
第3期評議員一覧（334名） ※敬称略

氏名

所属領域

（CE:臨床工学技士）

（CT：臨床検査技師）

（Ns:看護師）

所属先

北海道 鵜野 起久也 内科 禎心会札幌北口クリニック不整脈科

12名 遠田 賢治 内科 北斗病院循環器内科

川村 祐一郎 内科 旭川医科大学保健管理センター

佐藤 実 内科 国立病院機構　北海道医療センター循環器内科

田邊 康子 内科 旭川医科大学附属病院内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学

横式 尚司 内科 市立札幌病院循環器内科

四倉 昭彦 内科 北光記念病院循環器科

渡邉 昌也 内科 北海道大学病院循環器内科

大谷 則史 外科 札幌禎心会病院心臓血管外科

泉 岳 小児科 北海道大学病院小児科

柴田 正慶
メディカルプロフェッショナル

(CE)
社会医療法人 北海道循環器病院診療技術部臨床検査科

光石 純子
メディカルプロフェッショナル

(Ns）
カレスサッポロ　北光記念病院ICD/ペースメーカーセンター

東北 阿部 芳久 内科 市立秋田総合病院循環器内科

14名 池田 こずえ 内科 篠田総合病院循環器科

大和田 真玄 内科 岩手医科大学内科学講座循環器内科分野

木村 正臣 内科 弘前大学大学院医学研究科不整脈先進治療学講座

熊谷 浩司 内科 東北医科薬科大学病院内科学第一講座

小松 隆 内科 岩手医科大学内科学講座循環器内科分野

佐々木 真吾 内科 弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座

武田 寛人 内科 (財)太田綜合病院附属太田西ノ内病院循環器科

寺田 健 内科 秋田大学医学部附属病院循環器内科

福井 昭男 内科 山形県立中央病院循環器内科

三橋 武司 内科 星総合病院循環器内科

八木 哲夫 内科 仙台市立病院循環器科

一戸 香都江
メディカルプロフェッショナル

(CT)
青森慈恵会病院臨床検査科

渡辺 智美
メディカルプロフェッショナル

(CT)
地方独立行政法人市立秋田総合病院臨床検査科

関東甲信越 相澤 義泰 内科 国際医療福祉大学成田病院循環器内科

155名 浅川 哲也 内科 山梨厚生病院循環器内科

浅野 拓 内科 昭和大学 藤が丘病院循環器内科

畔上 幸司 内科 新百合ヶ丘総合病院循環器内科

五十嵐 都 内科 筑波大学医学医療系 循環器内科

池田 隆徳 内科 東邦大学大学院医学研究科循環器内科学
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池田 礼史 内科 埼玉医科大学国際医療センター心臓内科

