医療センター　乳腺外科小川　佳成 市立池田病院　消化器内科尾下　正秀

松下記念病院　泌尿器科落合　厚 関西医科大学附属病院　産婦人科笠松　敦

関西電力病院　循環器内科加地　修一郎 近畿大学　医学部　消化器内科樫田　博史

大阪南医療センター　循環器科柏瀬　一路 大阪府済生会茨木病院　小児科片山　博視

登録なし　加藤　保之 門田診療所　内科門田　洋一

国立循環器病研究センター　産婦人科金川　武司 緑風会病院　泌尿器科金子　茂男

近畿大学病院　消化器内科鎌田　研 国立循環器病研究センター　産婦人科神谷　千津子

大阪母子医療センター　産科川口　晴菜 大阪市立総合医療センター　生理機能検査部
　肝臓内科

川崎　靖子

和泉市立総合医療センター　循環器内科河瀬　吉雄 日本生命病院　消化器内科河田　奈都子

福慈クリニック　内科河村　哲雄 国立循環器病研究センター　心臓血管内科神崎　秀明

大阪医科大学附属病院　循環器内科神崎　裕美子 大阪大学大学院医学系研究科　総合地域医
療学

木曽　真一

国立循環器病研究センター　心臓血管内科北井　豪 大阪公立大学大学院医学研究科　循環器内
科

北田　諒子

大阪赤十字病院　消化器内科木村　達 近畿大学　消化器内科工藤　正俊

大阪市教育委員事務局　教務部 健康管理室栗原　敏修 富永病院　循環器内科桑木　恒

上山病院　内科小林　卓 大阪大学大学院　医学系研究科循環器内科
学

坂田　泰史

大阪赤十字病院　消化器内科坂本　梓 独立行政法人　大阪母子医療センター　産科笹原　淳

センチュリークリニック　内科佐藤　正博 大阪府済生会吹田病院　消化器内科島　俊英

大阪暁明館病院　内科下村　壯治 箕面市医療保健センター　保健センター白石　恒人

愛仁会　千船病院　産婦人科城　道久 しんたに内科クリニック　内科新谷　真知子

杉岡内科医院　内科、循環器内科杉岡　憲一 杉本医院　外科　内科杉本　貴昭

須永医院　循環器内科須永　恭司 北摂総合病院　循環器内科諏訪　道博

関西医科大学総合医療センター　肝臓病セン
ター

関　寿人 関西医科大学香里病院　内科髙岡　亮

住友病院　健康管理センター高倉　玲奈 市立東大阪医療センター　心臓センター鷹野　讓

大阪医科薬科大学　三島南病院瀧井　道明 恵仁会　田中病院　産婦人科竹内　裕一郎

医療法人万代会　武田内科クリニック　内科武田　正 小阪産病院　産婦人科竹村　秀雄

大阪市立大学大学院医学研究科　総合医学
教育学/総合診療センター

竹本　恭彦 大阪府済生会茨木病院　消化器科立田　浩

地域医療機能推進機構大阪病院　消化器内
科

巽　信之 泉大津市立病院　産婦人科田中　和東

大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防
センター　がん予防検診部門

田中　幸子 大阪大学大学院医学系研究科・臨床遺伝子
治療学　臨床遺伝子治療学

谷山　義明

大阪労災病院　循環器内科田内　潤 一祐会　藤本病院　循環器内科田畑　智継
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りんくう総合医療センター　循環器内科玉置　俊介 千葉産婦人科　千葉　喜英

