
⼼臓⾎管⿇酔学会認定指導医

認定⽇ ⽒名 フリガナ
2020/4/1 ⾚松 繁 アカマツ シゲル
2020/4/1 安部 恭⼦ アベ キョウコ
2020/4/1 新井 丈郎 アライ タケロウ
2023/4/1 有⼭ 淳 アリヤマ ジュン
2022/4/1 池⽥ 智⼦ イケダ サトコ
2021/4/1 伊敷 聖⼦ イシキ セイコ
2023/4/1 ⼀澤 敦 イチザワ アツシ
2023/4/1 伊藤 明⽇⾹ イトウ アスカ
2023/4/1 伊原 正幸 イハラ マサユキ
2020/4/1 今宿 康彦 イマシュク ヤスヒコ
2020/4/1 今林 徹 イマバヤシ トオル
2020/4/1 岩崎 達雄 イワサキ タツオ
2021/4/1 上北 郁男 ウエキタ イクオ
2021/4/1 内海 潤 ウツミ ジュン
2023/4/1 遠藤 暢⼈ エンドウ マサト
2023/4/1 ⼤⽯ 博史 オオイシ ヒロフミ
2021/4/1 ⼤額 明⼦ オオガク アキコ
2020/4/1 ⼤⻄ 広泰 オオニシ ヒロヤス
2020/4/1 ⼤和⽥ 哲郎 オオワダ テツロウ
2020/4/1 ⼩畑 勝義 オバタ カツヨシ
2022/4/1 ⼩幡 由美 オバタ ユミ
2020/4/1 ⾙沼 関志 カイヌマ モトシ
2020/4/1 柿沼 孝泰 カキヌマ タカヤス
2020/4/1 加藤 孝澄 カトウ タカスミ
2023/4/1 加藤 道久 カトウ ミチヒサ
2020/4/1 ⾹取 信之 カトリ ノブユキ
2022/4/1 ⾦⼦ 隆彦 カネコ タカヒコ
2020/4/1 ⾦⽥ 徹 カネダ トオル
2020/4/1 鎌形 千尋 カマガタ チヒロ
2020/4/1 ⻲井 政孝 カメイ マサタカ
2022/4/1 川岸 俊也 カワギシ トシヤ
2020/4/1 川⼝ 昌彦 カワグチ マサヒコ
2021/4/1 河嶋 朗 カワシマ アキラ
2020/4/1 川⼈ 伸次 カワヒト シンジ
2021/4/1 川村 篤 カワムラ アツシ
2022/4/1 川村 豪嗣 カワムラ タケシ
2020/4/1 ⽊倉 睦⼈ キクラ ムツヒト
2020/4/1 北川 裕利 キタガワ ヒロトシ
2020/4/1 北村 祐司 キタムラ ユウジ