石川 利之 内科 横浜市立大学附属病院循環器内科

伊藤 啓之 内科 昭和大学門医学部内科学講座循環器内科学部門

稲葉 理 内科 さいたま赤十字病院循環器内科

今井 靖 内科 自治医科大学循環器内科学部門・臨床薬理学部門

岩佐 篤 内科 新東京病院心臓内科不整脈部門

岩崎 雄樹 内科 日本医科大学循環器内科

上野 亮 内科 東海大学医学部付属八王子病院循環器内科

江島 浩一郎 内科 東京女子医科大学循環器内科

円城寺 由久 内科 葛西昌医会病院心臓血管センター不整脈診療部

大久保 健史 内科 横須賀共済病院循環器ｾﾝﾀｰ内科

大塚 崇之 内科 心臓血管研究所附属病院

大友 建一郎 内科 青梅市立総合病院循環器内科

岡田 綾子 内科 信州大学付属病院循環器内科

岡野 喜史 内科 公益社団法人東京都保健医療公社大久保病院循環器内科

奥村 恭男 内科 日本大学医学部附属板橋病院

小田切 史徳 内科 順天堂大学医学部附属浦安病院循環器内科

小貫 龍也 内科 昭和大学病院循環器内科

加藤 律史 内科 埼玉医科大学国際医療センター心臓内科

金古 善明 内科 群馬大学大学院医学系研究科循環器内科学分野

川端 美穂子 内科 AOI国際病院不整脈先端治療センター

河村 光晴 内科 昭和大学医学部内科学講座　循環器内科学部門

菊地 美和 内科 昭和大学 江東豊洲病院循環器内科

木下　利雄 内科 東邦大学医学部内科学講座循環器内科学分野

木村 裕一郎 内科 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

久佐 茂樹 内科 土浦協同病院循環器内科

栗田 康生 内科 国際医療福祉大学大学院

黒木 健志 内科 筑波大学病院循環器内科

桑原 大志 内科 東京ハートリズムクリニック循環器センター

慶田 毅彦 内科 社会福祉法人仁生社江戸川病院

合屋 雅彦 内科 東京医科歯科大学循環器内科

小谷 英太郎 内科 日本医科大学多摩永山病院内科・循環器内科

後藤 貢士 内科 群馬県立心臓血管センター循環器内科
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小和瀬 晋弥 内科 横浜労災病院不整脈科

