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※公開を希望しない認定医を除く

相川 潔 名古屋血管外科クリニック 血管外科
相川 志都 筑波メディカルセンター病院 心臓血管外科
饗場 正宏 戸塚共立第2病院 心臓血管外科
青木 賢治 新潟市民病院 心臓血管外科
青木 貴徳 静和記念病院 外科
青木 智之 昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科
青木 雅一 松本協立病院 心臓血管外科
青木 佑平 JA静岡厚生連遠州病院 外科
青栁 幸彦 済生会唐津病院 外科
青柳 慶憲 新横浜美容外科血管外科クリニック 血管外科
青山 孝信 大阪市立総合医療センター 心臓血管外科
阿賀 健一郎 横浜南共済病院 心臓血管外科
赤井 隆文 東京大学医学部附属病院 血管外科
赤岩 圭一 市立大村市民病院 心臓血管外科
赤木 大輔 川崎医科大学附属病院 心臓血管外科
明石 興彦 JCHO東京山手メディカルセンター 心臓血管外科
明石 英俊 社会医療法人共愛会戸畑共立病院 血管外科
赤田 徹弥 JR仙台病院 外科
赤羽根 健太郎 仙台市立病院 心臓血管外科
秋 顕 アキ循環器・血管外科クリニック 血管外科
秋田 作夢 国立国際医療研究センター国府台病院 心臓血管外科
秋葉 力 金沢ウェルネスクリニック
秋山 芳伸 国家公務員共済組合連合会立川病院 外科
秋好 沢林 湘南平塚下肢静脈瘤クリニック 慶応義塾大学・血管外科
日外 知行 恒昭会藍野病院 外科
阿久津 博彦 行徳総合病院 心臓血管外科
浅川 紀子 明理会中央総合病院 血管外科
朝戸 信行 金沢大学 放射線科
淺野 数男 独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター 放射線科・IVRセンター
朝野 直城 獨協医科大学埼玉医療センター 心臓血管外科
浅野 満 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 心臓血管外科
東 亮太 北海道大学病院 循環器・呼吸器外科
安宅 啓二 一般財団法人　住友病院 心臓血管外科
安達 憲一郎 湘南中央クリニック 院長
安達 晃一 横須賀市立うわまち病院 心臓血管外科
熱田 義顕 札幌北楡病院 外科
姉川 朋行 久留米大学病院 外科
阿部 曉人 獨協医科大学 第二外科
阿部 寛政 心臓・血圧満天クリニック 血管外科
阿部 吉伸 湘南AGAクリニック西新宿院 内科
阿保 義久 北青山Dクリニック 血管外科
天野 宏 高瀬クリニック 心臓血管外科
天本 宗次郎 佐賀大学医学部附属病院 胸部・心臓血管外科
新井 秀佑 山形大学医学部附属病院 第二外科
荒井 岳史 中通総合病院 心臓血管外科
新井 洋輔 北海道立子ども総合医療・療育センター 心臓血管外科
荒川 衛 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 心臓血管外科
荒川 三和 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 心臓血管外科
荒記 春奈 北里大学病院 心臓血管外科
荒瀬 裕己 JA吉野川医療センター 循環器科
荒田 憲一 鹿児島市立病院 心臓血管外科
新田目 淳孝 ベルランド総合病院 心臓血管外科
新本 春夫 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念クリニック 末梢血管外科
有薗 久雄 医療法人再生会デイクリニック天神 血管外科
有谷 拓実 静岡赤十字病院 心臓外科
在原 綾香 函館五稜郭病院 心臓血管外科
有馬 大輔 筑波記念病院 心臓血管外科
有馬 隆紘 愛知医科大学 血管外科
有本 宗仁 東京臨海病院 心臓血管外科
安 健太 西宮渡辺心臓血管センター 心臓血管外科
安西 兼丈 湘南藤沢心臓血管クリニック 心臓血管外科
安斉 均 SUBARU健康保険組合太田記念病院 循環器内科
安藤 敬 横浜労災病院 心臓血管外科
安東 悟央 KKR札幌医療センター 心臓血管外科

氏　　名 所　　　　　属
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飯尾 千春子 川崎病院 循環器内科
飯島 夏海 自衛隊中央病院 心臓血管外科
飯田 茂穂 国家公務員共済組合連合会北陸病院 外科
飯塚 弘文 Kクリニック山王 外科
家村 順三 岡波総合病院 心臓血管外科
五十嵐 崇 星総合病院 心臓血管外科
猪狩 公宏 東京医科歯科大学医学部附属病院 末梢血管外科
幾島 栄悟 産業医科大学病院 心臓血管外科
池内 博紀 千葉大学医学部附属病院 心臓血管外科
池谷 佑樹 新東京病院 心臓血管外科
池添 亨 杏林大学付属病院 心臓血管外科
池田 果林 東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科
池田 脩太 名古屋大学医学部附属病院 血管外科
池田 哲也 もりえい病院 外科
池田 陽祐 浜田医療センター 心臓血管外科
池田 宜孝 山口県済生会下関総合病院 心臓血管外科
池生 京子 みつわ台総合病院 心臓血管外科
池村 綾 中部徳洲会病院 心臓血管外科
池本 公紀 日本赤十字社 京都第一赤十字病院
井坂 晋 日本大学附属板橋病院 心臓血管外科
伊佐治 寿彦 杏林大学付属病院 心臓血管外科
井澤 直人 北播磨総合医療センター 心臓血管外科
石井 貴之 富山県立中央病院 皮膚科
石井 洋光 医療法人社団仁恵会石井病院 外科
石井 愛 医療法人 石井クリニック
石井 雄介 日本大学病院 心臓血管外科
石垣 隆弘 北海道大学病院 循環器・呼吸器外科
石川 昂央 東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科
石川 巧 ベルランド総合病院 心臓血管外科
石川 千紗都 近畿大学奈良病院 循環器内科
石川 奈美子 公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院 形成外科
石川 諄武 浜松医科大学医学部附属病院 第二外科・血管外科
石澤 愛 山形大学医学部附属病院 第二外科
石田 敦久 川崎医科大学総合医療センター 総合外科（血管外科）
石田 圭一 福島県立医科大学 心臓血管外科
石田 勝 製鉄記念八幡病院 血管外科
石橋 宏之 愛知医科大学病院 血管外科
石橋 美奈子 医療法人愛風会さく病院 循環器内科
石原 健次 社会医療法人シマダ嶋田病院 血管外科
石原 浩 清水クリニック
石本 忠雄 有隣厚生会東部病院 血管外科
泉 賢太 大久保病院 循環器科
磯貝 尚子 湘南鎌倉総合病院 外科
磯村 彰吾 長野中央病院 心臓血管外科
板垣 翔 日本大学附属板橋病院 心臓血管外科
板谷 博幸 弘前大学医学部 胸部心臓血管外科
市川 明子 北関東循環器病院 内科
市川 洋平 杏林大学医学部付属病院 心臓血管外科
市来 正隆 JR仙台病院 血管診療センター
市野瀬 剛 イムス東京葛飾総合病院 心臓血管外科（血管外科）
市橋 弘章 血管外科 循環器外科
井手 恵里子 兵庫県立こども病院 形成外科
出津 明仁 三思会東邦病院 血管外科
出月 健夫 ＮＴＴ東日本関東病院 皮膚科
井戸 弘毅 大隅鹿屋病院 外科
糸井 由里恵 高崎静脈瘤クリニック 血管外科
伊藤 篤志 横浜栄共済病院 心臓血管外科
伊藤 栄作 東京慈恵会医科大学附属柏病院 血管外科
伊藤 校輝 東北大学病院 心臓血管外科
伊藤 貴弘 千葉県こども病院 心臓血管外科
伊藤 卓也 総合東京病院 心臓血管外科
伊藤 直 医療法人社団刀圭会協立病院 血管外科
伊藤 寿朗 北海道大野記念病院 心臓血管外科
伊藤 昌理 愛心メモリアル病院 心臓血管外科
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藺藤 佑哉 東邦大学医療センター佐倉病院 心臓血管外科
井戸口 孝二 医療法人いどぐちファミリークリニック 外科
糸原 孝明 川崎幸病院 大動脈外科
稲岡 正己 函館渡辺病院 循環器内科
因来 泰彦 寺岡記念病院 外科
稲澤 陽介 大船静脈瘤クリニック 血管外科
稲田 享希子 生駒市立病院 形成外科
稲葉 雅史 社会医療法人元生会森山病院 血管外科
稲村 順ニ 小張総合病院 心臓血管外科
犬塚 和徳 浜松医科大学 第二外科・血管外科
井上 享三 淀川キリスト教病院 心臓血管外科
井上 啓太 アヴェニューセルクリニック 形成外科
井上 健太郎 国立病院機構九州医療センター 血管外科
井上 慎也 湘南藤沢心臓血管クリニック 血管外科
井上 堯文 虎の門病院 循環器センター外科
井上 知也 京都府立医科大学附属病院 心臓血管外科
井上 望 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 救急科
井上 信幸 社会医療法人北斗北斗病院 心臓血管外科
井上 秀範 東京医科大学八王子医療センター 心臓血管外科
井上 史彦 井上医院
井上 有方 佐野市民病院 血管外科
井上 善紀 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 心臓血管外科
井上 理紗 広島大学病院 心臓血管外科
井内 幹人 公立豊岡病院組合立豊岡病院 呼吸器・心臓血管外科
井原 努 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 血管外科

今井 伸一 九州医療センター 血管外科

今井 崇裕 西の京病院 血管外科
今井 智浩 東京血管外科クリニック 形成外科
今泉 松久 いまいずみクリニック 心臓血管外科
今枝 祐輔 愛知医科大学病院 血管外科
今釜 逸美 鹿児島大学病院 心臓血管外科
今津 浩喜 医療法人いまず外科 外科
今中 和人 埼玉医科大学総合医療センター 心臓血管外科
今西 薫 ブルースカイ松井病院 心臓血管外科
今村 敦 医療法人今村血管外科クリニック 外科
井元 和代 横浜労災病院 心臓血管外科
伊從 敬二 公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 心臓血管外科
入谷 哲司 北千住静脈瘤クリニック 血管外科
岩井 武尚 慶友会つくば血管センター 血管外科
岩城 秀行 済生会横浜市南部病院 心臓血管外科
岩倉 篤 天理よろづ相談所病院 心臓血管外科
岩佐 憲臣 九州中央病院 血管外科
岩朝 静子 済生会加須病院 心臓血管外科
岩崎 倫明 都庁前血管外科・循環器内科 血管外科
岩嵜 友視 新宿外科クリニック 外科・血管外科
岩﨑 弘登 医療法人弘和会いわさきクリニック 心臓血管外科
岩崎 義弘 京都桂病院 心臓血管センター
岩城 相憲
岩瀬 仁一 成田記念病院 心臓血管外科
岩田 英理子 JCHO南海医療センター 心臓血管外科
岩田 和也 鴻巣血管外科クリニック 血管外科
岩田 憲治 溝の口慶友クリニック 血管外科
岩田 博英 いわた血管外科クリニック 血管外科
岩田 浩義 旭川医科大学 消化管外科/肝胆膵・移植外科

岩谷 博篤 加古川中央市民病院 形成外科
岩橋 徹 東京医科大学 心臓血管外科
岩橋 正尋 国立病院機構和歌山病院 心臓血管外科
岩元 智 医療法人愛誠会昭南病院 血管外科
禹 英喜 北摂総合病院 心臓血管外科
于 在強 弘前大学大学院医学研究科 胸部心臓血管外科
上門 あきの 琉球大学病院 第二外科
上江洲 徹 牧港中央病院 心臓血管外科
上杉 知資 自治医科大学附属病院 心臓血管外科
上田 晃志郎 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 外科
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上田 仁美 日本医科大学付属病院 心臓血管外科
上田 遼馬 三菱京都病院 心臓血管外科
植野 恭平 (財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 心臓血管外科
上野 隆幸 医療法人青仁会 池田病院 心臓血管外科
上野 洋資 鹿嶋ハートクリニック 心臓血管外科
上原 京勲 天理よろづ相談所病院 心臓血管外科
上原 裕規 浦添総合病院 循環器内科
植村 友稔 市立四日市病院 心臓血管外科
上村 尚 東宝塚さとう病院 心臓血管外科
上山 克史 心臓血管センター金沢循環器病院 心臓血管外科
上山 圭史 旭川赤十字病院 心臓血管外科
宇於﨑 泰弘 杉野脳神経外科病院 血管外科
魚住 のぞみ 岸和田徳洲会病院 外科
鵜飼 知彦 うかいファミリークリニック 血管外科
牛島 孝 いまきいれ総合病院 血管外科
牛田 雄太 JA静岡厚生連 遠州病院 外科
氏平 功祐 津山中央病院 心臓血管外科
内川 伸 医療法人社団彗心会国立ハートクリニック 心臓血管外科
内田 大貴 旭川医科大学病院 血管外科
内田 智美 東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科
内田 直宏 勝田台病院 形成外科
内田 直里 八尾徳洲会総合病院 心臓血管外科
内田 智夫 水戸赤十字病院 血管外科
内田 恒 JA北海道厚生連札幌厚生病院 心臓血管外科
内野 英明 日本海総合病院 心臓血管外科
内野 宗德 佐賀大学附属病院 胸部・心臓血管外科
内山 隆 菊川市立総合病院 外科
内山 英俊 総合病院土浦協同病院 血管外科
内山 博貴 札幌中央病院 心臓血管外科