さくら会病院　内科津田　恭子 東住吉森本病院　循環器内科寺柿　政和

大阪府済生会 千里病院　循環器内科土井　泰治 大手前病院　消化器内科土井　喜宣

市立豊中病院　病理診断科土井　玲子 市立吹田市民病院　消化器内科内藤　雅文

大阪市立総合医療センタ－　消化器内科中井　隆志 仲島クリニック　内科仲島　信也

市立柏原病院　外科仲田　文造 大阪府済生会千里病院　中谷　敏

南大阪病院　乳腺外科中谷　守一 関西電力病院　婦人科永野　忠義

関西電力病院　消化器内科中村　武史 大阪市立総合医療センター　産科中村　博昭

済生会千里病院　循環器内科西尾　まゆ 加納総合病院　循環器内科西川　永洋

大阪労災病院　循環器内科西野　雅巳 住友病院　外科西村　重彦

国立循環器病研究センター　ゲノム医療支援
部　産婦人科部

根木　玲子 大阪市立総合医療センター　消化器内科根引　浩子

医療法人晴心会　野上病院　外科野上　浩實 ガラシア病院　循環器内科長谷川　拓也

乾医院　内科畑中　絹世 大阪市立大学　肝胆膵病態内科学羽生　大記

医療法人　錦秀会　阪和記念病院　循環器内
科

林　孝俊 泉北陣内病院　外科林部　章

大阪教育大学　教育学部平田　久美子 近畿大学病院　医学部教育センター平野　豊

大阪府済生会千里病院　循環器内科廣岡　慶治 クリフムPMC　胎児診断センター・胎児脳セン
ター

夫　律子

大阪医科大学　健康科学クリニック福田　彰 福田診療所　内科福田　祥大

市立岸和田市民病院　消化器内科福永　豊和 関西医科大学　小児科藤井　喜充

ふじもとクリニック　内科　消化器内科　肝臓内
科

藤本　研治 藤井会　石切生喜病院　循環器内科藤本　浩平

沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院　乳腺センター藤本　泰久 大阪みなと中央病院　別府　慎太郎

ほりい内科・整形外科クリニック　内科堀井　勝彦 住友生命総合健診システム　内科堀本　葉子

近畿大学医学部　消化器内科本庶　元 寺元記念病院　画像診断センター本田　伸行

松尾クリニック　内科松尾　汎 桐葉会　木島病院　診療グループ松末　智

八尾徳州会総合病院　肝臓外科松田　康雄 大阪市立総合医療センター　循環器内科松村　嘉起

ほうせんか病院　循環器内科松村　敬久 大阪府済生会吹田医療福祉センター　健都健
康管理センター

水野　雅之

大阪府済生会中津病院　乳腺外科水本　紗千子 府中病院　医療診療部三橋　玉枝

大阪府済生会吹田病院　消化器内科光本　保英 近畿大学　医学部消化器内科南　康範

大阪大学大学院医学系研究所・医学部　産婦
人科

味村　和哉 吹田徳州会病院　循環器内科宮内　友香

関西医科大学附属病院　循環器内科宮坂　陽子 東住吉森本病院　循環器内科宮崎　知奈美

大阪南医療センター　宮武　邦夫 近畿大学病院　循環器内科三好　達也

玉谷クリニック　内科森　敬弘 もりかわ内科クリニック　内科森川　浩安

阪和記念病院　消化器内科矢田　豊 大阪市立十三市民病院　消化器内科山口　誓子

東和会　第二東和会病院　外科山崎　元 阪急共栄会　北阪急ビル診療所　内科山田　晃
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国立循環器病研究センター　心不全科山田　桂嗣 大阪みなと中央病院　内科山元　博義