近藤 祐介 内科 千葉大学大学院医学研究院 不整脈先端治療学

佐々木 毅 内科 国立病院機構災害医療センター循環器内科

笹野 哲郎 内科 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科循環制御内科学

佐藤　俊明 内科 杏林大学 医学部 不整脈先進治療学研究講座

里見 和浩 内科 東京医科大学病院循環器内科

志賀 剛 内科 東京慈恵会医科大学臨床薬理学

清水 渉 内科 日本医科大学内科学（循環器内科学）

庄田 守男 内科 東京女子医科大学循環器内科

須賀 幾 内科 医療法人 須賀医院

鈴木 信也 内科 心臓血管研究所付属病院循環器内科

鈴木 誠 内科 横浜南共済病院循環器内科

関口 幸夫 内科 霞ヶ浦医療センター循環器内科

副島 京子 内科 杏林大学医学部循環器内科

曽原 寛 内科 湘南東部総合病院・循環器内科・不整脈センター

田尾 進 内科 東京医科歯科大学医学部附属病院循環器内科

高月 誠司 内科 慶應義塾大学医学部循環器内科

高橋 淳 内科 横須賀共済病院循環器内科

高橋 良英 内科 東京医科歯科大学 医学部附属病院循環器内科

滝川 正晃 内科 東京医科歯科大学循環器科先進不整脈研究科

竹中 創 内科 イムス葛飾ハートセンター 循環器内科

田中 泰章 内科 横須賀共済病院循環器ｾﾝﾀｰ内科

谷本 耕司郎 内科 独立行政法人国立病院機構東京医療センター循環器内科

丹野 郁 内科 昭和大学江東豊洲病院循環器ｾﾝﾀｰ循環器内科学部門

池主 雅臣 内科 新潟大学医学部保健学科

坪井 一平 内科 日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科

戸叶 隆司 内科 順天堂大学医学部附属浦安病院循環器内科

徳田 道史 内科 東京慈恵会医科大学付属病院循環器内科

富田 威 内科 北ｱﾙﾌﾟｽ医療ｾﾝﾀｰあづみ病院循環器内科

内藤 滋人 内科 群馬県立心臓血管センター循環器内科

中井 俊子 内科 日本大学医学部内科学系先端不整脈治療学分野

永嶋 孝一 内科 日本大学医学部附属板橋病院循環器内科

長瀬 宇彦 内科
公益財団法人　日本心臓血圧研究振興会付属　榊原記念病院循

環器内科
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永田 恭敏 内科 武蔵野赤十字病院循環器科

中野 正博 内科 千葉大学大学院医学研究院不整脈先端治療学

中原 志朗 内科 獨協医科大学埼玉医療センター循環器内科

中村 啓二郎 内科 東邦大学医療センター大橋病院循環器内科

中村 紘規 内科 群馬県立心臓血管ｾﾝﾀｰ循環器内科

中村 知史 内科 武蔵野赤十字病院循環器科

中村 浩章 内科 聖路加国際病院循環器内科

西山 信大 内科 虎の門病院循環器センター内科

新田 順一 内科 榊原記念病院循環器内科

庭野 慎一 内科 北里大学医学部循環器内科学

萩原 誠久 内科 東京女子医科大学循環器内科

橋本 賢一 内科 防衛医科大学校病院 総合臨床部

籏 義仁 内科 国際医療福祉大学成田病院小児科成人先天性心疾患センター

蜂谷 仁 内科 土浦協同病院循環器センター 内科

林 英守 内科 順天堂大学医学部附属順天堂医院循環器内科

林 洋史 内科 日本医科大学付属病院循環器内科

林 明聡 内科 日本医科大学循環器内科

原田 智雄 内科 聖マリアンナ医科大学循環器内科

樋口 晃司 内科 平塚共済病院循環器科

深水 誠二 内科 都立広尾病院循環器科

深谷 英平 内科 北里大学医学部循環器内科学

福田 浩二 内科 国際医療福祉大学病院　不整脈センター

藤生 克仁 内科 東京大学医学部附属病院循環器内科

藤野 紀之 内科 東邦大学医療センター大森病院循環器内科

古嶋 博司 内科 ふるしまクリニック

北條 林太郎 内科 東京都立広尾病院循環器科

保坂 幸男 内科 新潟市民病院循環器科

細田 順也 内科 横浜市立大学附属病院循環器内科

増田 慶太 内科 横浜労災病院不整脈科

松尾 征一郎 内科 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター循環器内科

松下 浩平 内科 産業振興ｾﾝﾀｰ診療所

松本 克己 内科 グッドハートクリニック

丸山 光紀 内科 日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科
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水上 暁 内科 亀田総合病院循環器内科

箕浦 慶乃 内科 東京労災病院 健康診断部

宮内 靖史 内科 日本医科大学千葉北総病院　循環器内科

宮永 哲 内科 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科

宗次 裕美 内科 昭和大学医学部内科学講座循環器内科部門

村田 広茂 内科 日本医科大学付属病院循環器内科

森田 典成 内科 東海大学医学部付属八王子病院循環器内科

柳下 敦彦 内科 東海大学医学部付属病院循環器内科

矢崎 義直 内科 東京医科大学病院循環器内科

八島 正明 内科 日本医科大学内科学（循環期内科学）

山崎 浩 内科 筑波大学附属病院循環器内科

山下 省吾 内科 東京慈恵会医科大学付属病院循環器内科

山下 武志 内科 （財）心臓血管研究所

山根 禎一 内科 東京慈恵会医科大学循環器内科

山本 哲平 内科 日本医科大学循環器内科

湯澤 ひとみ 内科 社会福祉法人三井記念病院循環器内科

横山 勝章 内科 日本大学病院循環器科

横山 泰廣 内科 聖路加国際病院循環器内科

吉岡 公一郎 内科 東海大学病院内科学系循環器内科

吉田 健太郎 内科 茨城県立中央病院循環器内科

淀川 顕司 内科 日本医科大学循環器内科

渡辺 重行 内科
筑波大学附属病院水戸地域医療教育ｾﾝﾀｰ水戸協同病院 循環器

科

渡辺 則和 内科 関東労災病院循環器内科

石井 庸介 外科 日本医科大学心臓血管外科

國原 孝 外科 東京慈恵会医科大学心臓外科学講座

坂本 俊一郎 外科 日本医科大学付属病院心臓血管外科

芝田 匡史 外科 日本医科大学付属病院心臓血管外科

須藤 恭一 外科 南大和病院循環器科心臓血管外科

別所 竜蔵 外科 日本医科大学千葉北総病院心臓血管外科

宮城 泰雄 外科 日本医科大学第二外科

岩本 眞理 小児科 済生会横浜市東部病院　こどもセンター総合小児科

竹内 大二 小児科 東京女子医科大学病院循環器小児科

立野 滋 小児科 千葉市立海浜病院小児科
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豊原 啓子 小児科 東京女子医科大学循環器小児科