内山 大樹 東京医科歯科大学病院 末梢血管外科

宇塚 武司 砂川市立病院 心臓血管外科
宇藤 純一 熊本血管外科クリニック 血管外科
宇野澤 聡 うのさわクリニック 血管外科
梅澤 久輝 医療法人社団杏会池袋血管外科クリニック 血管外科
梅田 悦嗣 岐阜大学医学部附属病院 心臓血管外科
梅田 真祐 東京あしの血管クリニック柏院 心臓血管外科
梅田 有史 行田総合病院 血管外科
梅津 明子 市立豊中病院 心臓血管外科
梅津 道久 東北大学病院 総合外科
梅野 惟史 大分大学附属病院 心臓血管外科
梅原 英太郎 医療法人医和基会戸畑総合病院 循環器内科
浦 幸子 医療法人宏善会諫早記念病院 心臓・循環器内科
浦 美里 迫田病院 外科
浦中 康子 横浜市立市民病院 心臓血管外科
浦部 豪 榊原記念病院 末梢血管外科
漆野 恵子 中津市立中津市民病院 心臓血管外科
江上 純 埼玉成恵会病院 血管外科
惠木 康壮 東京山手メディカルセンター 心臓血管外科
江口 大彦 福岡市民病院 血管外科
江口 智明 虎の門病院 形成外科
江尻 浩隆 城陽江尻病院 形成外科
榎本 匡秀 滋賀医科大学医学部附属病院 心臓血管外科
江村 尚悟 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
江屋 一洋 北海道中央労災病院 血管外科
遠田 佑介 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 循環器内科
遠藤 仁 医療法人曙会和歌浦中央病院 血管外科
遠藤 將光 石川勤労者医療協会城北病院 血管外科
遠藤 佑介 浜松医科大学 第二外科　血管外科
圓本 剛司 よつば循環器科クリニック 心臓血管外科
小江 雅弘 福岡赤十字病院 心臓血管外科
大井 篤史 群馬県立心臓血管センター 心臓血管外科
大内 真吾 中通総合病院 心臓血管外科
大賀 勇輝 津山中央病院 心臓血管外科
大垣 智慧 大阪大学医学部 形成外科
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大片 慎也 東京大学医学部附属病院 血管外科
大川 陽史 札幌医科大学附属病院 心臓血管外科
大川 和成 京都第一赤十字病院 心臓血管外科
大川 美穂 市立函館病院 呼吸器外科
大川 洋平 亀田病院 内科
大木 聡 伊勢崎市民病院 心臓血管外科
大木 隆生 東京慈恵医科大学附属病院 血管外科
大久保 直子 川口工業総合病院 血管外科
大久保 博世 相模原町田血管外科クリニック 血管外科
大久保 由華 新潟大学医歯学総合病院 心臓血管外科
大久保 諒 札幌禎心会病院 心臓血管外科
大郷 真理子 三田市民病院 皮膚科
大幸 俊司 赤羽中央総合病院 心臓血管外科
大崎 隼 光晴会病院 心臓血管外科
大澤 暁 恵仁会三愛病院 心臓血管外科
大澤 拓哉 JA愛知厚生連豊田厚生病院 外科
大澤 宏 おもて内科糖尿病クリニック 循環器血管治療部
大澤 晋 岡山大学病院 心臓血管外科
大島 遥 日本生命病院 形成外科
大島 英揮 豊田東リハビリテーション病院 心臓血管外科
大島 祐 三豊総合病院 心臓血管外科
大城 規和 新東京病院 心臓血管外科
大住 幸司 医療法人財団荻窪病院 外科
大関 泰宏 小田原循環器病院 心臓血管外科
太田 絵美 がん研有明病院 消化器外科
太田 和文 草加整形外科内科 外科　内科
太田 和寛 総合南東北病院 心臓血管外科
太田 啓祐 康生会　武田病院 循環器センター
太田 敬 社会法人大雄会大雄会第一病院 血管外科
太田 真由美 慈恵医大 皮膚科
大滝 憲二 旭川赤十字病院 心臓血管外科
大竹 裕志 上尾中央総合病院 血管外科
大谷 悟 そだクリニック 心臓血管外科
大谷 直矢 大阪大学医学部附属病院 形成外科
大谷 則史 札幌禎心会病院 心臓血管外科
大谷 将之 東北大学病院 心臓血管外科
大友 勇樹 社会医療法人北斗　北斗病院 心臓血管外科
大友 有理恵 社会医療法人北斗　北斗病院 心臓血管外科
大仲 玄明 一般財団法人　住友病院 心臓血管外科
大中臣 康子 神奈川県立循環器呼吸器病センター 心臓血管外科
大西 貴久 医療法人徳洲会大和徳洲会病院 外科
大西 裕幸 朝倉健生病院 心臓血管外科
大野 峻哉 イムス葛飾ハートセンター 心臓血管外科
大野 智和 大牟田市立病院 血管外科
大野 英昭 長野中央病院 心臓血管外科
大野 真 榊原記念病院 外科
大野 雅人 関西医科大学総合医療センター 血管外科
大塲 栄一 山形大学医学部付属病院 第2外科
大場 淳一 北海道立子ども総合医療・療育センター 小児心臓血管外科・小児集中治療科

大場 泰洋 名古屋ハートセンター 心臓血管外科
大橋 裕恭 獨協医科大学　日光医療センター 心臓・血管外科、外科
大橋 雄一 東京大学医学部附属病院 血管外科
大林 民幸 伊勢崎市民病院 心臓血管外科
大原 勝人 石巻赤十字病院 外科
大原 みずほ 旭川医科大学 消化管外科
大平 成真 旭川医科大学 血管外科
大堀 俊介 北海道大野記念病院 心臓血管外科
大峰 高広 広島赤十字原爆病院 外科
大村 篤史 神戸大学医学部附属病院 心臓血管外科
大森 崇弘 心臓病センター榊原病院 心臓血管外科
大森 裕也 大森クリニック 循環器内科・外科・皮膚科
大森 槙子 東京慈恵会医科大学附属病院 血管外科
大山 翔吾 中通総合病院 心臓血管外科
大山 徹真 順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科
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岡崎 仁 小倉記念病院 血管外科
岡崎 孝宣 JA広島総合病院 心臓血管外科
岡崎 悌之 宗像水光会総合病院 心臓血管センター　心臓血管外科

岡崎 泰長 北村病院 外科、血管外科
小笠原 大介 医療法人徳洲会古河総合病院 循環器科
小笠原 尚志 青森市民病院 心臓血管外科
岡田 敏子 厚生荘病院 内科
岡田 修一 群馬県立心臓血管センター 心臓血管外科
岡田 達治 小倉記念病院 心臓血管外科
岡田 至弘 深谷赤十字病院 心臓血管外科
岡田 拓 横浜労災病院 心臓血管外科
緒方 孝治 獨協医科大学 心臓・血管外科
岡留 淳 済生会福岡総合病院 血管外科
岡野 高久 しずさと診療所 内科
岡村 賢一 スタンフォード大学 小児心臓外科
岡村 誉 練馬光が丘病院 心臓血管外科
岡本 一真 近畿大学医学部 心臓血管外科
岡本 健 熊本大学病院 心臓血管外科
岡本 順子 大阪医科薬科大学病院 心臓血管外科
岡本 慎一 赤羽ウェルネスクリニック 血管外科
岡元 崇 総合大雄会病院 心臓外科
小川 真司 蒲郡市民病院 心臓血管外科
小川 辰士 名古屋市立大学病院 心臓血管外科
小川 達也 ツカザキ病院 心臓血管外科
小川 智弘 福島第一病院 心臓血管外科
沖野 秀宣 おだクリニック日帰り手術外科 外科、麻酔科、血管外科
荻野 秀光 成田富里徳洲会病院 外科
沖村 愛 大阪大学医学部附属病院 形成外科
沖山 信 川崎幸病院 大動脈センター
奥木 聡志 東京女子医科大学病院 心臓血管外科
奥野 友孝 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 形成外科
奥野 雅史 萱島生野病院 外科
奥村 悟 医療法人敬愛会東近江敬愛病院 心臓血管外科
奥山 倫弘 岡山大学病院 心臓血管外科
小坂 眞一 医療法人SHIODA塩田病院 血管外科
尾﨑 喜就 神戸労災病院 心臓血管外科
長内 享 長野静脈瘤クリニック 血管外科
小沢 敦 医療法人社団医聖心和会ファミリークリニック馬込 外科
小沢 桂 医療法人社団医聖心和会ファミリークリニック馬込 皮膚科
小澤 達也 関西電力病院 心臓血管外科
小澤 博嗣 東京慈恵会医科大学附属病院 血管外科
小澤 優道 県立広島病院 心臓血管外科
小田 勝志 こうち静脈ケアクリニック 血管外科
小田 克彦 岩手県立中央病院 心臓血管外科
小田 晃義
小田 斉 おだクリニック日帰り手術外科 外科
織田 良正 社会医療法人祐愛会織田病院 総合診療科
小田 遼馬 順天堂大学医学部附属静岡病院 心臓血管外科
尾立 朋大 大分県立病院 心臓血管外科
越智 吉樹 尾道市立市民病院 血管外科
鬼塚 大史 福岡記念病院 心臓血管外科
小野 公誉 神戸労災病院 心臓血管外科
小野 滋司 東京歯科大学市川総合病院 外科
小野 友行 九州大学病院 心臓血管外科
小野 裕逸 八戸市立市民病院 心臓血管外科
小野澤 裕昌 医療法人　健静会　赤羽ウェルネスクリニック 血管外科
小野田 雅彦 山口労災病院 外科
小野原 俊博 国立病院機構九州医療センター 血管外科
尾花 正裕 尾花循環器クリニック 血管外科
尾花 優一 板橋中央総合病院 消化器病センター外科
小濵 卓朗 JR札幌病院 血管外科・呼吸器外科
尾原 秀明 高田馬場病院 血管外科
小尾 勇人 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 心臓血管外科
折本 有貴 愛知医科大学病院 血管外科
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海氣 勇気 西条中央病院 外科
加賀 重亜喜 山梨大学医学部付属病院 第二外科
加賀谷 聡 秋田県厚生連平鹿総合病院 心臓血管外科
加賀谷 正 加賀谷正クリニック 外科
影山 理恵 総合南東北病院 心臓血管外科
笠置 真知子 松山笠置記念心臓血管病院 胸部外科
笠置 康 松山笠置記念心臓血管病院 胸部外科
笠原 勝彦 関東中央病院 心臓血管外科
笠間 啓一郎 横浜市立市民病院 心臓血管外科
梶田 智 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 形成外科
加島 一郎 KKR三宿病院 心臓血管外科
梶本 優 和歌山県立医科大学 外科学第一講座
柏木 孝仁 宇佐高田医師会病院 外科
柏崎 暁 JCHO横浜中央病院 血管外科
柏原 元 東京デイサージェリークリニック 外科
片岡 紘士 昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科
片桐 悠至 JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 心臓血管外科
潟手 裕子 上尾中央総合病院 心臓血管外科
片橋 一人 浜松医科大学医学部附属病院 第二外科・血管外科
片平 晋太郎 東北大学 心臓血管外科
片柳 智之 三郷中央総合病院 心臓血管外科
片山 秀幸 静岡県立総合病院 心臓血管外科
片山 雄二 福岡徳洲会病院 心臓血管外科
葛 仁猛 立川綜合病院 心臓血管外科
葛井 総太郎 東京医科歯科大学 血管外科
勝田 光明 御所野ひかりクリニック 内科・循環器内科・漢方内科

勝部 年雄 新松戸中央総合病院 心臓血管外科
勝間田 敬弘 大阪医科薬科大学病院 心臓血管外科
勝又 文徳 自治医科大学附属病院 皮膚科
葛城 遼平 富山大学 形成再建外科・美容外科
角 総一郎 自治医科大学附属病院 皮膚科
加藤 一平 明理会中央総合病院 血管外科
加藤 源太郎 香川県立中央病院 心臓血管外科
加藤 悠介 伊勢崎市民病院 心臓血管外科
上遠野 由紀 春日井市民病院 血管外科
門脇 未来 堺市立総合医療センター 形成外科
金岡 健 聖隷佐倉市民病院 血管外科
金岡 祐司 川崎医科大学 心臓血管外科
金光 仁志 姫路赤十字病院 心臓血管外科
金本 亮 市立大村市民病院 心臓血管外科
金森 太郎 かわぐち心臓呼吸器病院 心臓血管外科
金子 完 杏嶺会一宮西病院 心臓血管外科
金子 健二郎 新百合ヶ丘総合病院 血管外科
兼城 達也 社会医療法人敬愛会中頭病院 血管外科
金田 宗久 東海大学医学部付属東京病院 外科
兼村 禎大 沼田脳神経外科循環器科病院 心臓血管外科
加納 正樹 東京医科大学病院 心臓血管外科
加納 正志 徳島県立中央病院 心臓血管外科
椛沢 政司 千葉市立海浜病院 心臓血管外科
鎌田 啓輔 市立函館病院 心臓血管外科
鎌田 創吉 なにわ生野病院 心臓血管外科
神尾 健士郎 ばんたね病院 外科
上川 祐輝 順天堂大学医学部附属静岡病院 心臓血管外科
上久保 康弘 市立釧路総合病院 心臓血管外科
上西 祐一朗 筑波大学附属病院 心臓血管外科
神谷 健太郎 東京医科大学病院 心臓血管外科
神谷 千明 中嶋小児科医院 内科
亀井 航 東京女子医科大学 形成外科
嘉山 貴文 浜松医科大学 第二外科・血管外科
輕部 義久 横浜南共済病院 心臓血管外科
川井 秀一 医療法人財団厚生会高津病院 外科
河合 憲一 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 心臓血管外科
川合 雄二郎 東京都済生会中央病院 心臓血管外科
川上 健吾 独立行政法人国立病院機構石川病院 心臓血管外科
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川上 利光 公益財団法人愛世会愛誠病院 外科
川上 善久 福岡市立こども病院 形成外科
川口 信司 静岡市立静岡病院 心臓血管外科
川口 保彦 名古屋ハートセンター 心臓血管外科
川口 佑
川久保 英介 福岡市民病院 血管外科
川越 勝也 宮崎県立延岡病院 心臓血管外科
川崎 暁生 公立学校共済組合関東中央病院 心臓血管外科
川﨑 大三 社会医療法人大道会森之宮病院 下肢救済センター（循環器内科）