大阪国際がんセンター　検診部吉岡　ふみ 北大阪ほうせんか病院　内科吉川　昌平

吉田クリニック　内科吉田　衣江 市立吹田市民病院　消化器内科吉田　雄一

寿楽会 mo クリニック　循環器内科吉田　豊 よりおか胎児クリニック　産科　産婦人科依岡　寛和

大阪急性期・総合医療センター　心臓内科渡部　徹也 渡辺医院　内科渡辺　文督

－ 奈良県 －

奈良県立医科大学　放射線医学教室伊藤　高広 松本快生会　西奈良中央病院　放射線科今井　幸子

奈良県西和医療センター　循環器内科岡山　悟志 近畿大学奈良病院　消化器内科川崎　俊彦

奈良県立医科大学　脳神経内科・脳卒中セン
ター

斎藤　こずえ 新生会　高の原中央病院　放射線科齊藤　弥穂

奈良県総合医療センター　産婦人科佐道　俊幸 奈良県立医科大学附属病院　皮膚科正畠　千夏

奈良県西和医療センター　放射線科武輪　恵 つじもとクリニック　消化器内科辻本　達寛

奈良県立医科大学附属病院　乳腺センター中村　卓 天理よろづ相談所病院　乳腺外科西村　理

塩谷内科診療所　内科濵崎　直樹 奈良県立医科大学附属病院　総合画像診断
センター

平井　都始子

ならまちリハビリテーション病院　リハビリテー
ション科

平林　伸治 奈良県健康づくりセンター　内科福居　健一

大和橿原病院　内科藤本　眞一 香芝生喜病院　消化器内科藤本　正男

奈良県立医科大学　総合画像診断センター丸上　亜希 奈良県立医科大学　中央放射線部丸上　永晃

奈良県立医科大学　中央臨床検査部水野　麗子 天理よろづ相談所病院　循環器内科三宅　誠

高井病院　循環器内科芳谷　英俊 奈良県総合医療センター　産婦人科吉元　千陽

－ 兵庫県 －

兵庫医科大学病院　内視鏡センター　兼　肝
胆膵内科

會澤　信弘 藤森医療財団　小国病院　産婦人科赤松　信雄

兵庫医科大学　消化器内科飯島　尋子 いくしま内科クリニック　生島　雅士

神戸市立西神戸医療センター　消化器内科井谷　智尚 市立伊丹病院　消化器内科今中　和穗

うえだハートクリニック　内科植田　孝 うすき内科・循環器科　内科、循環器科薄木　成一郎

明和病院　大崎　往夫 兵庫県立はりま姫路総合医療センター　循環
器内科

大西　哲存

加古川中央市民病院　消化器内科岡部　純弘 神戸市民病院機構　神戸市立西神戸医療セ
ンター　乳腺外科

奥野　敏隆

はくほう会セントラル病院　循環器内科奥原　祥貴 亀田内科クリニック　亀田　幸男

兵庫県立はりま姫路総合医療センター　循環
器内科

川合　宏哉 神戸市立医療センター中央市民病院　木原　康樹

神戸大学大学院医学研究科　地域社会医学・
健康科学講座　肝胆膵外科

楠　信也 西宮渡辺心臓脳・血管センター　循環器内科合田　亜希子

隈病院　外科小林　薫 さきたクリニック　外科先田　功

ささきクリニック　消化器内科佐々木　綾香 市立伊丹病院　循環器内科下山　寿

国立病院機構　姫路医療センター　放射線診
断科

白岩　美咲 すがの内科クリニック　内科菅野　雅彦

兵庫医科大学　超音波センター菅原　政貴 兵庫県立はりま姫路総合医療センター　検査
科

宝田　明

竹内医院　竹内　陽史郎 姫路赤十字病院　内科多田　俊史
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辰巳内科医院　内科辰巳　和宏 神戸大学大学院　循環器内科学分野田中　秀和