堀米 仁志 小児科 筑波大学医学医療系 小児科

杉山 篤 基礎医学 東邦大学医学部薬理学講座

古川 哲史 基礎医学 東京医科歯科大学難治疾患研究所・生体情報薬理学

松本 直樹 基礎医学 聖マリアンナ医科大学薬理学

松山 高明 基礎医学 昭和大学医学部法医学講座

山崎 正俊 基礎医学 東京大学大学院工学系研究科医療福祉工学開発評価センター

黒田 輝 医工学 東海大学情報理工学部 情報科学科

佐久間 一郎 医工学
東京大学大学院工学系研究科附属医療福祉工学開発評価研究

ｾﾝﾀｰ

石崎 一穂
メディカルプロフェッショナル

(CT)
社会福祉法人　三井記念病院臨床検査部臨床検査部

梅津 努
メディカルプロフェッショナル

(Ns)
筑波大学医学医療センター　循環器内科

大月 幸恵
メディカルプロフェッショナル

(Ns)
JA長野厚生連 北アルプス医療センター あづみ病院看護部

小澤 あい
メディカルプロフェッショナル

(Ns)
医療法人社団 永澤滋夫記念会 永沢クリニック循環器内科

鈴木 健一
メディカルプロフェッショナル

(CE)
日本医科大学付属病院ME部

縮 恭一
メディカルプロフェッショナル

(CE)
筑波大学附属病院医療機器管理センター

中嶋 勉
メディカルプロフェッショナル

(CE)
群馬県立心臓血管センター技術部臨床工学課

前田 明子
メディカルプロフェッショナル

(Ns)
杏林大学医学部　循環器内科学

東海・北陸 浅井 徹 内科 一宮市立市民病院循環器内科

35名 因田 恭也 内科 名古屋大学医学部循環器内科

臼田 和生 内科 富山県立中央病院循環器内科

小鹿野 道雄 内科 静岡医療センター循環器科

長内 宏之 内科 公立陶生病院循環器内科

笠井 篤信 内科 伊勢赤十字病院循環器内科

笠巻 祐二 内科 金沢医科大学氷見市民病院総合診療科

片岡 直也 内科 富山大学第二内科

加藤 千雄 内科 名古屋徳洲会総合病院循環器内科

加藤 武史 内科 金沢大学医学部附属病院循環器内科

阪上 学 内科 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター循環器内科

鈴木 靖司 内科 愛知医科大学循環器内科

祖父江 嘉洋 内科 藤田医科大学　ばんたね病院循環器内科

夛田 浩 内科 福井大学 医学部病態制御医学講座循環器内科学

成瀬 代士久 内科 浜松医科大学内科学第三講座
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長谷川 奏恵 内科 福井大学循環器内科

長谷部 秀幸 内科 静岡済生会総合病院不整脈科

林 研至 内科 金沢大学大学院医学系研究科循環器内科学

原田 将英 内科 藤田医科大学循環器内科

藤井 英太郎 内科 名張市立病院循環器内科

古荘 浩司 内科 石川県立中央病院循環器内科

宮崎 晋介 内科 福井大学循環器内科

村上 善正 内科 名古屋市立東部医療ｾﾝﾀｰ循環器内科

森島 逸郎 内科 大垣市民病院循環器内科

柳澤 哲 内科 名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科

吉田 幸彦 内科 名古屋第二赤十字病院循環器センター内科

渡邉 英一 内科 藤田医科大学ばんたね病院循環器内科

成田 裕司 外科 名古屋大学医学部附属病院心臓外科

中井 真尚 外科 静岡市立静岡病院心臓血管外科

宮崎 文 小児科 静岡県立総合病院 移行医療部成人先天性心疾患科

芳本 潤 小児科 静岡県立こども病院循環器科

本荘 晴朗 基礎医学 トヨタ車体健康推進部

一柳 宏
メディカルプロフェッショナル

(CE)
名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部

内田 文也
メディカルプロフェッショナル

(CE)
三重ハートセンター診療支援部

辻井 正人
メディカルプロフェッショナル

(CT)
医療法人　三重ハートセンター診療支援部　臨床検査科

近畿 相庭 武司 内科 国立循環器病研究センター心臓血管内科・不整脈科臨床検査部

51名 赤尾 昌治 内科 国立病院機構京都医療センター循環器内科

芦原 貴司 内科 滋賀医科大学情報総合センター・医療情報部・循環器内科

天谷 直貴 内科 彦根市立病院 循環器内科

石橋 耕平 内科 国立循環器病研究センター心臓血管内科部門不整脈科

井上 耕一 内科 桜橋渡辺病院心臓血管センター不整脈科

井上 優子 内科 国立循環器病研究センター心臓血管内科

大野 聖子 内科 国立循環器病研究センター分子生物学部

岡嶋 克則 内科 加古川中央市民病院循環器内科

奥山 裕司 内科 おくやまクリニック

小澤 友哉 内科 滋賀医科大学附属病院循環器内科

貝谷 和昭 内科 大津赤十字病院循環器内科

鎌倉 令 内科 国立循環器病研究センター心臓血管内科
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木内 邦彦 内科 神戸大学大学院医学研究科内科学講座循環器内科学