川崎 寛 医療法人寛陽会ハルカス川崎クリニック 心臓血管外科
川﨑 裕満 佐賀県医療センター好生館 心臓血管外科
川崎 宗泰 三郷中央総合病院 心臓血管外科
川島 隆 庄内余目病院 心臓血管外科
河住 亮 大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科
河瀬 勇 千葉静脈瘤・循環器クリニック 心臓血管外科・循環器内科
川瀬 康裕 日本医科大学千葉北総病院 心臓血管外科
川瀬 裕志 横浜栄共済病院 心臓血管外科
川田 雅俊 大阪府済生会吹田病院 心臓血管外科
河田 光弘 東京都健康長寿医療センター 心臓血管外科
川谷 洋平 鎌ヶ谷総合病院 心臓血管外科
河内 順 湘南鎌倉総合病院 外科
河津 聡 岩手県立中央病院 心臓血管外科
川中 慈 大阪急性期・総合医療センター 形成外科
河野 暢子 関西医科大学総合医療センター 血管外科
河野 匡哉 金沢ウェルネスクリニック 血管外科
河原 真理 公益財団法人愛世会愛誠病院 外科
川原 祐 埼玉医科大学国際医療センター 皮膚腫瘍科
川平 敏博 湖東記念病院 心臓血管外科
川平 洋一 大阪急性期・総合医療センター 心臓血管外科
川邉 健士朗 東京大学医学部附属病院 血管外科
川俣 博志 横浜労災病院 放射線IVR科
河村 圭一郎 岩手県立中部病院 外科
川村 知紀 弘前大学医学部附属病院 呼吸器・心臓血管外科
川村 祐子 福井大学医学部附属病院 心臓血管外科
河原田 修身 阪和記念病院 循環器内科
菅 重尚 Kクリニック山王 外科
菅 剛史 山形大学医学部附属病院 形成外科
神吉 和重 新札幌循環器病院 心臓血管外科
神崎 智仁 京都第二赤十字病院 心臓血管外科
神作 麗 東京血管外科クリニック 心臓血管外科
神田 桂輔 岩手県立中央病院 心臓血管外科
神藤 由美 藤枝市立総合病院 心臓血管外科
神戸 将 大崎病院東京ハートセンター 心臓血管外科
木川 幾太郎 戸塚共立第２病院 心臓血管外科
菊先 聖 久留米大学 外科
菊地 誠哉 新ひだか町立静内病院 循環器科
菊池 亨 東京医科歯科大学 末梢血管外科
菊池 直哉 静岡赤十字病院 外科
菊池 悠太 旭川医科大学 外科学講座　心臓大血管外科学分野

岸上 赳大 産業医科大学病院 心臓血管外科
岸田 賢治 医仁会武田総合病院 心臓血管外科
岸本 望 鳥取大学医学部医学部附属病院 心臓血管外科
喜多 貞彦 洛和会音羽病院 外科・脈管外科
北岡 斎 玄々堂君津病院 血管外科
北川 敦士 赤穂中央病院 心臓血管外科
北川 真吾 医療法人豊和会新札幌豊和会病院 外科
北島 史啓 東京西徳洲会病院 心臓血管外科
北住 善樹 日本大学医学部附属板橋病院 心臓血管外科
北田 悠一郎 練馬光が丘病院 心臓血管外科
北中 陽介 川口市立医療センター 心臓外科
北野 育郎 医療法人社団 慈恵会 新須磨病院 外科
北野 豊明 新須磨病院 形成外科
北村 浩平 名古屋市立大学病院 心臓血管外科
北村 奈都子 関西メディカル病院 形成外科
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鬼頭 祥悟 大和高田市立病院 外科
杵渕 聡志 聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科
木下 豪 松山赤十字病院 血管外科
木下 武 草津総合病院 心臓血管外科

木原 一樹 高知医療センター 心臓血管外科

木村 聡 九州大学病院 心臓外科
木村 民蔵 緑風荘病院 内科
木村 玄 社会医療法人一成会木村病院 血管外科
木村 秀生 きむら内科外科クリニック
木村 文昭 釧路孝仁会記念病院 心臓血管外科
木村 賢 埼玉医科大学総合医療センター 血管外科
久良木 亮一 済生会唐津病院 外科
許 敞一 京都大学医学部附属病院 心臓血管外科
許 吉起 医療法人横浜平成会平成横浜病院 血管外科
清原 久貴 東邦大学医療センター大橋病院 心臓血管外科
金 智優 東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科
草川 均 おおたクリニック 血管外科
草処 翔 さいたま赤十字病院 心臓血管外科
久世 真悟 中東遠総合医療センター 外科
朽方 規喜 医療法人社団永生会南多摩病院 血管外科
工藤 敏文 東京医科歯科大学医学部附属病院 血管外科
工藤 昌良 青梅市立総合病院 外科
國井 佳文 聖隷浜松病院 心臓血管外科
國枝 桜子 関西医科大学総合医療センター 形成外科
國岡 信吾 旭川医科大学 外科学講座心臓大血管外科学分野

國本 秀樹 和歌山県立医科大学附属病院 心臓血管外科
久保 清景 医療法人社団くぼクリニック 外科・循環器内科
久保 盾貴 大阪大学医学部附属病院 形成外科
久保田 俊也 公益財団法人ときわ会常磐病院 透析センター
窪田 優子 医療法人社団康静会伏見ウェルネスクリニック
久保田 義健 久保田クリニック 血管外科
隈 宗晴 九州中央病院 血管外科
熊谷 国孝 鳥取大学医学部附属病院 心臓血管外科
熊谷 基之 京都大学医学部附属病院 心臓血管外科
久米 菜央 新東京病院 心臓血管外科
久米 博子 つくば血管センター 血管外科
久米 正純 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 血管外科
久米 悠太 国立病院機構横浜医療センター 心臓血管外科
倉岡 節夫 水戸済生会総合病院 心臓血管外科
倉田 修治 湘南藤沢徳洲会病院 外科
倉田 裕次 岩国医療センター 心臓血管外科
倉橋 果南 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 心臓血管外科
倉部 亜由美 社会医療法人宏潤会大同病院 呼吸器外科・心臓血管外科
倉持 雅己 水戸済生会総合病院 心臓血管呼吸器科
栗栖 和宏 下関市立市民病院 心臓血管外科
栗栖 佳宏 マツダ病院 外科
栗田 彩香 恵聖会クリニック 美容外科
栗原 和直 川口市立医療センター 外科
栗原 伸久 お茶の水血管外科クリニック 血管外科
栗山 雄幸 さとう内科 血管外科
栗山 充仁 済生会今治病院 心臓血管外科
来島 敦史 徳島赤十字病院 心臓血管外科
楜澤 壮樹 自治医科大学付属病院 心臓血管外科
黒木 慶一郎 ひろしま下肢静脈瘤クリニック 血管外科
黒崎 達也 くろさきクリニック 内科・外科・血管外科
黒澤 弘二 厚木市立病院 外科
黒瀬 俊 九州大学病院 消化器・総合外科（第二外科）

黒田 吉則 山形大学医学部附属病院 第二外科
黒田 諒子 住友病院 形成外科
桑野 彰人 新古賀病院 心臓血管外科
桑原 正知 くわばら医院 心臓血管外科
郡谷 篤史 福岡県済生会八幡総合病院 血管外科
剱持 礼子 長崎大学病院 心臓血管外科
小圷 徹 地方独立行政法人　静岡市立静岡病院 心臓血管外科
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小泉 和也 小泉胃腸肛門クリニック 外科
小泉 景星 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院 心臓血管外科
小泉 滋樹 国立循環器病研究センター 血管外科
小泉 淳 千葉大学医学部附属病院 画像診断センター
小泉 伸也 慶友会つくば血管センター 血管外科
黄 義浩 医療法人健仁会　益子病院 心臓血管外科
向後 寛子 済生会川口総合病院 血管外科
向後 正幸 鎌ヶ谷総合病院 外科
向後 美沙 聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科
合志 桂太郎 京都岡本記念病院 心臓血管外科
合田 真海 横浜市立大学附属病院 心臓血管外科
河野 敦則 神戸大学医学部附属病院 心臓血管外科
河野 康治 はんな.さわらび療育園 心臓血管外科
河野 通成 日本大学医学部附属板橋病院 心臓血管外科
古賀 清和 医療法人天神会新古賀病院 心臓血管外科
古賀 秀剛 佐賀大学医学部附属病院 胸部・心臓血管外科
古賀 佑一 特定医療法人 光晴会病院 心臓血管外科
小ヶ口 恭介 大崎市民病院 外科
古梶 清和 馬車道慶友クリニック 心臓血管外科
小久保 健太郎 木沢記念病院 外科
小窪 正樹 公立芽室病院 外科
小暮 周平 永井病院 心臓血管外科
越湖 進 イムス札幌消化器中央総合病院 外科
越野 保人 こしのクリニック 外科
児島 昭徳 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科
小島 淳夫 東名厚木病院 血管外科
小島 三郎 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院 心臓血管外科
小杉 郁子 福井県済生会病院 外科
後竹 康子 兵庫県立淡路医療センター 心臓血管外科
小谷 真介 東京ベイ浦安市川医療センター 心臓血管外科
児玉 章朗 名古屋大学医学部付属病院 血管外科
児玉 裕司 JA尾道総合病院 心臓血管外科
児玉 渉 医療法人沖縄徳洲会出雲徳洲会病院 総合診療科、呼吸器外科
湖東 慶樹 富山市民病院 呼吸器血管外科
後藤 隆純 市立豊中病院 心臓血管外科
後藤 芳宏 豊橋ハートセンター 心臓血管外科
小長井 直樹 大森内科ハートクリニック 心臓血管外科
小西 宏明 こにし内科・心臓血管クリニック 心臓血管外科
小西 康信 群馬大学医学部附属病院 循環器外科
古野 哲慎 久留米大学病院 心臓血管外科
此枝 央人 埼玉県立がんセンター 形成外科
小畑 貴司 金沢医科大学氷見市民病院 胸部心臓血管外科
小林 龍宏 山形大学医学部付属病院 外科学第二講座
小林 健介 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 心臓血管外科
小林 平 JA広島総合病院 心臓血管外科
小林 卓馬 京都府立医科大学付属病院 心臓血管外科
小林 友哉 呉共済病院 形成外科
小林 太 国立循環器病研究センター研究所 人工臓器部
小林 史明 りんくう総合医療センター 形成外科
小林 昌義 藤田医科大学 心臓血管外科
小林 真理子 熊本市民病院 小児心臓血管外科
小林 靖彦 社会医療法人中央会尼崎中央病院 心臓血管外科
小林 亮 焼津市立総合病院 外科
小曳 純平 天理よろづ相談所病院 心臓血管外科
小日向 聡行 春日部中央総合病院 心臓血管外科
駒井 宏好 関西医科大学総合医療センター 血管外科
小松 正樹 信州大学学術研究院医学系 医学部・外科学教室 心臓血管外科
五味渕 俊仁 長野市民病院 心臓血管外科
薦田 さつき 岡崎市民病院 心臓血管外科
菰田 拓之 豊橋ハートセンター 形成外科
古森 公浩 名古屋大学医学部附属病院 血管外科
小森 茂 秋田血管外科クリニック 心臓血管外科
小山 明男 一宮市立市民病院 血管外科
是恒 祥子 スキンクリニック亜門 形成外科
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小和田 実 さいたま赤十字病院 心臓血管外科
権 重好 明理会中央総合病院 心臓血管外科
近藤 啓介 医療法人社団KRMG東京ヴェインクリニック 血管外科
近藤 五郎 痛みとあたまの刈谷クリニック 脳神経外科
近藤 俊一 医療法人医徳会　真壁病院 心臓血管外科
近藤 庸夫 高知医療センター 心臓血管外科
近藤 晴彦 大阪労災病院 心臓血管外科
近藤 弘史 正翔会クリニック 循環器科
近藤 康生 大津赤十字病院 心臓血管外科
近藤 佑樹 下関市立市民病院 心臓血管外科
近藤 ゆか 藤田医科大学ばんたね病院 外科（血管外科）
近藤 禎晃 社会医療法人清恵会病院 血管外科
今野 直樹 桐生厚生総合病院 外科
今野 光彦 陸上自衛隊習志野駐屯地
西願 誠 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 心臓血管センター
佐伯 直純 埼友草加病院 血管外科
税所 宏幸 聖マリア病院 心臓血管外科
齋藤 陽 目黒外科 外科
齋藤 公一郎 総合相模更生病院 外科
斎藤 聰 済生会山口総合病院 外科
齊藤 慈円 名古屋市立東部医療センター 心臓血管外科
齊藤 翔吾 自治医科大学附属病院 心臓血管外科
齋藤 孝晶 十和田市立中央病院 外科
斉藤 貴明 磐田市立総合病院 血管外科
齋藤 拓也 兵庫医科大学 形成外科
齋藤 健人 JCHO横浜保土ヶ谷中央病院 外科
齊藤 力 自治医科大学附属病院 心臓血管外科
齋藤 俊寛 箕面市立病院 形成外科
齋藤 直毅 厚生連高岡病院 胸部外科
齋藤 典彦 長津田ファミリークリニック 血管外科
齊藤 寛文 鎌ヶ谷総合病院 内科
齋藤 昌孝 慶應義塾大学病院 皮膚科
齊藤 政仁 獨協医科大学埼玉医療センター 心臓血管外科
齋藤 真人 帝京大学医学部附属病院 心臓血管外科
齋藤 雄平 名古屋市立大学 心臓血管外科
佐伯 悟三 安城更生病院 外科
佐賀 俊彦 医療法人大植会葛城病院 心臓血管外科
佐賀 俊文 医療法人社団埼玉巨樹の会新久喜総合病院 心臓血管外科
坂井 修 岐阜大学附属病院 心臓血管外科
酒井 大樹 飯塚病院 心臓血管外科
酒井 麻里 黒部市民病院 心臓血管外科
阪井 雄紀 大阪南医療センター 放射線科
堺 幸正 国立病院機構大阪南医療センター IVRセンター
榊 健司朗 海老名総合病院 心臓血管外科
榊原 賢士 山梨大学医学部 第2外科
榊原 直樹 江戸川病院 心臓血管外科
坂口 尚 セルメディカルチームジャパン
坂口 昌幸 諏訪赤十字病院 心臓血管外科
坂口 祐紀 鳥取県立中央病院 心臓血管外科
逆井 佳永 筑波メディカルセンター 心臓血管外科
坂下 英樹 関西医科大学総合医療センター 血管外科
坂田 公正 北関東循環器病院 心臓血管外科
坂田 雅宏 坂田血管外科クリニック
坂爪 公 青森県立中央病院 心臓血管外科
坂野 康人 日本赤十字社古河赤十字病院 心臓血管外科
坂本 一喜 なんば坂本外科クリニック 外科
坂本 大輔 金沢医科大学 心臓血管外科
坂本 学映 川越下肢静脈瘤膝関節クリニック 血管外科
坂本 敏仁 加古川中央市民病院 心臓血管外科
坂本 容規 仙台厚生病院 心臓血管センター循環器内科