宝塚市立病院　消化器内科田中　弘教 神戸市看護大学　専門基礎科学医科学分野谷　知子

阪神リハビリテーション病院　塚本　幸資 兵庫県立はりま姫路総合医療センター　循環
器内科

月城　泰栄

公立八鹿病院　産婦人科津崎　恒明 神戸市立医療センター中央市民病院　消化器
内科

鄭　浩柄

冨田クリニック　消化器内科冨田　周介 神戸大学医学部附属病院　光学医療診療部豊永　高史

明和病院　循環器内科中尾　伸二 中央会　尼崎中央病院　循環器内科中川　彰人

三菱神戸病院　内科中川　貴文 姫路赤十字病院　内科中村　進一郎

西宮市立中央病院　循環器科南都　伸介 明和病院　内科西島　規浩

登録なし　仁科　雅良 兵庫医科大学　内科・肝胆膵科/超音波セン
ター

西村　貴士

兵庫県立がんセンター　腫瘍循環器科野中　顕子 三菱電機三田製作所　健康増進センター則定　加津子

北播磨総合医療センター　脳神経内科濱口　浩敏 半田医院　半田　伸夫

兵庫県立がんセンター　乳腺外科広利　浩一 兵庫県予防医学協会 健診センター　医局深谷　隆

三菱神戸病院　健診センター福岡　陽子 ふくはら乳腺クリニック　福原　稔之

赤穂中央病院　産婦人科福本　悟 兵庫県立がんセンター　消化器外科藤野　泰宏

サルース苦楽園クリニック　穂積　健之 神戸労災病院　循環器内科本多　由佳

前橋内科循環器科医院　内科前橋　延光 まさき内科クリニック　正木　充

西宮渡辺心臓脳血管センター　増山　理 兵庫県立丹波医療センター　内科松本　賢亮

姫路聖マリア病院　消化器肝臓内科的野　智光 関西労災病院　循環器内科真野　敏昭

顕彰会　神戸百年記念病院　循環器内科水口　幸生 神戸健康共和会 東神戸病院　内科水間　美宏

姫路赤十字病院　内科森井　和彦 明和病院　総合健診センター藪内　以和夫

山内内科　山内　創和 神戸大学附属病院　産婦人科山崎　友維

神戸市医師会看護専門学校　外科山本　満雄 弓場医院　内科、循環器内科弓場　雅夫

兵庫県立加古川医療センター　内科尹　聖哲 川西市立総合医療センター　小児科余田　篤

－ 和歌山県 －

和歌山県立医科大学　赤阪　隆史 和歌山県立医科大学　第二内科蘆田　玲子

有田病院　内科伊藤　秀一 和歌山県立医科大学　第二内科北野　雅之

日本赤十字社和歌山医療センター　健康管理
センター

琴浦　肇 NSメディカル・ヘルスケアサービス　産業医学
科

高橋　千都

済生会有田病院　消化器病センター・外科瀧藤　克也 和歌山労災病院　肝臓内科玉井　秀幸

和歌山県立医科大学　循環器内科藤田　澄吾子 誠佑記念病院　循環器内科藤原　節子

和歌山県立医科大学　医学部臨床検査医学
講座附属病院中央検査部

古田　眞智 森下会　森下クリニック　循環器内科森下　昌亮

もりばた医院　内科森畠　康策

－ 鳥取県 －

母と子の長田産科婦人科クリニック　産科婦人
科

伊藤　隆志 日野病院　内科孝田　雅彦
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鳥取大学医学部附属病院　消化器内科杉原　誉明 鳥取県立中央病院　産婦人科高橋　弘幸