草野 研吾 内科 国立循環器病研究センター心臓血管内科部門

栗田 隆志 内科 近畿大学病院心臓血管センター

黒井 章央 内科 和歌山県立医科大学循環器内科

黒飛 俊哉 内科 なんば　くろとびハートクリニック

小堀 敦志 内科 神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科

静田 聡 内科 京都大学医学部附属病院循環器内科

清水 宏紀 内科 甲南医療センター循環器科

妹尾 恵太郎 内科 京都府立医科大学不整脈先進医療学講座

高木 雅彦 内科 関西医科大学総合医療センター不整脈治療センター

中島 健三郎 内科 国立循環器病研究ｾﾝﾀｰ心臓内科

永瀬 聡 内科 国立循環器病研究センター心臓血管内科部門不整脈科

野田 崇 内科 国立循環器病研究センター心臓血管内科

福沢 公二 内科 神戸大学医学部付属病院循環器内科不整脈先端治療学部門

増田 正晴 内科 関西労災病院心臓血管センター

松井 由美恵 内科 大阪府済生会泉尾病院循環器内科

水野 裕八 内科 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学

南口 仁 内科 大阪警察病院循環器内科

峰 隆直 内科 兵庫医科大学循環器内科

宮本 康二 内科 国立循環器病研究センター心臓血管内科

安岡 良文 内科 近畿大学医学部附属病院循環器内科

山形 研一郎 内科 国立循環器病研究センター心臓血管内科

山城 荒平 内科 愛仁会高槻病院不整脈センター

山田 貴之 内科 高石藤井心臓血管病院心臓血管センター

綿貫 正人 内科 市立長浜病院循環器科

光野 正孝 外科 友紘会総合病院心臓血管外科

森本 大成 外科 大阪医科大学外科学講座胸部外科

加藤 愛章 小児科 国立循環器病研究センター小児循環器診療部

鈴木 嗣敏 小児科 大阪市立総合医療センター小児不整脈科

高見 充 基礎医学 神戸大学医学部附属病院循環器内科

蒔田 直昌 基礎医学 国立循環器病研究センター研究所創薬オミックス解析センター

森島 真幸 基礎医学 近畿大学農学部食品栄養学科公衆栄養学研究室

李 鍾國 基礎医学 大阪大学大学院医学系研究科心血管再生医学共同研究講座
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所属先