坂本 龍之介 長門総合病院 外科
佐久田 斉 AOI国際病院 心臓・血管外科
櫻井 翔吾 草加市立病院 心臓血管外科
櫻井 啓暢 青梅市立総合病院 心臓血管外科
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桜井 祐加 つなしま医院 血管外科
桜沢 健一 九段坂病院 外科
櫻田 卓 社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 心臓血管外科
佐々木 昭彦 砂川市立病院 心臓血管外科
佐々木 章史 西新井ハートセンター病院 心臓血管外科
佐々木 建志 社会医療法人財団正志会南町田病院 外科
佐々木 久雄 佐々木血管クリニック 心臓血管外科
佐々木 友美子 東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科
佐々木 麗子 船橋静脈瘤クリニック 血管外科
笹栗 志朗 埼玉東部循環器病院 心臓血管外科
笹嶋 寛史 杏林大学医学部付属病院 心臓血管外科
佐次田 保徳 北部形成・外科診療所 形成外科
笹生 正樹 笹生循環器クリニック 心臓血管外科
笹生 正人 医療法人社団笹生循環器クリニック 心臓血管外科
里 学 佐賀県医療センター好生館 心臓血管外科
佐藤 敦彦 虎の門病院 循環器センター外科
佐藤 礼佳 医療法人愛心会　東宝塚さとう病院 心臓血管外科
佐藤 紀 埼玉医科大学総合医療センター 血管外科
佐藤 克敏 JA尾道総合病院 心臓血管外科
佐藤 公彦 栄宏会小野病院 内科
佐藤 健一郎 春日部中央総合病院 心臓血管外科
佐藤 晃一 須賀川病院 心臓血管外科
佐藤 公治 KKR札幌医療センター 心臓血管外科
佐藤 俊 奈良県総合医療センター 心臓血管外科
佐藤 達朗 医療法人医友会サトウ血管外科クリニック 心臓血管外科
佐藤 俊充 吉田クリニック 内科
佐藤 誠洋 名古屋大学医学部附属病院 血管外科
佐藤 哲彰 新潟市民病院 心臓血管外科
佐藤 尚司 東宝塚さとう病院 心臓血管外科
佐藤 裕喜 新潟市民病院 心臓血管外科
佐藤 博子 公立相馬総合病院 外科
佐藤 央 盛岡友愛病院 血管外科
佐藤 博重 板橋中央総合病院 心臓血管外科
佐藤 弘隆 新小山市民病院 心臓血管外科
佐藤 藤夫 筑波メディカルセンター病院 心臓血管外科
佐藤 雅信 北播磨総合医療センター 心臓血管外科
佐藤 恵 上尾中央総合病院 形成外科
佐藤 友一郎 戸田中央総合病院 心臓血管外科
佐藤 洋一 米沢市立病院 心臓血管外科
佐戸川 弘之 福島赤十字病院 心臓血管外科
佐野 成一 静岡静脈瘤クリニック 血管外科
佐野 真規 浜松医科大学附属病院 第二外科　血管外科
佐野 允哉 埼玉医科大学総合医療センター 血管外科
佐村 誠 山口大学医学部附属病院 第一外科
皿山 泰子 神戸労災病院 皮膚科
澤崎 直規 だいまちクリニック 血管外科
澤田 健太郎 福岡県済生会二日市病院 血管外科
澤田 幸史 岐阜ハートセンター 心臓血管外科
澤田 傑 横浜甦生病院 外科
沢田 泰之 東京都立墨東病院 皮膚科
澤村 直輝 湘南藤沢徳洲会病院 外科
寒川 顕治 香川県立中央病院 心臓血管外科
椎川 彰 仙台循環器病センター 心臓血管外科
汐口 壮一 鴻巣血管外科クリニック 血管外科
塩尻 泰宏 上高田クリニック 外科
塩屋 雅人 イムス葛飾ハートセンター 心臓血管外科
志賀 光二郎 八戸赤十字病院 心臓血管外科・呼吸器外科
四方 大地 山梨大学医学部附属病院 第二外科
鹿野 雄介 大阪大学医学部附属病院 形成外科
重久 喜哉 鹿児島大学病院 心臓血管外科
重松 邦広 国際医療福祉大学三田病院 血管外科
重松 宏 都庁前血管外科・循環器内科
雫 真人 名古屋大学医学部附属病院 移植外科
七條 正英 福岡徳洲会病院 心臓血管外科
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篠田 大悟 東京都立墨東病院 心臓血管外科
柴田 豪 札幌医科大学 心臓血管外科
柴田 祐充子 栗山会飯田病院 外科
柴田 隆一郎 燿光リハビリテーション病院 心臓血管外科
柴村 英典 海田よつ葉クリニック 心臓血管外科
地引 政利 国際医療福祉大学塩谷病院 血管外科
渋谷 慎太郎 川崎鶴見血管外科クリニック 血管外科
渋谷 偉織 小杉町クリニック 形成外科
渋谷 卓 吹田徳洲会病院 心臓血管外科
嶋岡 徹 中津市立中津市民病院 心臓血管外科
嶋田 晶江 順天堂大学医学部附属練馬病院 心臓血管外科
嶋田 隆志 佐世保中央病院 心臓血管外科
嶋田 直洋 東京西徳洲会病院 心臓血管外科
嶌田 泰之 庄内余目病院 心臓血管外科
島田 亮 大阪医科薬科大学病院 心臓血管外科
島貫 隆夫 日本海総合病院 心臓血管外科
島袋 伸洋 友愛医療センター 心臓血管外科
清水 勧一朗 東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線科
清水 圭佑 国際医療福祉大学病院 血管外科
清水 聡 赤羽ウェルネスクリニック 血管外科
清水 剛 長野松代総合病院 心臓血管外科
清水 寿和 春日部中央総合病院 心臓血管外科
清水 紀之 名寄市立総合病院 心臓血管外科
志水 秀彰 慶應義塾大学病院 心臓血管外科
清水 秀樹 しみず皮フ科 皮膚科
志水 正史 所沢明生病院 心臓血管外科
清水 真行 福岡大学病院 心臓血管外科
清水 庸平 みさと健和病院 外科
清水 義夫 立川静脈瘤クリニック 血管外科
清水 理葉 埼玉県立循環器呼吸器病センター 血管外科
志村 一馬 川越下肢静脈瘤膝関節クリニック 血管外科
下石 光一郎 鹿児島市立病院 心臓血管外科
下江 安司 四国こどもとおとなの医療センター 心臓血管外科
下川 恭弘 JCHO人吉医療センター 外科
下野 高嗣 津さくらばしクリニック 心臓血管外科
宿澤 孝太 東京慈恵会医科大学附属病院 外科学講座　血管外科
庄司 髙裕 東京都済生会中央病院 救急診療科
庄司 哲也 医療法人貝塚病院 血管外科
諸國 眞太郎 諸國眞太郎クリニック 外科
白井 裕貴 東邦大学医療センター佐倉病院 心臓血管外科
白石 一葉 大阪大学 形成外科
白石 昭一郎 大津赤十字病院 心臓血管外科
白石 恭史 医療法人社団静正会白石心臓血管クリニック 血管外科
白岩 聡 山梨大学病院 第2外科
白川 元昭 藤枝市立総合病院 外科
白川 裕二 和歌山けいせい静脈瘤クリニック 形成外科
白﨑 幸枝 大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科
白須 拓郎 東京大学医学部附属病院 血管外科
白杉 岳洋 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科
白杉 望 横浜旭中央総合病院 下肢静脈瘤センター
白土 裕之 公益財団法人愛世会愛誠病院 血管外科
白鳥 一明 佐久総合病院 心臓血管外科
白谷 卓 浜田医療センター 心臓血管外科
白水 御代 日本大学医学部附属板橋病院 心臓血管外科
城田 和明 静岡済生会総合病院 心臓血管外科
城田 誠 札幌徳洲会病院 外科
新垣 正美 市立函館病院 心臓血管外科
新宮 康栄 北海道大学病院 循環器・呼吸器外科
神西 優樹 産業医科大学病院 心臓血管外科
新里 稔 横浜市立大学付属市民総合医療センター 呼吸器病センター
新城 宏治 福島県立医科大学 心臓血管外科学講座
新谷 隆 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 心臓血管外科
新谷 恒弘 静岡赤十字病院 血管外科
新谷 悠介 久留米大学病院 心臓血管外科
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新谷 佳子 横浜栄共済病院 心臓血管外科
進藤 俊哉 東京医科大学八王子医療センター 心臓血管外科
新藤 貴雄 足の静脈瘤クリニック横浜院 血管外科
新冨 静矢 深谷赤十字病院 心臓血管外科
神野 禎次 松山市民病院 心臓血管外科
陣内 宏紀 佐賀大学医学付属病院 胸部心臓血管外科
新原 亮 三菱三原病院 外科
末石 通暁 品川ハートメディカルクリニック
末澤 孝徳 福山市民病院 心臓血管外科
末田 智紀 ねりま健育会病院 リハビリテーション科
末廣 和長 社会医療法人石川記念会HITO病院 外科
末廣 晃太郎 山口大学医学部附属病院 第一外科
菅野 範英 東京都立病院機構 東京都立大久保病院 血管外科
菅野 幹雄 徳島大学病院 心臓血管外科
菅谷 彰 自治医科大学 心臓血管外科
菅原 宏文 地域医療機能推進機構仙台病院 外科
菅原 弘光 JR仙台病院 外科
菅原 由至 公立みつぎ総合病院 外科
杉木 孝司 王子総合病院 心臓血管外科
杉澤 良太 浜松赤十字病院 血管外科
杉田 洋介 天理よろづ相談所病院 心臓血管外科
杉本 聡 帯広厚生病院 心臓血管外科
杉本 貴樹 兵庫県立淡路医療センター 心臓血管外科
杉本 昌之 名古屋大学医学部附属病院 血管外科
杉森 治彦 新東京病院 臨床検査科
杉山 悟 広島逓信病院 外科
杉山 優弥 市立池田病院 形成外科
筋野 和代 医療法人社団慶博会関内医院 皮膚科
鈴木 昌代 大阪医科大学病院 外科学教室　胸部外科
鈴木 修 すずきメディカルクリニック 血管外科
鈴木 修 韮崎市立病院 外科
鈴木 一史 筑波大学附属病院 心臓血管外科
鈴木 潤 医療法人社団誠馨会セコメディック病院 診療部
鈴木 貴大 地方独立行政法人静岡市立静岡病院 心臓血管外科
鈴木 敬麿 武道島いとうクリニック 心臓血管外科
鈴木 達也 医療法人春秋会城山病院 心臓血管外科
鈴木 登士彦 日本赤十字社医療センター 心臓血管外科
鈴木 晴郎 京都ルネス病院 心臓血管外科
鈴木 寛俊 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 心臓血管外科
鈴木 博之 柏厚生総合病院 血管外科
鈴木 文隆 総合南東北病院 外科
鈴木 正人 北海道大野記念病院 心臓血管外科
鈴木 正彦 JA静岡厚生連遠州病院 外科
鈴木 実 浜松赤十字病院 血管外科
鈴木 義久 北野病院 形成外科
須田 優司 杉並すだクリニック 循環器科 心臓血管外科
須藤 幸雄 医療法人社団松和会池上総合病院 心臓血管外科
砂土居 泰生 王子総合病院 心臓血管外科
須野 賢一郎 北海道大学病院 循環器外科
数納 祐馬 湘南鎌倉総合病院 外科
須原 正光 埼玉医科大学総合医療センター 血管外科
須磨 敬司 すまクリニック 形成外科
角 尚紀 松江赤十字病院 心臓血管外科
墨 誠 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 血管外科
住 瑞木 社会医療法人財団白十字会白十字病院 心臓血管外科
角野 聡 札幌白石記念病院 心臓血管外科
角谷 明洋 大阪市立総合医療センター 心臓血管外科
住吉 晃典 桜橋渡辺病院 内科
住吉 力 さいたま赤十字病院 心臓血管外科
瀬尾 明彦 国際医療福祉大学三田病院 血管外科
瀬尾 浩之 済生会野江病院 心臓血管外科
関 功二 富山県立中央病院 心臓血管外科
関 達也 華岡青洲記念病院 心臓血管外科
関 晴永 横須賀共済病院 心臓血管外科
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関井 浩義 社会医療法人黎明会北出病院 血管外科
関根 祐樹 仙台市立病院 心臓血管外科
関本 康人 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 一般消化器外科
瀬口 龍太 ニューハート・ワタナベ国際病院 心臓血管外科
瀬戸﨑 修司 浜松労災病院 心臓血管外科
妹尾 雅明 妹尾病院 外科・心臓血管外科
芹澤 玄 石巻赤十字病院 血管外科
善甫 宣哉 関西医科大学附属病院 血管外科
相馬 裕介 水戸医療センター 心臓血管外科
曽我部 長徳 三豊総合病院 心臓血管外科
曽我部 仁史 社会医療法人真泉会今治第一病院 心臓血管外科
曽川 正和 社会医療法人社団森山医会森山記念病院 心臓血管外科
曽束 洋平 新潟大学医歯学総合病院 形成・美容外科
曽根 良晃 名古屋市立大学医学部付属東部医療センター 心臓血管外科
田内 祐也 ツカザキ病院 心臓血管外科
峠 幸志 藤元総合病院 心臓血管外科
多賀 誠 大宮セントラルクリニック 外科
髙井 佳菜子 市立東大阪医療センター 集中治療部
高井 秀明 ルスコクリニック 心臓血管外科
高垣 昌巳 長谷川紀念病院 外科
高垣 有作 国保すさみ病院 外科
髙木 淳 熊本大学病院 心臓血管外科
髙木 睦郎 東京西徳洲会病院 外科
高木 克典 国立病院機構長崎病院 外科
高木 剛 湘南藤沢心臓血管クリニック 血管外科
髙木 俊光 新行橋病院 循環器内科
高木 正剛 医療法人恵愛会ヨゼフクリニック 心臓血管外科
髙木 美奈子 大阪みなと中央病院 形成外科
高坂 彩子 済生会川口総合病院 血管外科
髙志 賢太郎 済生会熊本病院 集中治療室
高島 格 大宮セントラルクリニック 外科
髙島 範之 滋賀医科大学 心臓血管外科
髙田 怜 東京女子医科大学病院 形成外科
高徳 和宏 京都大学 心臓血管外科
高橋 章之 京都第一赤十字病院 心臓血管外科
髙橋 和宏 医療法人宏善会諫早記念病院 内科
髙橋 昂大 メディカルトピア草加病院 外科
高橋 昌一 公益財団法人星総合病院 心臓血管外科
髙橋 信也 広島大学病院 大学院医系科学研究科
高橋 俊樹 医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 心臓血管外科
高橋 眞人 岩手医科大学附属病院 外科
高橋 範子 永研会ちとせクリニック 血管外科
高橋 誠 岩手県立中央病院 心臓血管外科
高橋 保裕 あさくさ橋心臓と血管のクリニック 心臓内科・血管内科・血管外科

