
2020年度特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会役員等名簿 
(50音順敬称略) 

第 50 回会長 横山 斉 

第51回会長  夜久 均 

理 事 長  横山 斉 

理 事 荒井 裕国、泉谷 裕則、碓氷 章彦、大木 隆生、岡田 健次、齋木 佳克、椎谷 紀彦、塩瀬 明,柴田 利彦、 

志水 秀行、鈴木 孝明、高木 靖、濱野 公一、松宮 護郎、湊谷 謙司、宮本 伸二、夜久 均、山本 浩史、芳村 直樹 

監 事 東 信良、小野 稔、種本 和雄、新田 隆、渡邉 善則、 

名 誉 会 長  髙本 眞一、北村惣一郎、上田 裕一 

名 誉 会 員  青柳 成明、阿部 稔雄、安達 秀雄、新井 達太、伊藤 翼、井口  潔、今井 康晴、江里  健輔、大北 裕、 

川島 康生、川筋 道雄、川副 浩平、川田 志明、北川 哲也、許 俊鋭、黒澤 博身、古賀 道弘、小柳 仁、 

小山 信彌、坂田 隆造、佐野 俊二、重松 宏、新保 秀人、杉村修一郎、瀬在 幸安、田代 忠、多田 祐輔、   

龍野 勝彦、田辺 達三、田林 晄一、徳永 皓一、新津 勝弘、橋本 和弘、伴  敏彦、廣瀬 一、福田 幾夫、

藤田  毅、藤原  巍、細田 泰之、前田  肇、幕内 晴朗、松居 喜郎、松田 暉、松本 昭彦、三崎 拓郎、

宮田 哲郎、毛利   平、安井 久喬、矢田 公、,山本 文雄、四津 良平 

特 別 会 員  麻生 俊英、 安倍十三夫、安藤 太三、石丸 新、和泉 裕一、磯部 文隆、井野 隆史、今関 隆雄, 今村 洋二、 

井元 清隆、岩井 武尚、上田 敏彦、上山 武史、内田 發三、江口 昭治、遠藤 將光、應儀 成二、大内 博、 

大内 将弘、太田 敬、樗木 等、岡田 昌義、岡留健一郎、岡林 均、岡村 吉隆、小川 恭一、落 雅美、鬼塚 敏男、

加瀬川 均、角 秀秋、鎌田 幸一、河内 寛治、川内 義人、菊池 洋一、木曽 一誠、鬼頭 義次、釘宮 敏定、 

工藤 龍彦、國吉 幸男、久保 良彦、鯉江 久昭、小出司郎策、小坂井嘉夫、小須賀健一、小塚 裕、小林 順二郎、

米田 正始、佐賀 俊彦、坂本 徹、佐久間まこと、櫻田 徹、佐々木進次郎、笹栗 志朗、笹子 佳門、笹嶋 唯博、

佐藤 紀、佐野 文男、塩野 元美、島崎 靖久、島貫 隆夫、島本 光臣、清水 健、庄司 佑、白倉 良太、 

末田泰二郎、末廣 茂文、須藤 憲一、須磨 幸蔵、須磨 久善、瀬瀬 顯、高場 利博、高原 善治、竹内 栄二、

竹内 成之、竹内 靖夫、田中 二郎、田中   孝、玉木 修治、土岡 弘通、冨澤 康子、富永 隆治、富野 哲夫、

内藤 泰顯、永田 昌久、中野 清治、中埜  粛、西垣 恭一、西村 和修、長谷川嗣夫、畑  隆登、秦  紘、 

葉玉 哲生、林 純一、原田 順和、東上 震一、稗方 富蔵、福田 豊紀、藤原 慶一、藤原 直、布施 勝生、 

前田 正信、前原 正明、松井 完治、松浦雄一郎、松尾 浩三、松田 光彦、松原 純一、三澤 吉雄、三島 晃、 

三井 利夫、宮本 裕治、向原 伸彦、村岡 隆介、村上 新、森 透、森岡 恭彦、森下 靖雄、森田 茂樹、 

八木原俊克、保浦 賢三、山口 眞弘、山手 昇、横手 祐二、吉井 新平、𠮷𠮷田 英生、鰐渕 康彦 

総務幹事   本村 昇  

庶務幹事   高瀬 信弥、沼田 智 

理 事 長(会長) 1972～1979 故 木本誠二、1980 ～1985 故 三枝正裕、1986～1991 故 浅野献一、 

        1992～2002 故 古瀬 彰、  2003～2005 北村惣一郎、  2006～2011髙本眞一、 

2012～2017 上田裕一、 2018～横山 斉 

会 長     第 1 回  故 三枝正裕   第 2 回 故 曲直部壽夫   第 3 回  故 浅野献一 第 4 回  故 西村正也 

        第 5回 故 榊原 仟   第 6回  故 杉江三郎    第 7回  故 砂田輝武  第 8回  故 麻田 栄   

              第 9回 故 和田 壽郎  第10回 故 稲田 潔   第11回 古賀 道弘  第12回 故 堀内 藤吾  

              第13回 故 弥政洋太郎 第14回 故 井上正     第15回 故 岩 喬     第16回 川島 康生 

       第17回 故 三島好雄   第18回 故 中村和夫  第19回 田辺 達三   第20回 故 寺本  滋 

       第21回 故 上野 明  第22回 毛利  平   第23回 徳永 皓一   第24回 阿部 稔雄 

       第25回 松本 昭彦    第26回 伴  敏彦   第27回 故 宮本 巍   第28回 細田 泰之 

       第29回 故 中島 伸之  第30回 今井 康晴   第31回 江里 健輔   第32回 松田  暉 

       第33回 故 安田 慶秀  第34回 伊藤  翼   第35回故 数井 暉久   第36回 川副 浩平     

             第37回 黒澤 博身    第38回 青柳 成明   第39回 三崎 拓郎    第40回 大北  裕     

              第41回 重松  宏       第42回 山本 文雄     第43回 小山 信彌  第44回 川筋 道雄      

第45回 坂田 隆造   第46回 古森 公浩   第47回 橋本 和弘  第48回 新保 秀人、 

第49回 種本 和雄 