⼼臓⾎管⿇酔学会認定指導医

認定⽇ ⽒名 フリガナ
2020/4/1 ⽊村 素⼦ キムラ モトコ
2023/4/1 ⽊⼭ 亮介 キヤマ リョウスケ
2020/4/1 草間 宣好 クサマ ノブヨシ
2020/4/1 國武 歩 クニタケ アユミ
2023/4/1 隈元 泰輔 クマモト タイスケ
2020/4/1 ⿊川 修⼆ クロカワ シュウジ
2021/4/1 ⿊⽥ 昌孝 クロダ マサタカ
2021/4/1 槐島 愛⼦ ゲジマ アイコ
2023/4/1 賢持 ⿇琴 ケンモチ マコト
2020/4/1 ⼩出 康弘 コイデ ヤスヒロ
2023/4/1 甲⾕ 太⼀ コウタニ タイチ
2023/4/1 ⼩佐々 優⼦ コザサ ユウコ
2020/4/1 ⼩⼭ 薫 コヤマ カオル
2020/4/1 坂本 篤裕 サカモト アツヒロ
2020/4/1 坂本 三樹 サカモト ミキ
2020/4/1 桜井 由佳 サクライ ユカ
2021/4/1 佐々⽊ 利佳 ササキ リカ
2020/4/1 讃岐 美智義 サヌキ ミチヨシ
2020/4/1 下⽥ 栄彦 シモダ ヨシヒコ
2020/4/1 菅原 昭憲 スガワラ アキノリ
2022/4/1 杉森 邦夫 スギモリ クニオ
2021/4/1 杉⼭ ⼤介 スギヤマ ダイスケ
2020/4/1 ⽵内 護 タケウチ マモル
2020/4/1 舘岡 ⼀芳 タテオカ カズヨシ
2020/4/1 舘⽥ 武志 タテダ タケシ
2023/4/1 ⽥中 暢洋 タナカ ノブヒロ
2020/4/1 ⽥中 裕之 タナカ ヒロユキ
2020/4/1 ⾕ 真規⼦ タニ マキコ
2020/4/1 ⾕川 義則 タニガワ ヨシノリ
2022/4/1 津野 信輔 ツノ シンスケ
2020/4/1 坪川 恒久 ツボカワ ツネヒサ
2021/4/1 坪光 祥晃 ツボコウ ヨシアキ
2020/4/1 寺嶋 克幸 テラジマ カツユキ
2020/4/1 渡海 裕⽂ トカイ ヒロフミ
2021/4/1 ⼟肥 泰明 トヒ ヤスアキ
2020/4/1 富⽥ 有毅彦 トミタ ユキヒコ
2022/4/1 冨永 健⼆ トミナガ ケンジ
2020/4/1 内藤 嘉之 ナイトウ ヨシユキ
2023/4/1 仲⻄ 未佳 ナカニシ ミカ



⼼臓⾎管⿇酔学会認定指導医

認定⽇ ⽒名 フリガナ
2020/4/1 ⻑嶺 祐介 ナガミネ ユウスケ
2020/4/1 新畑 知⼦ ニイハタ トモコ
2023/4/1 ⻄中 ⽂ ニシナカ アヤ
2020/4/1 野村 実 ノムラ ミノル
2020/4/1 蓮尾 浩 ハスオ ヒロシ
2020/4/1 蓮輪 恭⼦ ハスワ キョウコ
2023/4/1 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ
2020/4/1 林 雅信 ハヤシ マサチカ
2020/4/1 林⽥ 眞和 ハヤシダ マサカズ
2020/4/1 菱沼 典正 ヒシヌマ ノリマサ
2023/4/1 藤本 智⼦ フジモト トモコ
2022/4/1 古川 直樹 フルカワ ナオキ
2020/4/1 堀内 俊孝 ホリウチ トシノリ
2022/4/1 前川 謙悟 マエカワ ケンゴ
2020/4/1 正宗 ⼤⼠ マサムネ タイシ
2020/4/1 松⾕ 真理⼦ マツタニ マリコ
2020/4/1 松永 明 マツナガ アキラ
2021/4/1 丸⼭ ⼀男 マルヤマ カズオ
2020/4/1 ⽔野 圭⼀郎 ミズノ ケイイチロウ
2020/4/1 溝部 俊樹 ミゾベ トシキ
2020/4/1 宮下 ⿓ ミヤシタ リョウ
2020/4/1 森 庸介 モリ ヨウスケ
2023/4/1 森⽥ 智教 モリタ トモノリ
2021/4/1 森本 裕⼆ モリモト ユウジ
2020/4/1 ⼭浦 健 ヤマウラ ケン
2022/4/1 ⼭⽥ 宏 ヤマダ ヒロシ
2020/4/1 ⼭本 知裕 ヤマモト トモヒロ
2020/4/1 吉岡 成知 ヨシオカ マサトモ
2020/4/1 吉⾕ 健司 ヨシタニ ケンジ
2021/4/1 李 光喜 リ ミツヨシ
2020/4/1 和⽥ 浩輔 ワダ コウスケ
2020/4/1 渡邊 和宏 ワタナベ カズヒロ
2021/4/1 渡部 功三 ワタナベ コウゾウ
2020/4/1 渡邉 誠之 ワタナベ セイジ


