
50音順（施設名）

施設名 診療科名 責任者氏名

1 愛知医科大学病院 外科学講座血管外科 折本　有貴

2 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院 外科 長尾　俊彦

3 秋田大学医学部附属病院 心臓血管外科 田中　郁信

4 旭川医科大学病院 第一外科 東　信良

5 旭川赤十字病院 心臓血管外科 上山　圭史

6 総合病院　国保旭中央病院 外科 古屋　隆俊

7 愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院 外科 佐伯　悟三

8 医療法人社団　明芳会　板橋中央総合病院 心臓血管外科 数野　圭

9 独立行政法人国立病院機構　岩国医療センター 心臓血管外科 山本　剛

10 岩手県立胆沢病院 外科 玉手　義久

11 岩手県立中央病院 心臓血管外科 小田　克彦

12 NTT東日本札幌病院 心臓血管外科 松﨑　賢司

13 愛媛県立中央病院 心臓外科 一色　真吾

14 王子総合病院 心臓血管外科 牧野　裕

15 大分大学医学部附属病院 心臓血管外科 和田　朋之

16 大阪市立総合医療センター 心臓血管外科 尾藤　康行

17 大阪赤十字病院 心臓血管外科 中山　正吾

18 市立大村市民病院 心臓血管外科 赤岩　圭一

19 岡崎市民病院 心臓血管外科 長谷川　雅彦

20 香川県立中央病院 心臓血管外科 山本　修

21 独立行政法人　国立病院機構　鹿児島医療センター 心臓血管外科 川津　祥和

22 鹿児島大学病院 心臓血管外科・消化器外科 曽我　欣治

23 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター 心臓血管外科 笠島　史成

24 金沢大学附属病院 心臓血管外科 木村　圭一

25 医療法人社団康幸会　かわぐち心臓呼吸器病院 心臓血管外科 金森　太郎

26 川崎医科大学附属病院 心臓血管外科 種本　和雄

27 関西医科大学総合医療センター 外科 駒井　宏好

28 関西医科大学附属病院 胸部心臓血管外科 善甫　宣哉

29 岐阜県総合医療センター 心臓血管外科 森　義雄

30 九州大学病院 消化器・総合外科（第二外科） 古山　正

31 九州大学病院 心臓血管外科 塩瀬　明

32 京都岡本記念病院 心臓血管外科 後藤　智行

33 京都大学医学部附属病院 心臓血管外科 湊谷　謙司

34 杏林大学医学部付属病院 心臓血管外科 細井　温

35 熊本赤十字病院 心臓血管外科 鈴木　龍介

36 独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 心臓血管外科 森山　周二

37 久留米大学病院 心臓血管外科 廣松　伸一

38 医療法人　光晴会病院 心臓血管外科 古賀　清和

39 国立循環器病研究センター 心臓血管外科 松田　均

40 福岡県済生会福岡総合病院 外科 伊東　啓行

41 福岡県済生会八幡総合病院 外科 郡谷　篤史

42 恩賜財団　済生会横浜市東部病院 血管外科 下河原　達也

43 埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科 吉武　明弘

44 埼玉医科大学総合医療センター 血管外科 出口　順夫

45 地方独立行政法人埼玉県立病院機構　埼玉県立循環器・呼吸器病センター 心臓血管外科 墨　誠
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46 札幌医科大学附属病院 第二外科 川原田　修義

47 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院 心臓血管外科 大谷　則史

48 医療法人　札幌ハートセンター　札幌心臓血管クリニック 心臓血管外科 光島　隆二

49 静岡市立静岡病院 心臓血管外科 三岡　博

50 日本赤十字社静岡県支部　静岡赤十字病院 心臓血管外科 新谷　恒弘

51 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科 山口　敦司

52 島根県立中央病院 心臓血管外科 上平　聡

53 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 外科 磯貝　尚子

54 市立函館病院 心臓血管外科 新垣　正美

55 国立大学法人　信州大学医学部附属病院 心臓血管外科 和田　有子

56 社会医療法人社団十全会　心臓病センター榊原病院 心臓血管外科 吉鷹　秀範

57 新百合ヶ丘総合病院 外科 金子　健二郎

58 社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院聖隷浜松病院 心臓血管外科 杉村 真子 （診療支援室）