鳥取赤十字病院　産婦人科竹内　薫 鳥取生協病院　消化器内科野田　裕之

鳥取大学医学部　産科婦人科原田　崇 鳥取大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科福原　隆宏

鳥取県立厚生病院　産婦人科皆川　幸久 鳥取生協病院　消化器内科宮崎　慎一

鳥取大学　医学部病態情報内科山本　一博

－ 島根県 －

島根大学　循環器内科浅沼　俊彦 大田市国民健康保険仁摩診療所　内科泉　司郎

松江市立病院　循環器内科太田　哲郎 島根大学医学部　内科学講座第二岡　明彦

松江記念病院　健康支援センター香川　幸司 出雲市立総合医療センター　内科佐藤　秀一

島根大学　医学部循環器内科田邊　一明 島根県立大学　看護栄養学部　看護学科秦　幸吉

春木内科クリニック　春木　伸彦 島根大学医学部附属病院　医療安全管理部深見　達弥

島根県立中央病院　肝臓内科三宅　達也 島根大学医学部附属病院　検査部吉冨　裕之

－ 岡山県 －

中国学園大学　現代生活学部赤木　収二 落合病院　内科池田　弘

岡山大学大学院医歯薬総合研究科　機能制
御学講座（循環器内科）

伊藤　浩 川崎医科大学附属病院　内視鏡・超音波セン
ター

今村　祐志

岡山大学病院　消化器内科大西　秀樹 倉敷成人病センター　肝臓病治療センター大元　謙治

国立病院機構岡山医療センター　産婦人科沖本　直輝 川崎医科大学総合医療センター　放射線科金澤　右

岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病
院　消化器内科・肝疾患センター

狩山　和也 岡山済生会総合病院　内科桑木　健志

赤磐医師会病院　内科佐藤　敦彦 倉敷中央病院　消化器内科高畠　弘行

武田病院　内科武田　賢治 せいきょう玉野診療所　内科谷口　英人

岡山大学病院　消化器内科堤　康一郎 岡山大学　循環器内科杜　徳尚

川崎医科大学　産婦人科学中井　祐一郎 川崎医科大学・川崎医科大学総合医療セン
ター　総合外科学・外科

中島　一毅

川崎医科大学　検査診断学畠　二郎 三宅医院　産婦人科秦　利之

岡山済生会総合病院　内科藤井　雅邦 藤井ハートクリニック　藤井　晶子

川崎医科大学総合医療センター　検査診断学
（内視鏡・超音波）

眞部　紀明 倉敷中央病院　循環器内科丸尾　健

国立病院機構岡山医療センター　消化器内科万波　智彦 国立病院機構岡山医療センター　救急科宮地　克維

労働者健康安全機構岡山労災病院　循環器
内科

宗政　充 山成医院　内科・循環器科山成　洋

川崎医科大学　心臓血管外科柚木　靖弘 倉敷成人病センター　ブレストセンター吉川　和明

－ 広島県 －

福山医療センター　循環器内科池田　昌絵 広島大学病院　消化器・代謝内科石井　康隆

広島市立広島市民病院　内科岩堂　昭太 広島大学　大学院医系科学研究科　循環器内
科学

宇都宮　裕人

JR広島病院　循環器内科大下　千景 県立広島病院　循環器内科岡　俊治

寛田クリニック　内科岡本　光師 広島市立北部医療センター安佐市民病院　診
療統括部

加藤　雅也
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済生会広島病院　内科神野　大輔 広島大学病院　消化器・代謝内科河岡　友和