髙橋 弥生 盛岡友愛病院 健診センター，（外科）
髙原 厚子 大阪国際がんセンター 形成外科
髙部 智哲 江東病院 循環器内科
高松 正憲 嬉野医療センター 心臓血管外科
高見 友也 岸和田徳洲会病院 外科
髙森 督 福井大学医学部附属病院 心臓血管外科
髙森 達也 こうじま慈愛病院 外科
鷹谷 紘樹 東北大学病院 心臓血管外科
高柳 涼 北海道大野記念病院 心臓血管外科
高山 利夫 東京大学医学部附属病院 血管外科
滝内 宏樹 つばさクリニック 内科
滝澤 恒基 医療法人積仁会島田総合病院 心臓血管外科
瀧澤 玲央 国際医療福祉大学成田病院 血管外科
滝浪 学 総合南東北病院 心臓血管外科
田口 隆浩 田口脳心臓血管クリニック 外科
竹内 一馬 医療法人たけうち六本松足と心臓血管クリニック 血管外科　循環器科
武内 克憲 富山市立富山市民病院 血管外科
武内 謙輔 たけうち静脈瘤クリニック 血管外科・内科
竹内 功 新座志木中央総合病院 血管外科
竹内 晋 堤橋ふれあいクリニック 心臓血管外科
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竹内 祐貴 佐賀大学附属病院 心臓血管外科
竹内 由利子 山口大学医学部附属病院 外科
竹内 和航 栗山会飯田病院 循環器内科
武田 功 医療法人武田ハートクリニック 理事長
武田 孝輔 田附興風会医学研究所北野病院 形成外科
武田 崇秀 京都大学医学部附属病院 心臓血管外科　先端医療研究開発機構

武田 亮二 洛和会音羽病院 脈管外科
竹村 文吾 大阪国際がんセンター 形成外科
竹本 捷 北部地区医師会病院 心臓血管外科
多胡 和馬 津山中央病院 外科
田島 宏樹 大阪大学医学部付属病院 形成外科
田島 泰 横須賀市立うわまち病院 心臓血管外科
田島 廣之 埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科
田島 悠太 東北大学病院 総合外科
田代 秀夫 ユーカリ血管クリニック 血管外科
多田 誠一 長崎血管外科クリニック 血管外科
多田 裕樹 製鉄記念室蘭病院 心臓血管外科
只腰 雅夫 名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科
立岡 修治 鹿児島大学病院 心臓血管外科
橘 一俊 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 心臓血管外科
橘 仁志 安佐市民病院 心臓血管外科
達 和人 医療法人社団三友会あけぼの病院 心臓血管外科
伊達 修 コールメディカルクリニック広島
伊達 勇佑 埼玉石心会病院 心臓血管外科
立石 直毅 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
建部 祥 医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 心臓血管外科
田所 優 茨城県立中央病院 外科
田中 和幸 医療法人仁友会北彩都病院 外科
田中 克典 所沢明生病院 血管外科
田中 潔 小倉記念病院 血管外科
田中 敬三 浜松医療センター 心臓血管外科
田中 元樹 獨協医科大学病院 第二外科
田中 恒有 医療法人社団弘淳会田中医院 心臓血管外科
田中 哲文 高知医療センター 心臓血管外科
田中 慎一 小倉記念病院 血管外科
田中 千陽 東邦大学医療センター佐倉病院 心臓血管外科
田中 晴城 諏訪赤十字病院 心臓血管外科
田中 秀幸 社会医療法人帰巖会みえ病院 血管外科
田中 宏和 医療法人　渡辺医学会　桜橋渡辺病院 心臓血管センター
田中 郁信 秋田大学医学部附属病院 心臓血管外科
田中 政有 三慶会指扇病院 外科
田中 麻里奈 天神橋さくらクリニック 皮膚科
田中 睦郎 国立病院機構熊本医療センター 心臓血管外科
田中 康裕 大阪労災病院 形成外科
田中 佑貴 相模原協同病院 心臓血管外科
田中 良昭 新久喜総合病院 心臓血管外科
田邉 佐和香 福井大学医学部附属病院 心臓血管外科
谷 大輝 藤田医科大学ばんたね病院 外科
谷井 貢 医療法人八木厚生会八木病院 外科
谷岡 秀樹 堺市立総合医療センター 心臓血管外科
谷河 篤 東北大学病院 高度救命救急センター
谷口 巌 鳥取赤十字病院 血管外科
谷口 哲 弘前中央病院 外科
谷口 智史 市立大津市民病院 心臓血管外科
谷口 真一郎 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 心臓血管外科
谷口 良輔 東京大学 血管外科
田畑 光紀 安城更生病院 外科
多林 伸起 医療法人友愛会しらかしクリニック 血管外科
田林 侑花 岩手県立中央病院 心臓血管外科
田淵 篤 川崎医科大学附属病院 心臓血管外科
田淵 正樹 一般財団法人　住友病院 心臓血管外科
玉井 宏一 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科
玉手 義久 岩手県立胆沢病院 外科
田村 敦 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 心臓血管外科
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田村 清 草加市立病院 心臓血管外科
田村 智紀 国立国際医療研究センター病院 心臓血管外科
田村 大和 奈良県西和医療センター 心臓血管外科
田村 幸穂 相模原協同病院 血管外科
爲季 清和 国立病院機構岡山医療センター
田守 登茂治 市立芦屋病院 外科
田山 慶一郎 宗像水光会総合病院 心臓血管センター外科
多良 祐一 奈良県総合医療センター 心臓血管外科
捶井 達也 ニューハート・ワタナベ国際病院 心臓血管外科
千葉 清 聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科
千原 新吾 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 血管外科
長 伸介 医療法人社団遼成会ふじみ野血管外科・内科クリニック 血管外科
長 知樹 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
蝶野 喜彦 厚木市立病院 外科
千代谷 真理 弘前中央病院 血管外科
塚本 忠司 大阪市立十三市民病院 外科・消化器外科
月岡 祐介 イムス葛飾ハートセンター 心臓血管外科
月野 暁彦 大阪中央病院 形成外科
辻 和宏 医療法人社団仁和会辻クリニック 血管外科
辻 義彦 新須磨病院 外科
辻本 琴音 川崎医科大学総合医療センター 総合外科
土田 憲 大崎市民病院 血管外科
土田 博光 誠潤会水戸病院 心臓血管外科
𡈽田 勇太 北里大学病院 心臓血管外科
土屋 豪 獨協医科大学病院 心臓・血管外科
土屋 紘一 金沢医科大学 放射線科
土屋 裕人 なとり皮膚科くまのどう内科下肢静脈瘤クリニック 形成外科
筒井 真博 札幌心臓血管クリニック 心臓血管外科
恒川 智宏 木沢記念病院 心臓血管外科
常田 沙紀 市立池田病院 形成外科
常深 孝太郎 社会医療法人愛仁会高槻病院 心臓血管外科
恒元 秀夫 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 心臓血管外科
坪井 栄俊 真壁病院 心臓血管外科
津村 康介 社会医療法人財団石心会川崎幸病院 大動脈外科
露木 肇 浜松医科大学 血管外科
津留 俊昭 畷生会脳神経外科病院 外科
鶴田 航大 札幌医科大学附属病院 呼吸器外科
鶴田 亮 千葉西総合病院 心臓血管外科
鶴見 由起夫 ゆうハートクリニック
出口 聡美 駿甲会甲賀病院 血管外科
出口 順夫 埼玉医科大学総合医療センター 血管外科
手島 英一 福岡和白病院 心臓血管外科
手塚 雅博 獨協医科大学 心臓・血管外科
寺井 恭彦 静岡市立静岡病院 心臓血管外科
寺尾 尚哉 岩手県立中央病院 心臓血管外科
寺川 勝也 東京大学医学部附属病院 心臓外科
寺﨑 宏明 寺崎医院 外科
寺田 拡仁 昭和大学横浜市北部病院 循環器センター　心臓血管外科

寺谷 裕充 福岡大学病院 心臓血管外科
寺本 淳 矢掛町国民健康保険病院 外科
天日 桃子 土居皮膚科 皮膚科
土井 真之 自治医科大学付属病院 心臓血管外科
佟 暁寧 大阪静脈瘤クリニック 血管外科
洞井 和彦 市立長浜病院 心臓血管外科
藤解 邦生 とうげ外科胃腸科
東郷 さやか 大阪市立大学 皮膚科
東原 宣之 イムス富士見総合病院 血管外科
当广 遼 明石医療センター 心臓血管外科
土岐 博之 洛和会音羽病院 形成外科
時岡 浩二 岡山市立市民病院 循環器内科
徳田 俊英 みらい在宅クリニック 内科
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徳永 蔵人 米盛病院 心臓血管外科
徳永 晴策 地域医療機能推進機構中京病院 外科
登坂 有子 済生会新潟病院 心臓血管外科
戸島 雅宏 かみいち総合病院 血管外科
戸田 直歩 大阪みなと中央病院 形成外科
栃窪 藍 札幌厚生病院 心臓血管外科
戸塚 裕一 静岡済生会総合病院 胸部心臓血管外科
土肥 俊一郎 医療法人社団樹良会高亀医院 心臓血管外科
富田 伸司 岐阜ハートセンター 心臓血管外科
富田 啓人 横浜市立市民病院 心臓血管外科
友枝 博 筑後市立病院 心臓血管外科
土門 駿也 東京中央美容外科 美容外科
鳥家 鉄平 近森病院 心臓血管外科
戸谷 直樹 東京慈恵会医科大学附属柏病院 血管外科
外山 秀司 仙台市立病院 心臓血管外科
豊田 泰幸 佐久総合病院 心臓血管外科
豊福 崇浩 東京都保健医療公社大久保病院 外科
鳥塚 大介 静岡県立こども病院 心臓血管外科
内藤 光三 佐賀県医療センター好生館 心臓血管外科
内藤 浩 大阪赤十字病院 形成外科
中井 信吾 山形大学医学部附属病院 第二外科（心臓血管外科）

仲井 健朗 医療法人社団倫生会みどり病院 心臓弁膜症センター
中井 康成 なかい内科血管外科クリニック 血管外科
中井 洋佑 名古屋市立大学病院 心臓血管外科
中井 義廣 きたじま田岡病院 血管外科、静脈外科
長江 恒幸 社会医療法人財団石心会第二川崎幸クリニック 血管外科
仲榮眞 盛保 琉球大学病院 胸部心臓血管外科学講座

中尾 達也 新東京病院 心臓血管外科
中尾 佳永 西宮渡辺心臓脳血管センター 心臓血管外科
長尾 兼嗣 富山大学附属病院 第一外科
長尾 俊彦 医療法人伯鳳会赤穂中央病院 心臓血管外科
長尾 由理 倉敷中央病院 形成外科
長岡 悟史 金沢ウェルネスクリニック
中川 達裕 大阪労災病院 形成外科
中川 光 東京慈恵会医科大学付属柏病院 外科、血管外科
中川 美星子 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 外科
長﨑 和仁 下北沢病院 血管外科
仲澤 順二 北海道立北見病院 心臓血管外科
中澤 達 聖母病院 外科
中路 俊 佐世保中央病院 心臓血管外科
中嶋 和恵 恵寿総合病院 心臓血管外科
中島 隆之 盛岡友愛病院 心臓血管外科
中島 智博 札幌医科大学 心臓血管外科
永瀨 隆 山口大学医学部附属病院 第一外科　血管外科
仲宗根 美佳 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 形成外科
名方 剛 森之宮病院 循環器内科
中田 弘子 横須賀市立うわまち病院 心臓血管外科
中田 悠介 医療法人社団　高邦会　高木病院 心臓血管外科
永田 英俊 藤田医科大学ばんたね病院 外科
中津 知己 旭川医科大学 血管外科
長門 久雄 市立長浜病院 心臓血管外科
中西 新 生駒市立病院 形成外科
中西 泉 医療法人社団慶泉会町田慶泉病院 外科
中西 敬太郎 市立函館病院 心臓血管外科
中西 浩之 岡山赤十字病院 心臓血管外科
中西 靖佳 南和歌山医療センター 胸部・心臓血管外科
仲野 雅之 八尾市立病院 形成外科
中野 優 筑波記念病院 心臓血管外科
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中野 善之 JCHO仙台病院 血管外科