59 財団法人厚生会仙台厚生病院 心臓血管外科 畑＆神田

60 仙台市立病院 心臓血管外科 渡辺　徹雄

61 筑波記念病院 心臓血管外科 末松　義弘

62 筑波大学附属病院 心臓血管外科 平松　祐司

63 総合病院土浦協同病院 血管外科 内山　英俊

64 公益財団法人天理よろづ相談所病院 心臓血管外科 岩倉　篤

65 東京医科大学病院 心臓血管外科 荻野　均

66 東京医科歯科大学医学部附属病院 血管外科 工藤　敏文

67 東京医科大学八王子医療センター 心臓血管外科 赤坂　純逸

68 東京慈恵会医科大学附属病院 血管外科 大木　隆生

69 学校法人慈恵大学　東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科 戸谷　直樹

70 東京大学医学部附属病院 血管外科 保科　克行

71 東北大学病院 移植・再建・内視鏡外科 赤松　大二朗

72 戸田中央総合病院 心臓血管外科 横山　泰孝

73 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会　済生会宇都宮病院 心臓血管外科 橋詰　賢一

74 学校法人獨協学園　獨協医科大学病院 心臓・血管外科 福田　宏嗣

75 鳥取県立厚生病院 外科 西村　謙吾

76 富山県立中央病院 心臓血管外科 外川 正海

77 東京都立多摩総合医療センター 外科 保坂　晃弘

78 長野赤十字病院 心臓血管外科 高野　環

79 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 心臓血管外科 水野　明宏

80 名古屋大学医学部附属病院 血管外科 古森　公浩

81 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科 戸田　雅子 (治験センター)

82 名寄市立総合病院 心臓血管外科 眞岸　克明

83 新潟大学医歯学総合病院 第二外科 岡本　竹司

84 学校法人日本医科大学　日本医科大学千葉北総病院 心臓血管外科 藤井　正大

85 榊原記念病院 末梢血管外科 新本 春夫

86 日本大学医学部附属　板橋病院 血管外科 前田　英明

87 八戸市立市民病院 心臓血管外科 河原井　駿一

88 国立大学法人浜松医科大学　浜松医科大学医学部附属病院 血管外科 犬塚　和徳

89 国立大学法人浜松医科大学　浜松医科大学医学部附属病院 心臓血管外科 椎谷　紀彦

90 浜松医療センター 心臓血管外科 山本　尚人
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91 兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科 野村　佳克

92 弘前大学医学部附属病院 呼吸器外科・心臓血管外科 近藤　慎浩

93 独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター 心臓血管外科 佐藤　克敏

94 広島大学病院 心臓血管外科 髙橋　信也

95 福岡大学病院 心臓血管外科 和田　秀一

96 医療法人　徳洲会　福岡徳洲会病院 心臓血管外科 諸隈　宏之

97 独立行政法人国立病院機構　福岡東医療センター 外科 隈　宗晴

98 福岡和白病院 心臓血管外科 手島　英一

99 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 心臓血管外科 横山　斉

100 福山市民病院 心臓血管外科 喜岡　幸央

101 国立病院機構北海道医療センター 心臓血管外科 川崎　正和

102 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院 心臓血管外科 大堀　俊介

103 北海道大学病院 循環器外科 若狭　哲

104 松山赤十字病院 外科、呼吸器外科、心臓血管外科 山岡　輝年

105 宮崎大学医学部附属病院 第二外科 古川　貢之

106 国立大学法人山形大学医学部附属病院 外科学第二講座 内田  徹郎

107 山口県済生会下関総合病院 心臓血管外科 池田　宜孝

108 山口県立総合医療センター 外科 山下　修

109 山口大学医学部附属病院 第一外科 森景　則保

110 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター外科 内田　敬二

111 和歌山県立医科大学附属病院 心臓血管外科 西村　好晴