かわごえ循環器内科　循環器科河越　卓司 広島市立市民病院　産科・婦人科関野　和

広島赤十字・原爆病院　総合内科髙木　慎太郎 三原赤十字病院　内科髙田　珠子

広島市民病院　内科詫間　義隆 広島赤十字・原爆病院　産婦人科伊達　健二郎

マツダ病院　糖尿病内科辻　英之 JR広島病院　循環器内科寺川　宏樹

市立三次中央病院　内科濱田　敏秀 県立広島病院　循環器内科日高　貴之

正岡病院　産婦人科正岡　博 広島市立広島市民病院　循環器内科正岡　佳子

庄原同仁病院　産婦人科村尾　文規 広島大学病院　がん化学療法科山内　理海

沼南会　沼隈病院　内科山田　信行 医療法人　社団　明清会　さんさん内科クリニッ
ク　消化器内科

山田　博康

村上記念病院　内科山辺　高司

－ 山口県 －

あいべ内科クリニック　相部　剛 美祢市立病院　内科（循環器系）李　博文

地域医療機能推進機構 徳山中央病院　健康
管理センター/小児科

内田　正志 山口県立総合医療センター　循環器内科奥田　真一

済生会山口総合病院　循環器内科小野　史朗 くにちか内科　循環器・呼吸器クリニック　循環
器内科

國近　英樹

山口大学大学院医学系研究科　消化器内科
学

佐伯　一成 山口県立総合医療センター　産婦人科佐世　正勝

高木内科クリニック　内科・循環器科・呼吸器
科

高木　昭 山口赤十字病院　産婦人科辰村　正人

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

田中　伸明 国立病院機構岩国医療センター　循環器内科田中屋　真智
子

綜合病院山口赤十字病院　産婦人科月原　悟 ふくもと内科・循環器科　循環器科福本　直子

綜合病院山口赤十字病院　循環器内科道重　博行 山口県立総合医療センター　産婦人科三輪　一知郎

むらた循環器内科　村田　和也 山口大学医学部　産科婦人科村田　晋

山口大学医学部附属病院　検査部和田　靖明

－ 徳島県 －

徳島大学病院　超音波センター阿部　美保 東徳島医療センター　循環器内科井内　新

徳島赤十字病院　循環器内科小倉　理代 徳島大学病院　産科婦人科加地　剛

日亜化学工業　総合部門管理本部産業医室河野　和弘 徳島赤十字病院　消化器内科岸　和弘

徳島大学病院　循環器内科楠瀬　賢也 徳島大学大学院　医歯薬学研究部 実践地域
診療・医科学分野 循環器不整脈学

添木　武

徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内
科学・地域総合医療学

曽我部　正弘 徳島大学大学院　医歯薬学研究部　消化器内
科学分野

高山　哲治

燈来会　大久保病院　内科玉木　克佳 徳島大学病院　超音波センター林　修司

徳島赤十字病院　循環器内科細川　忍 馬原医院　循環器内科馬原　啓太郎

末広ひなたクリニック　小児科森　一博 徳島大学大学院医歯薬学研究部　地域循環
器内科学

山田　博胤

－ 香川県 －

香川大学医学部附属病院　総合内科石川　かおり 綾川町国民健康保険陶病院　内科大原　昌樹

地域医療機能推進機構りつりん病院　循環器
内科

大森　浩二 香川県立中央病院　小児科岡本　吉生
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高松赤十字病院　消化器内科小川　力 香川大学医学部　母子科学講座周産期学婦
人科学

金西　賢治

香川県立中央病院　総合診療科高口　浩一 香川県立中央病院　産婦人科高田　雅代

高松赤十字病院　放射線科竹治　励 香川大学医学部附属病院　母子科学講座・周
産期学婦人科学

田中　宏和

香川大学医学部　臨床腫瘍学講座辻　晃仁 さぬき市民病院　産婦人科天雲　千晶

香川大学医学部附属病院　周産期科女性診
療科

新田　絵美子 のざき内科循環器科クリニック　内科野崎　士郎

香川大学医学部　母子科学講座周産期学婦
人科学

花岡　有為子 高松市立みんなの病院　循環器内科藤原　美佳

国立病院機構　四国こどもとおとなの医療セン
ター　総合周産期母子医療センター

前田　和寿 香川大学　医学部総合診療部舛形　尚

高松医療センター　循環器内科水重　克文 香川大学医学部附属病院　周産期科女性診
療科

森　信博

サンフラワーマタニティクリニック　産科婦人科柳原　敏宏 総合病院　回生病院　消化器科渡邊　精四郎

－ 愛媛県 －

愛媛大学医学部　消化器・内分泌・代謝内科
学

阿部　雅則 久和会　立花病院　内科井内　英人

四国中央病院　外科石川　正志 愛媛大学大学院　医学系研究科医学専攻医
療情報学

石原　謙

愛媛大学大学院　循環器・呼吸器・腎高血圧
内科学講座

井上　勝次 浦岡胃腸クリニック　消化器科浦岡　佳子

大洲中央病院　内科大久保　啓二 愛媛県立中央病院　消化器内科大濱　日出子

松山赤十字病院　肝胆膵内科越智　裕紀 愛媛大学医学部附属病院　総合診療科川本　龍一

愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科
学

小泉　洋平 松山まどんな病院　内科神野　亜希子

愛媛大学医学部附属病院　地域医療支援セ
ンター

高田　清式 愛媛県立中央病院　消化器内科多田　藤政

市立宇和島病院　内科藤堂　裕彦 そよかぜ循環器内科・糖尿病内科　循環器内
科・糖尿病内科

中村　陽一

ハートレディースクリニック　西　睦正 愛媛県立中央病院　消化器内科二宮　朋之

住友別子病院　消化器内科萩原　宏明 愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科
学

日浅　陽一

中央病院　消化器内科平岡　淳 愛媛大学　消化器・内分泌・代謝内科学広岡　昌史

愛媛大学　総合健康センター古川　慎哉 住友別子病院　内科・循環器病センター發知　淳子

貞本病院　内科・循環器科本田　俊雄 米本マタニティ クリニック　産婦人科米本　寿志

－ 高知県 －

高知検診クリニック　消化器内科井上　修志 高知医療センター　循環器内科尾原　義和

高知大学　医学部外科学（外科二）講座渡橋　和政 高知大学医学部附属病院　内視鏡診療部耕崎　拓大

高知大学　医学部永井　立平 久会　図南病院　放射線科久　直史

高知医療センター　循環器内科福岡　陽子 土佐市民病院　消化器科松岡　正記

－ 福岡県 －

あきた産科婦人科クリニック　秋田　彰一 池友会　福岡和白病院　循環器科有田　武史

福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　循
環器センター　循環器科

石川　友一 福岡大学　医学部　消化器内科学講座石田　祐介

柳川療育センター　内科石橋　大海 いとう循環器内科クリニック　伊藤　浩司

新古賀病院　産婦人科井上　充 福岡大学筑紫病院　消化器内科植木　敏晴
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久留米大学医療センター　外科内田　信治 久留米大学医学部・医療センター　放射線科内田　政史