中野渡 仁 いわき市医療センター 心臓血管外科

中原 孝 信州大学医学部附属病院 心臓血管外科
仲原 英人 宇治徳洲会病院 外科
中原 嘉則 イムス葛飾ハートセンター 心臓血管外科
長間 多恵 洛和会音羽病院 形成外科
中村 英司 久留米大学病院 外科
中村 和美 上大岡静脈瘤クリニック 血管外科
中村 都英 宮崎県立延岡病院 心臓血管外科

中村 健 Stanforduniversity CT surgery

中村 健治 このまち健診クリニック東天満 放射線科
中村 哲哉 中村外科医院 血管外科
中村 智一 イムス東京葛飾総合病院 心臓血管外科

中村 直和 北総白井病院 総合診療科

中村 宜由 横須賀市立うわまち病院 心臓血管外科

中村 肇 静岡済生会総合病院 胸部心臓血管外科
中村 浩彰 順心病院 循環器科
中村 博 順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科
中村 文哉 大阪労災病院 形成外科
中村 真衣 国立国際医療研究センター病院 外科
中村 政宏 日東病院 血管外科
中村 康人 岐阜大学医学部付属病院 第一外科
中村 玲雄 康生会武田病院 循環器センター
中本 進 大阪府済生会富田林病院 健診センター
中森 大記 広島静脈瘤クリニック 形成外科・血管外科
中山 泰介 千葉西総合病院 心臓血管外科
中山 卓也 医療法人偕行会名古屋共立病院 心臓血管外科
中山 雅人 豊橋市民病院 心臓血管外科
中山 真悠子 柏厚生総合病院 血管外科
中山 光由 中山クリニック 血管外科
吉田 裕美 堺市立総合医療センター 形成外科
永吉 実紀子 東京逓信病院 外科
名木田 明幸 東京大学医学部附属病院 血管外科
名倉 里織 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 心臓血管外科
奈田 慎一 聖マリア病院 心臓血管外科
夏目 佳代子 静岡赤十字病院 血管外科
鍋谷 雅史 田仲北野田病院 外科

波房 諭補 越村血管外科醫院 血管外科・内科

奈良岡 秀一 手稲渓仁会病院 心臓血管外科

奈良原 裕 菊名記念病院 心臓血管外科

楢山 耕平 友愛医療センター 心臓血管外科

成田 裕司 刈谷なりたクリニック 血管外科

南郷 峰善 大阪南医療センター 放射線科・IVRセンター

仁井 陸冬 鳥取大学医学部附属病院 心臓血管外科

新津 勝士 町田慶泉病院 血管外科

新妻 健 一般財団法人脳神経疾患研究所

新名 克彦 にいな鶴町クリニック 心臓血管外科

新原 寛之 島根大学医学部附属病院 皮膚科

新美 一帆 獨協医科大学埼玉医療センター 心臓血管外科

新美 清章 名古屋大学 血管外科，外科

西 智史 筑波記念病院 心臓血管外科

西 宏之 国立病院機構大阪医療センター 心臓血管外科

西庵 邦彦 森之宮病院 循環器内科

西江 亮祐 東京慈恵会医科大学附属病院 血管外科

西尾 壮示 草津ハートセンター 循環器科

西尾 博臣 大阪赤十字病院 心臓血管外科

西蔭 誠二 西蔭メディカルクリニック 血管外科
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西川 大陸

西川 浩史 医誠会病院 心臓血管外科

西澤 永晃 恵寿総合病院 心臓血管外科

西澤 真人 東京医科歯科大学 血管外科

西島 功 南部徳州会病院 心臓血管外科

西田 浩介 順天堂医院 心臓血管外科

西田 聡 福井県立病院 心臓血管外科

仁科 健 奈良県総合医療センター 心臓血管外科

仁科 洋人 翠明会山王病院 血管外科

西野 純史 公立昭和病院 心臓血管外科

西部 俊哉 北海道情報大学 医療情報学部

西部 正泰 医療法人社団ひこばえの会恵庭みどりのクリニック 外科

西村 謙吾 鳥取県立厚生病院 血管外科

西村 善幸 三重ハートセンター 心臓血管外科

西本 和生 あつた神宮東クリニック 血管外科

西本 隆亨 湘南第一病院 循環器科

西山 正行 国立循環器病研究センター 心臓血管外科

西脇 登 大阪府済生会泉尾病院 心臓血管外科

西脇 正美 すばる六甲

仁田 淳 東京都立多摩総合医療センター 血管外科

新田 能郎 仙台市医療センター・仙台オープン病院 心臓血管外科

二ノ井 照久 医療法人宝生会ＰＬ病院 放射線科

丹羽 隆文 済生会宇都宮病院 整形外科

丹羽 真佐夫 岐阜赤十字病院 外科

沼田 幸英 刈谷豊田総合病院 心臓血管外科

根岸 由香 埼玉慈恵病院 外科

音琴 真也 久留米大学病院 心臓血管外科

根本 寛子 横浜南共済病院 心臓血管外科

根本 卓 茨城県立中央病院 血管外科

根本 光洋 医療法人根本外科整形外科 外科

能美 昌子 大隅鹿屋病院 外科

野口 康久 のぐち血管外科クリニック 血管外科

野瀬 大補 福岡ハートネット病院 循環器内科

乃田 浩光 近江八幡市立総合医療センター 心臓血管外科

野田 和樹 国立循環器病研究センター 血管外科
野田 浩 のだ眼科・血管内科クリニック 内科・放射線科・血管内科

野谷 啓之 日産厚生会玉川病院 外科
野中 崇央 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科
野並 芳樹 公立仁淀病院 外科
野畑 一郎 医療法人潤心会熊本セントラル病院 血管外科
野間口 磨篤 東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科
野村 亜南 青森労災病院 心臓血管外科
野村 真治 山陽小野田市民病院 外科
野村 拓生 十全記念病院 血管外科
野村 健志 大阪府済生会中津病院 形成外科
野村 文一 医療法人綾和会　間中病院 血管外来
野村 佳克 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 心臓血管外科
野村 亮太 静岡市立静岡病院 心臓血管外科
野守 美千子 市立伊丹病院 形成外科
乗松 東吾 聖隷横浜病院 心臓血管センター内科
配島 功成 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 心臓血管外科
芳賀 真 東京医科大学八王子医療センター 心臓血管外科
羽賀 学 羽賀心臓血管外科クリニック 心臓血管外科
萩原 正一郎 医療法人社団寿量会熊本機能病院 血管外科
橋本 一輝 東京女子医科大学 形成外科
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橋本 和憲 横浜市立みなと赤十字病院 心臓血管外科
橋本 毅 医療法人光生会光生会病院 放射線科
橋本 千尋 大宮静脈瘤クリニック 血管外科
橋本 昌紀 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 心臓血管外科
橋本 雅史 西東京中央総合病院 心臓血管外科
橋本 昌典 千葉県救急医療センター 心臓血管外科
橋本 宗敬 岩手県立胆沢病院 外科
橋本 亘 沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院 心臓血管外科
長谷川 圭 千葉西総合病院 外科
長谷川 弘毅 獨協医科大学病院 形成外科・美容外科
長谷川 幸生 札幌真駒内病院 血管外科
長谷川 雅彦 岡崎市民病院 心臓血管外科
長谷川 悠 You's clinic Aoyama 美容皮膚科、皮膚科、形成外科、放射線科

長谷川 祐基 東京女子医科大学病院 形成外科
長谷川 悠人 沼津市立病院 心臓血管外科
長谷川 豊 群馬県立心臓血管センター 心臓血管外科
籏 厚 医療法人岡村会岡村病院 心臓血管外科
波多 祐紀 JCHO大阪病院 形成外科
畑田 充俊 西宮渡辺心臓脳血管センター 心臓血管外科
畑野 光太郎 岸和田徳洲会病院 外科
波多野 稔 津田沼中央総合病院 外科
蜂谷 裕之 蜂谷病院 外科
鉢呂 康平 滋賀医科大学 心臓血管外科
服部 圭祐 市立四日市病院 外科
服部 努 池袋血管外科クリニック 血管外科
服部 俊昭 服部外科胃腸科医院 外科
服部 将士 東京女子医科大学 心臓血管外科
服部 理華子 大阪労災病院 形成外科
初音 俊樹 医療法人慶睦会千手堂病院 循環器科
羽鳥 恭平 国立病院機構高崎医療センター 心臓血管外科
花田 健斗 王子総合病院 心臓血管外科
花田 明香 富士足・心臓血管クリニック 血管外科
華山 直二 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 心臓血管外科
花輪 真 市立旭川病院 放射線科
羽田 孝司 羽田皮膚科 皮膚科
羽野 嘉文 みどりケ丘病院 循環器内科
馬場 健 東京慈恵会医科大学 血管外科
馬場 啓徳 宮崎県立宮崎病院 心臓血管外科
濵口 真里 神戸大学医学部附属病院 心臓血管外科学分野
濱田 航平 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター 心臓血管外科
濵田 聡 医療法人渓州会浜田医院 血管外科・循環器科
濱田 庸 気仙沼市立病院 外科
濱田 隆介 近畿大学医学部 心臓血管外科
羽室 護 岡村記念病院 心臓血管外科
早川 弘輝 医療法人鈴鹿クリニック 内科、外科
早川 真人 中部徳洲会病院 心臓血管外科
早川 美奈子 東京女子医科大学病院 心臓血管外科
林 一郎 自衛隊中央病院 第四外科
林 英次郎 総合新川橋病院 循環器内科
林 啓太 平塚市民病院 血管外科
林 忍 医療法人慶祐会横浜血管クリニック 血管外科
林 剛 鎌ヶ谷総合病院 乳腺外科
林 太郎 明石医療センター 心臓血管外科
林 史子 西宮渡辺心臓脳・血管センター 心臓血管外科
林 奈宜 佐賀大学医学部附属病院 心臓血管外科
林 裕章 医療法人林外科医院 外科
林 応典 東京都済生会中央病院 血管外科
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林 佑樹 日本大学医学部附属板橋病院 心臓血管外科
林 祐次郎 国際医療福祉大学 成田病院 血管外科
林田 日直子 天陽会中央病院 心臓血管外科
林田 恭子 舞鶴共済病院 心臓血管外科
林田 智博 福山市民病院 心臓血管外科
原 寛幸 日本赤十字社和歌山医療センター 心臓血管外科
原 真範 東邦大学医療センター大森病院 心臓血管外科
原 正彦 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
原 正幸 東京慈恵医科大学附属病院 血管外科
原口 知則 赤穂市民病院 心臓血管外科
原田 厚 海老名ハートクリニック 心臓血管外科
原田 真吾 松江市立病院 心臓血管外科
波里 陽介 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 心臓血管外科
春田 直樹 仁鷹会たかの橋中央病院 血管外科
春山 興右 船橋静脈瘤クリニック 血管外科・皮膚科
伴 卓史朗 船橋総合病院 外科
伴 祐子 お茶の水血管外科クリニック 外科
坂東 徹 医）社団健心会坂東病院 外科
坂野 比呂志 名古屋大学 血管外科
稗田 哲也 北海道大学病院 循環器・呼吸器外科
比嘉 義輝 朝倉医師会病院 血管外科
日笠 壽 大阪警察病院 形成外科
東 理人 沖縄協同病院 心臓血管外科
東田 隆治 医療法人社団緑成会横浜総合病院 心臓血管外科
東盛 貴光 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 形成外科
樋上 哲哉 大分循環器病院 心臓血管外科
樋口 和彦 鹿嶋ハートクリニック 心臓血管外科
樋口 真哉 社会医療法人財団池友会新行橋病院 心臓血管外科
樋口 義郎 医療法人ユタカ医院 血管外科
久 容輔 いきめ大腸肛門外科内科 心臓血管外科
久田 洋一 大分県立病院 心臓血管外科
菱川 敬規 名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科
菱山 潤二 飛田給プライマリクリニック 形成外科
尾頭 厚 医療法人五星会菊名記念病院 心臓血管外科
人見 英司 湖東記念病院 麻酔科
日名 香菜子 大阪大学医学部附属病院 形成外科
日比野 世光 聖隷浜松病院 麻酔科
姫田 十二 ちば下肢静脈瘤クリニック 血管外科
兵頭 永一 医療法人社団絆永会兵頭内科眼科・ハートクリニック 内科・循環器内科
平井 英子 伊勢崎市民病院 心臓血管外科
平居 秀和 大阪府済生会野江病院 心臓血管外科
平尾 慎吾 倉敷中央病院 心臓血管外科
平賀 俊 奈良県立医科大学附属病院 胸部・心臓血管外科
平田 昌敬 増田整形外科クリニック 循環器科
平谷 勝彦 松山リハビリテーション病院 リハビリテーション科
平沼 進 横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第２病院 心臓血管外科
平野 智康 医療法人刀水会齋藤記念病院 血管外科
平野 雅生 獄立行政法人国立病院機構千葉医療センター 心臓血管外科
平林 葉子 川崎医科大学総合医療センター 総合外科（血管外科）
平原 浩幸 長岡赤十字病院 心臓血管外科
平松 範彦 和泉市立総合医療センター 心臓血管外科
平本 明徳 さかえ血管外科･循環器クリニック 血管外科
平山 亮 熊本赤十字病院 心臓血管外科
廣岡 慶治 大阪府済生会千里病院 循環器内科
廣岡 茂樹 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 心臓血管外科
廣岡 秀人 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 心臓血管外科
廣川 雅之 お茶の水血管外科クリニック 血管外科
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廣島 裕也 徳島県立中央病院 心臓血管外科
廣瀬 友亮 奈良県立医科大学 胸部・心臓血管外科
弘瀬 伸行 防治会いずみの病院 循環器科
廣田 真規 岡山大学病院 心臓血管外科
廣松 伸一 久留米大学 外科学心臓血管外科
廣本 敦之 日本医科大学武蔵小杉病院 心臓血管外科
樋渡 啓生 鹿児島市立病院 心臓血管外科
深瀬 圭吾 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 心臓血管外科
深田 睦 沼津市立病院 心臓血管外科
深谷 早希 帝京大学病院 皮膚科
深谷 俊介 あいちハートクリニック 心臓血管外科
福井 えみ さくら血管病クリニック 血管外科
福井 大祐 さくら血管病クリニック 血管外科
福岡 正人 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 外科
福田 篤志 済生会飯塚嘉穂病院 血管外科
福田 健児 大阪急性期・総合医療センター 形成外科
福田 尚司 東京医科大学 心臓血管外科
福田 卓也 済生会新潟病院 心臓血管外科
福田 勇人 医療法人社団扶洋会秦病院 血管外科
福田 智 菊名記念病院 心臓血管外科
福田 良昭 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院 循環器内科
福田 和歌子 吹田徳洲会病院 心臓血管外科
福永 周司 久保田クリニック 外科
福永 亮大 日高大腸肛門クリニック 血管外科
福西 琢真 愛媛大学医学部附属病院 心臓血管外科
福原 慎二 京都桂病院 心臓血管外科
福原 菜摘 江戸川病院 血管外科
福本 雄一朗 豊橋ハートセンター 心臓血管外科
福本 行臣 社会医療法人厚生会木沢記念病院 心臓血管外科
福元 祥浩 鹿児島市立病院 心臓血管外科
福家 愛 信州大学医学部附属病院 心臓血管外科
浮池 宜史 九州大学病院 心臓血管外科
藤井 温子 かわぐち心臓呼吸器病院 心臓血管外科
藤井 健人 さいたま赤十字病院 心臓血管外科
藤井 公輔 近畿大学医学部附属病院 心臓血管外科
藤井 大志 金沢医科大学 心臓血管外科
藤井 貴子 神戸朝日病院 総合診療科
藤井 孝之 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 心臓血管外科
藤井 琢 さいたま市立病院 血管外科
藤井 弘敦 菊名記念病院 心臓血管外科
藤井 泰宏 たまき青空病院 心臓血管外科
藤岡 顕太郎 山陽小野田市民病院 外科
藤岡 俊一郎 北里大学病院 心臓血管外科
藤岡 佑介 倉敷中央病院 形成外科
藤﨑 正之 AOI国際病院 心臓・血管外科
藤澤 康聡 藤澤心臓血管クリニック 心臓血管外科
藤城 健 国立長寿医療研究センター 血管外科
藤末 淳 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 心臓血管外科
藤田 陽 八尾徳洲会総合病院 心臓血管外科
藤田 和敏 市立池田病院 形成外科
藤田 定則 楽クリニック
藤田 智之 高瀬クリニック 心臓血管外科
藤田 広峰 医療法人NVS名古屋血管外科クリニック 血管外科
藤田 真敬 防衛医科大学校 防衛医学研究センター特殊環境衛生研究部門

