
【ア行】 相澤 卓範 【サ行】 齋藤 惇平 【ナ行】 内藤 千裕 【マ行】 前垣 雅治

青木 良太 阪井 諭史 中井 健仁 牧元 久樹

青山 大雪 坂間 晋 中川 敬太 間瀬 浩

秋津 克哉 佐々木 渉 中川 陽一郎 松井 優子

浅見 雅子 佐藤 泰貴 仲宗根 和孝 松田 淳

雨宮 未季 佐藤 慶和 中逵 賢一 松永 紘

新井 智之 佐橋 勇紀 永野 兼也 松村 雄

荒木 将裕 志貴 祐一郎 中村 俊宏 松本 和久

安徳 喜文 重松 達哉 中村 友哉 松本 紘毅

飯塚 貴士 下條 将史 中山 由衣 間宮 慶太

石倉 正大 鈴木 啓資 成川 雅俊 三木 知紀

石田 祐司 鈴木 雄也 西成田 亮 宮澤 宏幸

伊藤 美和 須知 太郎 西脇 修司 宮田 紳治朗

井上 創輝 【タ行】 髙田 卓磨 禰津 俊介 三山 寛司

猪口 孝一郎 髙田 剛史 野寺 穣 宮前 貴一

入江 圭 高田 康之 【ハ行】 萩原 光 宮本 真和

岩井 慎介 髙橋 怜嗣 橋本 治 向井 萌

岩﨑 司 髙橋 広季 長谷川 瞬 毛利 崇人

浮田 康平 高橋 正雄 長谷川 聡史 森瀬 昌裕

臼田 圭佑 高原 宏之 長谷川 祐紀 諸沢 薦

江口 智也 高平 青洋 畠 信哉 【ヤ行】 柳下 知哉

太田 昌樹 田代 晴生 蜂須賀 誠人 矢冨 敦亮

太田 真之 橘 伸一 服部 正幸 矢野 健介

大坪 豊和 立石 遼 林 高大 矢部 顕人

岡田 真人 田中 宗和 早野 護 山上 新太郎

尾竹 範朗 田辺 慶司 原 聡史 山岸 靖宜

小津 賢太郎 田畑 裕章 原口 裕美子 山口 純司

【カ行】 片桐 有一 玉置 俊介 樋口 基明 山口 由明

加藤 真理奈 茶谷 龍己 樋熊 拓未 山口 遼

金井 美和 塚原 慧太 平井 香衣子 山下 健太郎

鎌田 塁 津島 龍 平松 孝嗣 山下 皓正

川原 勇成 辻本 大起 廣上 潤 山田 隆史

康 憲史 津曲 保彰 廣木 次郎 山中 多聞

北井 敬之 時岡 紗由理 廣延 直也 山本 恭子

北川 善之 利根川 玲奈 福田 昌和 山本 佑

木村 光輝 友森 俊介 福原 英二 横山 正明

楠目 宝大 外山 佑一 藤田 一允 横山 靖浩

黒田 俊介 古屋 貴宏 吉野 充

小池 俊晴 干場 泰成 吉元 一成

小池 直樹 本谷 光咲子 吉本 大祐

河野 裕之 【ワ行】 和田 遼

小松 雄樹 以上 160名

2022年10月1日発表

　第10回（2022年）　学会認定不整脈専門医　審査合格者　名簿　（160名）