福岡山王病院（国際医療福祉大学）　予防医
学センター婦人科検診部

江本　精 飯塚市立病院　外科大堂　雅晴

久留米大学病院　消化器病センター岡部　義信 おだ内科クリニック　内科小田　俊一

産業医科大学　学長室尾辻　豊 公立八女総合病院　消化器内科小野　尚文

北九州市立八幡病院　小児科小野　友輔 北九州市立医療センター　内科河野　聡

共愛会戸畑共立病院　君付　博 福岡市立こども病院　循環器倉岡　彩子

福岡大学病院　産婦人科倉員　正光 大牟田中央病院　外科黒肱　敏彦

久留米大学　医学部内科学講座　消化器内科
部門

黒松　亮子 九州がんセンター　腫瘍循環器科河野　美穂子

福岡大学西新病院　内科河野　靖 天神会　新古賀病院　循環器科古賀　伸彦

福岡大学　医学部薬理学小松　知広 福岡大学　医学部　臨床検査医学小柳　尚子

産業医科大学　産婦人科近藤　恵美 医療法人いたの会 久留米中央病院　内科酒井　輝文

久留米大学　医学部外科学講座医局酒井　久宗 浜の町病院　循環器内科塩見　哲也

高橋内科クリニック　内科・循環器内科・人工
透析

下池　英明 柳川病院　消化器内科菅　偉哉

福岡市立こども病院　産科住江　正大 三井会神代病院　消化器内科高田　晃男

弘恵会　ヨコクラ病院　臨床研究センター・肝臓
内科

田中　正俊 国家公務員共済組合連合会千早病院　内科道免　和文

高邦会　高木病院　放射線科富永　由紀子 九州労災病院　産婦人科西村　和朗

北九州市立医療センター　循環器内科沼口　宏太郎 のぐちクリニック　消化器内科野口　隆義

末次医院　循環器内科野間　充 福岡市立こども病院　産科日高　庸博

聖マリア病院　放射線科平田　展章 ひらの内科クリニック　内科平野　玄竜

九州大学病院　総合周産期母子医療センター藤田　恭之 久留米大学病院　産婦人科堀之内　崇士

真島消化器クリニック　消化器内科真島　康雄 ふくおか公衆衛生推進機構　福岡国際総合健
診センター

松浦　隆志

社会保険田川病院　循環器内科松本　泰治 文佑会　原病院　消化器内科簑田　竜平

福岡歯科大学　診断全身管理学講座　画像診
断学分野

三輪　邦弘 福岡大学健康管理センター　循環器内科森戸　夏美

九州大学大学院医学研究院　保健学部門諸隈　誠一 社会保険田川病院　老年内科山下　信行

福西会病院　消化器外科山下　裕一 横山裕クリニック＋泌尿器科　横山　裕

久留米大学医学部　産婦人科学教室吉里　俊幸 産業医科大学若松病院　産婦人科吉村　和晃

－ 佐賀県 －

文斎会　原田内科医院　内科安東　栄治 佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター大枝　敏

かわぞえ内科クリニック　消化器内科、肝臓内
科

川添　聖治 佐賀大学医学部　循環器内科坂本　佳子

佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター高橋　宏和 済生会唐津病院　循環器科徳島　卓

戸原内科　消化器内科戸原　恵二 うえむら病院　内科馬場　崇徳

－ 長崎県 －

井上病院　内科井上　健一郎 市立大村市民病院　心臓血管外科尾田　毅
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済生会長崎病院　産婦人科河野　通晴 柴田長庚堂病院　内科柴田　英貴

