
2022/12/11時点（敬称略）
委員長

内科
野出 孝一
（COI担当）

岩永 善高

外科
種本 和雄

（医療安全/倫理
担当）

内科 辻田 賢一

外科

赤阪 隆史 中川 義久 門田 一繁

阿古 潤哉 成子 隆彦 小宮山 伸之

代田 浩之 高瀬 凡平 谷 樹昌

桃原 哲也 中尾 浩一 中村 正人

野出 孝一 小林 欣夫 上村 史朗

石原 正治 志手 淳也 石井 秀樹

岩倉 克臣 大塚 頼隆 久保 隆史

坂本 知浩 高野 仁司 田口 功

田中 信大 田邉 健吾 田村 俊寛

西野 雅巳 野口 暉夫 森野 禎浩

安田 聡

小宮 達彦 米田 正始 下川 智樹

福井 寿啓 益田 宗孝 松宮 護郎

真鍋 晋 三隅 寛恭 渡邉 善則

土井　潔 福田　宏嗣 濱野　公一

菊地　慶太 高瀬　信弥 田中　正史

中嶋　博之 中島　博之 阿部 恒平

石井 庸介 大野 貴之 岡田 健次

川人 宏次 坂口 太一 塩瀬 明

田山 栄基 中村 喜次 西村 好晴

藤井 毅郎 堀井 泰浩 宮入 剛

山口 敦司

内科 香坂 俊 木村 一雄 上妻 謙

外科 浅井 徹 濱野 公一 真鍋 晋 中嶋 博之

内科 野口 暉夫 小松 誠 土橋 和文 大塚 頼隆

外科 松宮 護郎 高瀬 信弥 田中 千陽

内科 上田 恭敬 宮﨑 俊一

外科  下川　智樹 岡村 吉隆

赤阪 隆史 岡田 隆 香坂 俊

桃原 哲也 中村 正人 佐藤 幸人

廣 高史 安田 聡 横井 宏佳

吉野 秀朗

浅井 徹 岡村 吉隆 高梨 秀一郎

竹村 博文 橘 一俊 福井 寿啓

本村 昇 夜久 均 大野 貴之

岡田 隆 香坂 俊 桃原 哲也

中尾 浩一 中村 正人 安田 聡

佐藤 幸人 廣 高史 吉野 秀朗

浅井 徹 荒井 裕国 岡村 吉隆

高梨 秀一郎 竹村 博文 橘 一俊

本村 昇 夜久 均

浅野 竜太 石井 康宏

大野 貴之 中嶋 博之 真鍋 晋

沼田 智

久保 隆史 坂本 知浩 高山 忠輝

田中 信大 時田 祐吉

外科 渡邉 善則 下川 智樹 高橋 俊樹

内科 梶波 康二 松村 昭彦 上妻 謙 田口 功

外科 荒井 裕国 横山  斉 渡邉 善則

内科 西野 雅巳 北岡 裕章 志手 淳也 田原 良雄

浅井 徹 濱野 公一 田中 千陽

大野 貴之

中尾 浩一 中村 正人 中川 義久

横井 宏佳

浅井 徹 大野 貴之

夜久 均（オブザーバー）
外科 荒井 裕国

竹村 博文外科

辻田 賢一内科

教育委員会 竹村 博文
外科 土井　潔

循環器病対策委員会 上田 恭敬

内科 高山 守正

保険対策委員会 上田 恭敬
内科 高野 仁司

FJCA委員会 高山 忠輝

行賞委員会 野出 孝一

内科 小林 欣夫

外科 田中 正史

チーム医療委員会 大野 貴之

内科 横井 宏佳

外科 福井 寿啓

内科 （当年度会長）

外科 （当年度会長）

渉外広報委員会 横井 宏佳

将来計画委員会 夜久 均

合同プログラム委員会 荒井 裕国

学術委員会 安田 聡

上田 恭敬編集委員会

財務委員会 福井 寿啓

特定非営利活動法人日本冠疾患学会（The Japanese Coronary Association）

委員会名簿

委員会名 副委員長 委  員

総務委員会 中尾 浩一