石川 泰輔 獣医学 国立循環器病研究センター創薬オミックス解析センター

植田 隆介
メディカルプロフェッショナル

(CE)
近畿大学奈良病院 臨床工学部

柴田 幸美
メディカルプロフェッショナル

(CE)
近畿大学医学部附属病院臨床工学部

服部 和子
メディカルプロフェッショナル

(Ns)
国立循環器病研究センター看護部

山崎 正之
メディカルプロフェッショナル

(CT)
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会中津病院検査技術部

中国・四国 伊藤 英樹 内科 広島大学病院医療安全管理部

25名 井上 義明 内科 松江赤十字病院循環器内科

上山 剛 内科 山口県立総合医療センター循環器内科

小田 登 内科 広島市立安佐市民病院循環器内科

金本 将司 内科 済生会山口総合病院循環器科

末成 和義 内科 広島市立広島市民病院循環器内科

添木 武 内科 徳島大学（大学院医歯薬学研究部）循環器内科学

飛梅 威 内科 徳島大学病院循環器内科

永井 啓行 内科 愛媛大学大学院循環器・呼吸器・腎高血圧内科

中川 晃志 内科 岡山大学病院循環器内科

中野 由紀子 内科 広島大学病院循環器内科

西井 伸洋 内科 岡山大学大学院医歯学総合研究科循環器内科

西角 彰良 内科 香川県立白鳥病院循環器内科

原 幹 内科 東広島医療センター循環器科

森田 宏 内科 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科

山田 忠克 内科 愛媛県立中央病院循環器内科

山本 克人 内科 高知医療センター循環器内科

吉賀 康裕 内科 山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学講座

渡邊 敦之 内科 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科

今井 克彦 外科 呉医療センター･中国がんセンター心臓血管外科

久留 一郎 基礎医学 鳥取大学大学院再生医療学

三明 淳一朗 基礎医学 鳥取大学医学部病態解析医学講座薬理学・薬物療法学分野

菅 令子
メディカルプロフェッショナル

(Ns)
鳥取県立中央病院看護局

高橋 勝行
メディカルプロフェッショナル

(CT)
藤井ハートクリニック検査技術

船津 由美子
メディカルプロフェッショナル

(Ns)
医療法人心和会船津内科医院

九州・沖縄 足利 敬一 内科 宮崎市郡医師会病院循環器内科

40名 安部 一太郎 内科 大分大学医学部付属病院循環器内科･臨床検査診断学講座

9



第3期評議員一覧（334名） ※敬称略

氏名

所属領域

（CE:臨床工学技士）

（CT：臨床検査技師）

（Ns:看護師）

所属先

安部 治彦 内科 産業医科大学医学部不整脈先端治療学

大江 学治 内科 産業医科大学病院循環器・腎臓内科

大江 征嗣 内科 久留米大学病院内科学講座心臓・血管内科部門

小川 正浩 内科 福岡大学病院循環器内科

荻ノ沢 泰司 内科 産業医科大学第二内科学

菊池 幹 内科 独立行政法人 地域医療機能推進機構九州病院内科

熊谷 浩一郎 内科 福岡山王病院ハートリズムセンター

河野 律子 内科 産業医科大学医学部不整脈先端治療学

古山 准二郎 内科 済生会熊本病院　心臓血管センター　循環器内科

近藤 秀和 内科 大分大学医学部附属病院循環器内科・臨床検査診断学講座

坂本 和生 内科 九州大学病院

定永 恒明 内科 医療法人財団　聖十字会　聖ヶ塔病院

篠原 徹二 内科 大分大学医学部循環器内科

園田 浩一朗 内科 佐世保市総合医療センター循環器内科

高橋 尚彦 内科 大分大学医学部循環器内科･臨床検査診断学講座

武居 明日美 内科 長崎大学病院循環器内科

竹本 真生 内科 製鉄記念八幡病院循環器内科

田上 和幸 内科 米盛病院循環器内科

遠山 英子 内科 福岡山王病院ハートリズムセンター

中川 幹子 内科 大分大学医学部医学教育センター

永島 道雄 内科 小倉記念病院　循環器科

中村 俊博 内科 国立病院機構九州医療センター循環器内科

林 克英 内科 済生会熊本病院循環器内科

比嘉 聡 内科 牧港中央病院循環器内科

廣島 謙一 内科 小倉記念病院循環器科

福井 暁 内科 大分大学医学部附属病院循環器内科・臨床検査診断学講座

向井 靖 内科 福岡赤十字病院循環器内科

山口 尊則 内科 佐賀大学医学部先進不整脈治療学講座

山部 浩茂 内科 新古賀病院循環器内科

脇坂 収 内科 大分岡病院心血管センター　循環器内科

内田 孝之 外科 麻生飯塚病院心臓血管外科

牛ノ濱 大也 小児科 大濠こどもクリニック

柳（石原） 圭子 基礎医学 久留米大学医学部生理学講座　統合自律機能部門

10



第3期評議員一覧（334名） ※敬称略

氏名

所属領域

（CE:臨床工学技士）

（CT：臨床検査技師）

（Ns:看護師）

所属先

小野 克重 基礎医学 大分大学医学部病態生理学

辻 幸臣 基礎医学 長崎大学医歯薬学総合研究科内臓機能生理学

堺 美郎
メディカルプロフェッショナル

(CE)
済生会熊本病院臨床工学部門

丹生 治司
メディカルプロフェッショナル

(CE)
小倉記念病院検査技師部

前川 正樹
メディカルプロフェッショナル

(CE)
おもと会 大浜第一病院診療技術部 臨床工学科

その他（海外） 中川 博 内科
Cleveland Clinic   Department of Cardiovascular

Medicine

2名 山田 功 内科 アラバマ大学　（愛知県立循環器呼吸器病センター）

所属領域別候補者数 内科 266

外科 14

小児科 11

基礎医学 15

獣医学 1

医工学 2

メディカルプロフェッショナル 25

334
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