
2021年度特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会評議員名簿 

 
青木 淳 明石 英俊 秋田 利明 浅井 徹 東 信良 
阿部 知伸 天野 篤 荒井 裕国 池田 義 石野 幸三  
石橋 宏之 泉谷 裕則 磯田 晋 市川 肇 伊藤 敏明  
伊東 博史 伊東 啓行 今井 克彦 今中 和人 井本 浩  
入江 博之 入江 嘉仁 上野 正裕 上山 圭史 碓氷 章彦  
海野 直樹 江石 清行 榎本 栄 大石 恭久 大川 育秀  
大木 隆生 大谷 則史 大塚 俊哉 大野 貴之 大場 淳一  
大畑 俊裕 岡崎 仁 岡崎 幸生 岡田 健次 岡本 一真  
荻野 均 尾崎 重之 小澤 司 小田 克彦 小田 晋一郎  
織田 禎二 落合 由恵 小野 稔 小野原 俊博 尾原 秀明  
小櫃 由樹生 渡橋 和政 勝間田 敬弘 金子 幸裕 加納 正志  
紙谷 寛之 蒲原 啓司 川口 鎮 川田 博昭 川原田 修義  
川人 宏次 川本 俊輔 金 一  国原 孝 窪田 博  
倉谷 徹 小出 昌秋 小谷 恭弘 駒井 宏好 小宮 達彦  
薦田 さつき 古森 公浩 小山 忠明 崔 禎浩 佐伯 宗弘  
齋木 佳克 齋藤 綾 榊 雅之 榊原 裕 坂口 元一  
坂口 太一 坂本 喜三郎 櫻井 一 迫 秀則 貞弘 光章  
佐藤 尚司 佐戸川 弘之 澤 芳樹 澤崎 優 椎谷 紀彦  
塩瀬 明 軸屋 智昭 重松 邦広 柴崎 郁子 柴田 利彦  
志水 秀行 下川 智樹 庄村 遊 申 範圭 進藤 俊哉  
末松 義弘 杉本 愛 杉山 佳代 鈴木 孝明 鈴木 友彰  
鈴木 保之 須田 久雄 瀬戸 達一郎 善甫 宣哉 曽我 欣治  
大徳 和之 高木 靖 高瀬 信弥 高梨 秀一郎 髙野 環  
高野 弘志 髙橋 章之 髙橋 信也 高橋 徹 高橋 政夫  
田鎖 治 田口 眞一 竹村 博文 田嶋 一喜 田中 啓之  
田中 正史 谷口 繁樹 種本 和雄 田端 実 田淵 篤  
田村 暢成 田山 栄基 田山 慶一郎 長 泰則 築部 卓郎  
津村 早苗 出口 順夫 手取屋 岳夫 寺澤 幸枝 土井 潔  
道井 洋吏 德井 俊也 徳永 滋彦 戸田 宏一 内藤 光三  
中島 博之 中村 都英 仲村 輝也 中村 雅則 名村 理  
新浪 博 西 宏之 錦見 尚道 西田 聡 西村 元延  
西村 好晴 新田 隆 畑 正樹 羽生 道弥 濱野 公一  
濵脇 正好 坂東 興 平田 康隆 平松 祐司 廣谷 隆  



深田 穣治 福井 寿啓 福田 宏嗣 藤井 弘通 藤田 知之  
古川 博史 古屋 隆俊 保科 克行 堀井 泰浩 前田 英明  
正井 崇史 益田 宗孝 松浦 弘司 松下 昌裕 松田 均  
松宮 護郎 松本 拓也 松本 康 松山 克彦 圓尾 文子  
三井 信介 三隅 寛恭 緑川 博文 皆川 正仁 湊 直樹  
湊谷 謙司 宮入 剛 宮地 鑑 宮本 伸二 宮本 隆司  
宗像 宏 村上 貴志 孟 真  本村 昇 森景 則保  
森田 紀代造 夜久 均 山岸 正明 山口 敦司 山口 裕己  
山崎 健二 山崎 文郎 山中 一朗 山本 浩史 横山 斉  
吉鷹 秀範 吉武 明弘 芳村 直樹 若狭 哲 和田 秀一  
渡邊 剛 渡邉 善則  
                              （敬称略 50 音順） 