つねとう内科・循環器内科　内科・循環器内科恒任　章 長崎大学病院　産婦人科長谷川　ゆり

社会医療法人長崎記念病院　外科福井　洋 長崎みなとメディカルセンター　産科・婦人科福田　久信

佐世保市総合医療センター　増崎　英明 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　産科
婦人科

三浦　清徳

長崎大学病院　循環器内科南　貴子 春回会　井上病院　循環器科山近　史郎

佐世保市総合医療センター　産婦人科吉田　敦

－ 熊本県 －

くまもと乳腺・胃腸外科病院　乳腺外科稲吉　厚 のむら内科クリニック　消化器内科今村　治男

福田病院　産婦人科印出　佑介 日本赤十字社　熊本健康管理センター　検査
部

大竹　宏治

熊本大学病院　産科婦人科大場　隆 熊本大学附属病院　糖尿病・代謝・内分泌内
科

岡本　有紀子

済生会熊本病院　総合腫瘍科金光　敬一郎 済生会熊本病院　消化器病センター上川　健太郎

熊本大学医学部附属病院　循環器内科／保
健学科

河野　宏明 桜十字八代リハビリテーション病院　内科小島　淳

熊本県済生会　みすみ病院　循環器内科庄野　弘幸 熊本大学病院　消化器内科楢原　智子

御幸病院　LTAC心不全センター西上　和宏 山鹿中央病院　消化器内科廣田　和彦

済生会熊本病院　循環器内科堀端　洋子 済生会熊本病院　心臓血管センター　循環器
内科

前田　美歌

熊本市民病院　循環器科三角　郁夫 みはらライフケアクリニック　内科三原　修一

熊本市立熊本市民病院　産科三好　潤也 熊本大学大学院　生命科学研究部　産科婦人
科

山口　宗影

九州記念病院　消化器外科山根　隆明 熊本総合病院　消化器内科吉松　眞一

熊本赤十字病院　小児外科吉元　和彦

－ 大分県 －

大分県立病院　佐藤　昌司 長門記念病院　放射線科詫摩　真久

野口病院　内科檜垣　直幸 大分大学医学部附属病院　循環器内科福田　智子

野口病院　内科村上　司 社会医療法人　長門記念病院　放射線科森　宣

－ 宮崎県 －

藤元総合病院　放射線科上野　真一郎 宮崎善仁会病院　健診センター・放射線科杜若　幸子

宮崎江南病院　河野　清香 こまき内科　内科小牧　斎

千代田病院　循環器内科戸井田　玲子 宮崎大学医学部附属病院　眼科日髙　貴子

柊山医院　眼科・耳鼻咽喉科柊山　剰 古賀総合病院　心臓血管外科北條　浩

－ 鹿児島県 －

済生会川内病院　内科網屋　俊 天陽会中央病院　消化器内科伊集院　裕康

大隅鹿屋病院　外科井戸　弘毅 いづろ今村病院　循環器内科木佐貫　彰

大隅鹿屋病院　救急部木村　圭一 鹿児島県立大島病院　循環器内科真田　純一

さんのう内科　循環器内科山王　和寿 霧島市立医師会医療センター　消化器内科重田　浩一朗
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鹿児島医療センター　循環器内科髙﨑　州亜 鹿児島大学病院　産科婦人科太崎　友紀子

鹿児島医療センター　循環器内科田中　康博 天陽会中央病院　消化器内科谷口　鎌一郎

鹿児島市立病院　消化器科玉井　努 青仁会　池田病院　循環器内科東福　勝徳

小田代病院　循環器内科巴山　透 ふくおかクリニック　内科・循環器内科福岡　嘉弘

かごしま高岡病院　内科松元　淳 鹿児島医療センター　第１循環器科皆越　真一

徳之島徳洲会病院　産婦人科宮﨑　のどか 鹿児島市立病院　臨床検査部室町　香織

鹿児島大学　心臓血管・高血圧内科学安田　久代 県民健康プラザ鹿屋医療センター　内科・循環
器内科

湯淺　敏典

－ 沖縄県 －

那覇市立病院　内科旭　朝弘 沖縄県立南部医療センター・こども医療セン
ター　外科

上田　真

浦添総合病院　健診センター小島　正久 北上中央病院　泌尿器科菅谷　公男

－ 海外 －

Mackay Base Hospital　Cardiology柴田　宗一 Liege University　循環器内科繼　敏光
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