藤邑 尚史 医療法人社団藤秀会シンクパ－クハ－トクリニック 心臓血管外科
藤村 直樹 東京都済生会中央病院 血管外科
藤村 博信 市立豊中病院 心臓血管外科
藤本 将人 淀川キリスト教病院 心臓血管外科
藤本 将史 医療法人花乃羅会ふじもとクリニック
藤本 竜平 水島協同病院 外科
藤森 なぎさ 住友病院 皮膚科
藤山 浩 JCHO大阪みなと中央病院 形成外科
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藤原 修 国立病院機構災害医療センター 形成外科
藤原 克次 市立大津市民病院 心臓血管外科
藤原 圭史 宮田整形外科皮フ科 血管外科
藤原 靖恵 京都大学医学部附属病院 心臓血管外科
布施川 真哲 王子総合病院 心臓血管外科
舩橋 亮輔 誠佑記念病院 心臓血管外科
船本 成輝 MethodistHospital,SanAntonio Cardiothoracic Surgery
古垣 浩一 ふるがきCLINIC 血管外科
古谷 彰 山口労災病院 外科
降旗 宏 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科
古林 圭一 梅田血管外科クリニック 心臓血管外科
古屋 秀和 東海大学医学部付属八王子病院 心臓血管外科
古山 正 九州大学病院 消化器・総合外科（第二外科）

米花 知伸 湘南藤沢心臓血管クリニック 心臓血管外科
北條 貴子 生駒市立病院 形成外科
北條 禎久 愛媛県立新居浜病院 心臓血管外科
保坂 晃弘 東京都立多摩総合医療センター 血管外科
保坂 到 札幌医科大学附属病院 心臓血管外科
保坂 茂 国立国際医療研究センター 心臓血管外科
保坂 純郎 四谷・血管クリニック 血管外科
保坂 達明 東邦大学医療センター大森病院 心臓血管外科
保科 克行 東京大学医学部附属病院 血管外科
星野 祐二 福岡山王病院 血管外科
星野 竜 星野クリニック 外科
細川 恭佑 川崎市立川崎病院 外科
細山 勝寛 岩手県立中央病院 心臓血管外科
堀田 明敬 財団法人　脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院 心臓血管外科
洞口 哲 国際医療福祉大学病院 血管外科
堀 英嗣 宗像水光会総合病院 救急科
堀 真理子 板橋中央総合病院 心臓血管外科
堀 裕貴 京都大学大学院医学研究科 心臓血管外科
堀井 晋一良 岩手県立胆沢病院 外科・血管外科
堀口 定昭 公益財団法人愛世会愛誠病院 血管外科
盆子原 幸宏 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 心臓血管外科
本田 賢太朗 和歌山県立医科大学 外科学第一講座
本間 健一 松山赤十字病院 血管外科
米谷 公佑 堺市立総合医療センター 形成外科
前川 浩毅 筑波記念病院 心臓血管外科
前川 卓史 前川外科内科 外科
前川 武雄 自治医科大学 皮膚科
前澤 毅 医療法人公仁会前澤病院 外科
前田 敦雄 昭和大学藤が丘病院 循環器内科
前田 和樹 東広島医療センター 心臓血管外科
前田 剛志 国際医療福祉大学成田病院 血管外科
前田 翔 銀座TAクリニック
前田 大介 大阪大学医学部附属病院 形成外科
前田 孝 JA岐阜厚生連久美愛厚生病院 外科
前田 拓也 総合病院　聖隷浜松病院 心臓血管外科
前田 武俊 医療法人おもと会大浜第一病院 循環器内科
前田 直俊 医療法人社団まえだ整形外科外科医院 外科
前田 英明 浮間中央病院 心臓血管センター
前中 基良 高清会 高井病院 循環器内科
前林 徹範 大阪市立総合医療センター 放射線診断科
眞岸 克明 名寄市立総合病院 心臓血管外科
牧田 哲 横須賀共済病院 心臓血管外科
牧野 裕 王子総合病院 心臓血管外科
牧野 能久 榊原記念病院 末梢血管外科
正木 祥太 名古屋市立大学病院 心臓血管外科
増田 暁夫 榊原記念病院 心臓血管外科
増田 耕一 東京歯科大学市川総合病院 放射線科
増田 鋼治 長浜赤十字病院 形成外科
増田 慎介 舞鶴共済病院 心臓血管外科
増田 信也 青森県立中央病院 心臓血管外科
増田 善逸 津山中央病院 心臓血管外科
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益田 知可子 大阪はびきの医療センター 皮膚科
益永 陽子 ベルランド総合病院 形成外科
益原 大志 東邦大学医療センター大森病院 心臓血管外科
町井 正人 大和市立病院 心臓血管外科学
町田 雄一郎 金沢医科大学氷見市民病院 胸部心臓血管外科
町田 洋一郎 順天堂医院 心臓血管外科
松井 欣哉 札幌真駒内病院 心臓血管外科
松井 広登 医療法人登桜会まつい血管内科・静脈瘤クリニック
松浦 壮平 森ノ宮病院 心臓血管外科
松尾 彰信 下関市立市民病院 心臓血管外科
松尾 二郎 神戸大学医学部医学部付属病院 心臓血管外科
松岡 孝明 表参道ヘレネクリニック 血管外科
松岡 唯 長浜赤十字病院 形成外科
松川 舞 熊本赤十字病院 心臓血管外科
松倉 満 東京大学医学部附属病院 血管外科
松崎 賢司 NTT東日本札幌病院 心臓血管外科
松下 公治 板橋中央総合病院 外科
松下 弘 北里大学病院 心臓血管外科
松下 昌裕 一宮市立市民病院 血管外科
松下 恭 獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管外科
松田 真以子 紀南病院 心臓血管外科
松田 靖弘 神戸市立医療センター中央市民病院 心臓血管外科
松竹 晴美 新古賀病院 呼吸器外科
松永 章吾 九州大学病院 心臓血管外科
松長 由里子 長崎県富江病院 外科
松林 景二 近江八幡市立総合医療センター 心臓血管外科
松林 優児 湖東記念病院 心臓血管外科
松原 健太郎 慶應義塾大学 外科
松原 忍 順天堂大学附属順天堂医院 形成外科
松原 裕 九州大学病院 消化器・総合外科
松前 大 笠岡第一病院 血管外科
松村 智文 高崎静脈瘤クリニック 医局
松村 宣寿 山形県立中央病院 救急科
松村 仁 福岡大学 心臓血管外科
松村 博臣 医療法人清仁会洛西ニュータウン病院 外科
松本 興治 十全総合病院 血管外科
松元 崇 飯塚病院 心臓血管外科
松本 拓也 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 血管外科
松本 春信 埼玉医科大学病院 血管外科
松本 秀年 一般社団法人神奈川県警友会けいゆう病院 外科
松元 仁久 まつもと心臓血管外科クリニック
松本 康 金沢医療センター 心臓血管外科
松本 康久 医療法人静かな凛脈の会まつもとデイクリニック 血管外科
松本 裕樹 岩手県立久慈病院 循環器内科
松本 嶺 北海道大学病院 循環器外科
松山 重文 虎の門病院 循環器センター　外科
松山 翔 下関市立市民病院 心臓血管外科
松山 孝昭 社会医療法人宏潤会大同病院 呼吸器・心臓血管外科
松山 孝義 埼玉東部循環器病院 心臓血管外科
真名子 英理 市立伊丹病院 形成外科
真鍋 秀明 新横浜美容外科血管外科クリニック 心臓血管外科
馬庭 直樹 茨木みどりが丘病院 循環器内科
間野 正之 川崎医科大学総合医療センター 総合外科
眞野 勇記 聖隷沼津病院 外科
間宮 孝夫 みつわ台総合病院 外科
丸井 晃 小倉記念病院 心臓血管外科
丸山 優貴 愛知医科大学病院 血管外科
三井 信介 済生会八幡総合病院 血管外科
三浦 秀元 札幌道都病院 外科
三浦 友二郎 高知大学 心臓血管外科
三重野 繁敏 医仁会武田総合病院 心臓血管外科
三笠 圭太 飯塚市立病院 外科
三上 直宣 みかみ血管外科・静脈瘤クリニック
三木 綾子 住友病院 形成外科
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三木 孝次郎 兵庫医科大学病院 循環器・腎透析内科
三木 隆生 伊勢崎市民病院 心臓血管外科
三澤 幸辰 三澤内科ハートクリニック 心臓血管外科
美島 利昭 北里大学医学部 心臓血管外科
水嶋 翔平 日本医科大学千葉北総病院 放射線科
水島 大地 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 心臓血管外科
水田 真司 一宮西病院 心臓血管外科
水永 妙 福井大学医学部付属病院 心臓血管外科
水野 明宏 名古屋市立東部医療センター 心臓血管外科
水野 敬輔 豊田厚生病院 外科
水野 天仁 北海道立北見病院 心臓血管外科
水野 裕介 福井静脈瘤クリニック 血管外科
溝口 高弘 山口大学 第一外科
道本 顕吉 東京慈恵会医科大学附属病院 放射線科
三井 幾東 行田総合病院 血管外科
三井 秀也 ツカザキ病院 心臓血管外科
満尾 博 飯塚病院 心臓血管外科
光岡 明人 秀和総合病院 血管外科
三岡 裕貴 愛知医科大学 血管外科
三岡 博 静岡市立静岡病院 心臓血管外科
光部 啓治郎 札幌心臓血管クリニック 心臓血管外科
三森 義崇 山梨厚生病院 心臓血管外科
三富 樹郷 日立総合病院 心臓血管外科
南方 竜也 大阪府済生会野江病院 形成外科
皆川 文香 新宿健診プラザ 一般
皆川 幸洋 岩手県立久慈病院 外科
南 一司 ミナミ整形外科内科心血管センター 循環器科
南田 大朗 勤医協中央病院 心臓血管外科
南村 弘佳 ベルランド総合病院 心臓血管外科
三根 かおり 福岡大学病院 心臓血管外科
峰 良成 良秀会藤井病院 末梢血管外科
峯岸 芳樹 福井大学医学部附属病院 形成外科
箕輪 和陽 横浜南共済病院 心臓血管外科
箕輪 隆 佐久市立国保浅間総合病院 血管外科
三保 貴裕 福岡徳洲会病院 心臓血管外科
見保 充則 大津赤十字病院 循環器科
三村 哲重 岡山済生会総合病院 外科
宮内 忠雅 上尾中央総合病院 心臓血管外科
宮内 正之 みたき総合病院 外科
宮川 敦志 練馬光が丘病院 心臓血管外科
宮川 弘之 仁生社江戸川病院 心臓血管外科
宮木 靖子 大分循環器病院 心臓血管外科
宮城 直人 医療法人芙蓉会五井病院 血管外科
三宅 啓介 大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科
三宅 ヨシカズ 八尾市立病院 形成外科
宮崎 慶子 南生協病院 外科
宮﨑 豪 順天堂大学医学部附属静岡病院 心臓血管外科
宮崎 卓也 葛西昌医会病院 心臓血管外科
宮崎 実 医療法人大植会葛城病院 心臓血管外科
宮﨑 裕子 日本生命病院 形成外科
宮﨑 理恵 東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科
宮下 浩平 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 救命救急科
宮下 直也 近畿大学病院 心臓血管外科
宮下 史寛 医療法人社団昴会湖東記念病院 心臓血管外科
宮田 圭悟 社会医療法人弘仁会大島病院 外科
宮田 哲郎 山王メディカルセンター 血管病センター
宮武 司 カレスサッポロ北光記念病院 心臓血管外科
宮永 竜弥 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 心臓血管外科
宮原 拓也 公立昭和病院 心臓血管外科
宮本 信一 ラジオロジークリニック扇町 放射線科
宮本 陽介 一宮西病院 心臓血管外科医
三好 麻衣子 徳島赤十字病院 血管内治療科
三輪 駿太 淡海医療センター 心臓血管外科
三和 千里 岡村記念病院 心臓血管外科
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迎 洋輔 水戸ブレインハートセンター 心臓血管外科
武川 慶 砂川市立病院 心臓血管外科
武藤 紹士 むとうクリニック 血管外科
棟方 護 芙蓉会村上病院 血管外科
村井 則之 済生会川口総合病院 血管外科
村岡 新 行徳総合病院 心臓血管外科
村上 厚文 国際医療福祉大学病院 循環器センター　血管外科
村上 貴志 大阪市立総合医療センター 心臓血管外科
村上 健 明理会中央総合病院 心臓血管外科
村上 忠弘 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 心臓血管外科
村上 英毅 川崎病院 形成外科
村上 弘典 国立病院機構横浜医療センター 心臓血管外科
村上 雅憲 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 心臓血管外科
村上 友梨 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 血管外科
村川 眞司 医療法人社団双樹会早徳病院 血管外科
村瀬 俊文 小田原循環器病院 心臓血管外科
村瀬 亮太 北海道大学病院 循環器・呼吸器外科
村田 賢祐 弘前大学医学部附属病院 心臓血管外科
村田 宇謙 湘南鎌倉総合病院 外科
村松 賢一 会津中央病院 心臓血管外科
村山 剛也 医療法人慶博会関内医院
村山 弘之 成田富里徳洲会病院 外科
目黒 昌 長岡中央綜合病院 血管外科
飯井 克明 天仁病院 内科
孟 真 横浜南共済病院 心臓血管外科
毛利 教生 牧港中央病院 心臓血管外科
望月 大輔 公立学校共済組合関東中央病院 心臓血管外科
望月 康晃 杏林大学医学部付属病院 心臓血管外科
泉二 佑輔 日本医科大学付属病院 心臓血管外科
本橋 宜和 医療法人 春秋会 城山病院 心臓血管外科
元松 祐馬 九州医療センター 心臓血管外科
本村 昇 東邦大学医療センター佐倉病院 心臓血管外科
百川 文健 三之町病院 血管外科
百瀬 直也 国立国際医療研究センター 外科
百瀬 匡亨 新百合ヶ丘総合病院 血管外科
森 和弘
森 浩一郎 もりえい病院 外科
森 秀暁 大宮中央綜合病院 血管外科
守内 大樹 聖隷浜松病院 心臓血管外科
森岡 慧 国立病院機構岩国医療センター 心臓血管外科
森景 則保 山口大学 器官病態外科学（第一外科）

森﨑 浩一 九州大学病院 血管外科
森㟢 晴喜 ふじもとクリニック
森下 篤 沼田脳神経外科循環器科病院 心臓血管外科
森下 恵里 東京中央美容外科
森下 清文 市立函館病院 心臓血管外科
森嶋 素子 日本医科大学付属病院 心臓血管外科
森末 淳 胃腸内科・下肢静脈瘤森末クリニック 外科
森住 誠 茨城県立中央病院 循環器外科
森田 一郎 川崎医科大学総合医療センター 血管外科
森田 翔平 心臓病センター榊原病院 外科
森田 照正 松山市民病院 心臓血管外科
森田 雅文 京都桂病院 心臓血管外科
森田 裕一 福岡大学病院 心臓血管外科
森前 博文 一宮市立市民病院 血管外科
森村 隼人 東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科
森本 圭介 もりもとクリニック 皮膚科
森本 啓介 山陰労災病院 心臓血管外科
森本 健一 鳥取大学医学部附属病院 心臓血管外科
森本 博司 国立病院機構呉医療センター 外科
森本 政憲 湖東記念病院 心臓血管外科
森山 周二 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 由紀則 一般財団法人児玉報謝会新成病院 心臓血管外科
諸隈 宏之 佐賀大学医学部附属病院 心臓血管外科
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矢内 香織 甲南医療センター 形成外科
矢尾 尊英 池上総合病院 心臓血管外科
八木 健司 福岡東医療センター 救急科
八木 隆治 愛媛労災病院 外科
八木 理絵 江戸川病院 心臓血管外科
矢嶋 真心 兵庫医科大学病院 心臓血管外科
谷島 義章 松本協立病院 心臓血管外科
安川 美緒 神奈川県立がんセンター 乳腺内分泌外科
八杉 巧 愛媛大学附属病院 心臓血管呼吸器外科
安田 理 四国こどもとおとなの医療センター 心臓血管外科
安田 幸司 岸和田徳洲会病院 外科
安田 誠一 彦根市立病院 消化器外科
安田 尚美 札幌医科大学附属病院 心臓血管外科
安野 憲一 医療法人藤誠会佐藤病院 内科
安原 清光 伊勢崎市民病院 心臓血管外科
安村 拓人 鹿児島大学病院 心臓血管外科
安本 匠 東京中央美容外科仙台院 形成外科
矢田 達朗 浜松医療センター 血管外科
八代 浩 福井県済生会病院 皮膚科
柳 健 東京デイサージェリークリニック 外科
栁 浩正 神奈川県立循環器呼吸器病センター 心臓血管外科
柳沢 曜 柳沢形成外科 形成外科
柳清 洋佑 市立札幌病院 心臓血管外科
矢野 啓太 福井大学医学部附属病院 心臓血管外科
矢野 健太郎 医療法人春秋会城山病院 心臓血管センター
山内 豪人 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科
山内 菜都美 関西労災病院 形成外科
山内 秀人 医療法人山内循環器クリニック 血管外科
山内 博貴 名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科
山内 正信 島根県立中央病院 心臓血管外科
山浦 一宏 藤森病院 外科
山尾 順 医療法人毅峰会吉田病院 外科・血管外科
山形 顕子 愛媛県立中央病院 心臓血管外科
山川 智士 北海道勤労者医療協会勤医協中央病院 心臓血管外科
八巻 隆 東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科
山口 亮 伊勢崎市民病院 心臓血管外科
山口 高広 河内総合病院 心臓血管外科
山﨑 元成 高崎ハートホスピタル 心臓血管外科
山﨑 幸紀 筑波記念病院 心臓血管外科
山﨑 和裕 京都大学医学部附属病院 心臓血管外科
山崎 智徳 東京中央美容外科 町田院
山崎 裕起 昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科
山崎 将典 静岡市立清水病院 外科
山崎 友也 中通総合病院 心臓血管外科
山澤 隆彦 川崎医科大学 心臓血管外科
山下 昭雄 富山大学附属病院 第一外科
山下 英次郎 京都府立医科大学附属病院 心臓血管外科
山下 修 山口県立総合医療センター 外科
山下 慶悟 医誠会病院 心臓血管外科
山下 重幸 富山大学附属病院 第一外科
山下 長司郎 山下診療所 外科、循環器科
山下 洋 北上済生会病院 血管外科
山下 裕正 日本医大千葉北総病院 心臓血管外科
山下 裕也 熊本リハビリテーション病院 血管外科
山下 光美 慶博会村山クリニック
山添 真治 牛久愛和総合病院 放射線科
山田 陽 手稲渓仁会病院 心臓血管外科
山田 勝之 市立伊丹病院 放射線診断科
山田 卓史 大分県立病院 心臓血管外科
山田 武男 諏訪中央病院 外科
山田 哲郎 東京北医療センター 形成外科
山田 哲也 春岡通クリニック 血管外科
山田 知行 滋賀県立総合病院 心臓血管外科
山田 就久 福井大学医学部附属病院 心臓血管外科
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山田 英明 新小文字病院 血管外科
山田 斉 社会医療法人弘道会萱島生野病院 外科
山田 雄太 厚木市立病院 血管外科
山田 亮太郎 筑波記念病院 心臓血管外科
山中 康詩 諏訪中央病院 外科
山中 裕太 浜松医科大学附属病院 第二外科・血管外科
山本 晃洋 星総合病院 心臓血管外科
山本 改 あらた形成スキンクリニック 形成外科
山本 瑛介 埼玉医科大学総合医療センター 消化管一般外科
山本 希誉仁 東濃厚生病院 血管外科
山本 賢二 岡村記念病院 心臓血管外科
山本 晃太 宮内庁 皇嗣職
山本 諭 青梅市立総合病院 心臓血管外科
山本 聡 北大阪ほうせんか病院 放射線科
山本 修司 国保すさみ病院 外科
山本 淳平 一宮西病院 心臓血管外科
山本 崇 やまもと静脈瘤クリニック 形成外科
山本 高照 信州大学医学部附属病院 心臓血管外科
山本 経尚 京都岡本記念病院 心臓血管外科
山本 尚人 浜松医療センター 血管外科
山元 博文 嬉野医療センター 心臓血管外科
山本 正樹 木俵病院 外科
山本 眞弓 社会医療法人財団聖フランシスコ会姫路聖マリア病院 形成外科・小児外科
山本 光孝 原三信病院 循環器科
山本 祐司 南松山病院 外科
山本 裕 山本醫院 外科
山本 洋輔 川崎市立川崎病院 放射線科
山本 洋平 土浦協同病院 血管外科
山本 龍治 山本心臓血管クリニック 循環器科
湯淺 右人 桑名市総合医療センター 心臓血管外科
尤 礼佳 東京都済生会中央病院 血管外科
結城 健生 大宮静脈瘤クリニック 血管外科
雪本 真代 医療法人宝生会PL病院 放射線科
弓削 徳久 国際医療福祉大学　成田病院 心臓外科
湯崎 充 済生会和歌山病院 心臓血管外科
陽川 孝樹 国立循環器病研究センター 血管外科
横川 愛 大阪急性期・総合医療センター 形成外科
横川 雅康 高岡市民病院 胸部血管外科
横田 敦子 宮崎市郡医師会病院 心臓血管外科
横田 大介 社会医療法人栗山会飯田病院 循環器内科
横山 賢司 武蔵野赤十字病院 心臓血管外科
横山 翔平 ツカザキ病院 心臓血管外科
横山 真一郎 天満橋中央クリニック 心臓血管外科
横山 野武 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科
横山 泰孝 戸田中央総合病院 心臓血管外科
横山 雄一郎 松山ハートセンターよつば循環器科クリニック 心臓血管外科
吉井 康欣 市立ひらかた病院 心臓血管外科
吉岡 祐希 心臓病センター榊原病院 心臓血管外科
吉岡 勇輔 東京都立墨東病院 皮膚科
吉賀 亮輔 済生会唐津病院 外科
吉﨑 隆道 板橋中央総合病院 心臓血管外科
吉田 和則 西宮渡辺心臓脳・血管センター 心臓血管外科
吉田 一史 神戸市立医療センター中央市民病院 心臓血管外科
吉田 尚平 よしだ内科・外科・足クリニック
吉田 博希 札幌厚生病院 心臓血管外科
吉田 弘之 久慈市山形診療所
吉田 正隆 城山病院 心臓血管外科
吉田 正人 医療法人松浦会姫路第一病院 外科
吉田 稔 イムス東京葛飾総合病院 心臓血管外科
吉田 幸代 山梨大学医学部附属病院 心臓血管外科
吉鷹 秀範 心臓病センター榊原病院 心臓血管外科
吉谷 信幸 明石医療センター 心臓血管外科
吉野 伸一郎 九州大学病院 消化器・総合外科
吉村 幸祐 広島大学病院 第一外科
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吉村 衛 神戸日帰り手術クリニック 血管外科、消化器外科
吉本 公洋 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 心臓血管外科
依田 真隆 柏厚生総合病院 心臓外科
米倉 孝治 東京都保健医療公社大久保病院 外科
李 昌史 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 血管外科
力丸 裕人 創流会朝日病院 外科
若杦 侑加 福井大学医学部附属病院 形成外科
若松 大樹 福島県立医科大学附属病院 心臓血管外科
脇 直久 広島逓信病院 外科
脇 裕磨 東京慈恵会医科大学 皮膚科
和田 直文 医療法人昆仁会圭仁会病院 内科・外科
和田 有子 信州大学医学部附属病院 心臓血管外科
和田 優利恵 東京女子医科大学附属足立医療センター 形成外科
和田 陽之介 練馬光が丘病院 外科　心臓血管外科
和田 至弘 薬院血管外科クリニック 血管外科
渡瀬 誠 医療法人厚生医学会厚生会第一病院 外科
和多田 晋 川崎市立川崎病院 外科
渡邊 大海 石巻赤十字病院 外科
渡邊 一正 すずかけセントラル病院 血管外科
渡辺 健一 吹田徳洲会病院 心臓血管外科
渡邉 哲史 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 内科
渡邊 崇人 青森労災病院 心臓血管外科
渡辺 太治 京都第二赤十字病院 心臓血管外科
渡邉 大介 山形大学医学部付属病院 第二外科
渡辺 徹雄 仙台市立病院 心臓血管外科
渡邊 俊貴 明石医療センター 心臓血管外科
渡邊 正明 財団法人温知会会津中央病院 内科、循環器科、血管外科
渡邉 マヤ 新潟大学医歯学総合病院 心臓血管外科
渡部 克将 王子総合病院 心臓血管外科
割石 精一郎 社会医療法人川島会川島病院 循環器外科
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