
成人先天性心疾患暫定専門医　173名　2019.4.1認定　小児科90名、循環器内科47名、外科36名
都道府県 氏名 専門 所属所属機関名
北海道 泉　岳 小児科 北海道大学病院
北海道 武田　充人 小児科 北海道大学病院
北海道 村上　智明 小児科 札幌徳洲会病院
岩手県 小山　耕太郎 小児科 岩手医科大学附属病院
岩手県 小泉　淳一 心臓血管外科 岩手医科大学附属病院
宮城県 安達　理 心臓血管外科 東北大学病院
宮城県 齋木　佳克 心臓血管外科 東北大学病院
宮城県 建部　俊介 循環器内科 東北大学病院
秋田県 豊野　学朋 小児科 秋田大学医学部附属病院
山形県 安孫子　雅之 小児科 山形大学医学部附属病院
茨城県 石津　智子 循環器内科 筑波大学附属病院
茨城県 川松　直人 循環器内科 筑波大学附属病院
茨城県 堀米　仁志 小児科 筑波大学附属病院
茨城県 宮本　健志 循環器内科 宮本小児科医院
栃木県 今井　靖 循環器内科 自治医科大学
栃木県 河田　政明 心臓血管外科 自治医科大学とちぎ子ども医療センター
群馬県 山下　英治 循環器内科 群馬県立心臓血管センター
埼玉県 岩永　史郎 循環器内科 埼玉医科大学国際医療センター
埼玉県 狩野　実希 循環器内科 日本赤十字社さいたま赤十字病院
埼玉県 小林　俊樹 小児科 埼玉医科大学国際医療センター
埼玉県 鈴木　孝明 心臓血管外科 埼玉医科大学国際医療センター
埼玉県 住友　直方 小児科 埼玉医科大学国際医療センター
埼玉県 根岸　潤 小児科 イムス富士見総合病院
埼玉県 星野　健司 小児科 埼玉県立小児医療センター
千葉県 椛沢　政司 心臓血管外科 千葉市立海浜病院
千葉県 川副　泰隆 小児科 千葉県循環器病センター
千葉県 先崎　秀明 小児科 国際医療福祉大学成田病院
千葉県 武智　史恵 循環器内科 千葉県循環器病センター
千葉県 立野　滋 小児科 千葉市立海浜病院
千葉県 寺井　勝 小児科 千葉市立海浜病院
千葉県 籏　義仁 循環器内科 国際医療福祉大学成田病院
千葉県 松尾　浩三 心臓血管外科 千葉県循環器病センター
千葉県 森　善樹 小児科 国際医療福祉大学小児科、山王病院
東京都 朝貝　省史 小児科 東京女子医科大学病院
東京都 鮎澤　衛 小児科 日本大学医学部附属板橋病院
東京都 石戸　美妃子 小児科 東京女子医科大学病院
東京都 磯部　光章 循環器内科 （公財）日本心臓血圧研究振興会附属　榊原記念病院
東京都 市田　蕗子 小児科 医療財団法人順和会山王病院
東京都 稲井　慶 小児科 東京女子医科大学病院
東京都 稲毛　章郎 小児科 榊原記念病院
東京都 犬塚　亮 小児科 東京大学医学部附属病院
東京都 上田　知実 小児科 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院



都道府県 氏名 専門 所属所属機関名
東京都 大木　寛生 小児科 東京都立小児総合医療センター
東京都 小野　博 小児科 国立成育医療研究センター
東京都 賀藤　均 小児科 国立成育医療研究センター
東京都 金澤　英明 循環器内科 慶應義塾大学医学部
東京都 木島　康文 循環器内科 聖路加国際病院　心血管センター
東京都 木村　成卓 心臓血管外科 慶應義塾大学医学部
東京都 椎名　由美 循環器内科 聖路加国際病院　心血管センター
東京都 篠原　徳子 小児科 東京女子医科大学病院
東京都 島田　衣里子 小児科 東京女子医科大学病院
東京都 庄田　守男 循環器内科 東京女子医科大学病院
東京都 新川　武史 心臓血管外科 東京女子医科大学病院
東京都 新家　俊郎 循環器内科 昭和大学病院
東京都 相馬　桂 循環器内科 東京大学医学部附属病院
東京都 竹内　大二 小児科 東京女子医科大学病院
東京都 富田　英 小児科 昭和大学病院
東京都 豊原　啓子 小児科 東京女子医科大学病院
東京都 中西　敏雄 小児科 日本心臓血圧研究振興会　細胞免疫研究センター
東京都 西山　崇比古 循環器内科 慶應義塾大学病院
東京都 丹羽　公一郎 循環器内科 聖路加国際病院　心血管センター
東京都 原　英彦 循環器内科 東邦大学医療センター大橋病院
東京都 平田　康隆 心臓血管外科 東京大学医学部附属病院
東京都 深澤　隆治 小児科 日本医科大学付属病院
東京都 福田　旭伸 循環器内科 聖路加国際病院　心血管センター
東京都 藤井　隆成 小児科 昭和大学病院
東京都 前田　潤 小児科 東京都立小児総合医療センター
東京都 増田　慶太 循環器内科 聖路加国際病院
東京都 松裏　裕行 小児科 東邦大学医療センター大森病院
東京都 三浦　大 小児科 東京都立小児総合医療センター
東京都 宮原　義典 心臓血管外科 昭和大学病院
東京都 宮本　隆司 心臓血管外科 社会福祉法人児玉新生会 児玉経堂病院
東京都 森田　紀代造 心臓血管外科 東京慈恵会医科大学
東京都 八尾　厚史 循環器内科 東京大学医学部附属病院
東京都 矢崎　諭 小児科 榊原記念病院
東京都 山岸　敬幸 小児科 慶應義塾大学医学部
神奈川県 麻生　健太郎 小児科 聖マリアンナ医科大学
神奈川県 石川　利之 循環器内科 横浜市立大学附属病院
神奈川県 小板橋　俊美 循環器内科 北里大学
神奈川県 仁田　学 循環器内科 横浜市立大学附属病院
神奈川県 益田　宗孝 心臓血管外科 横浜市立大学
神奈川県 水野　将徳 小児科 済生会横浜市東部病院
神奈川県 宮地　鑑 心臓血管外科 北里大学医学部
神奈川県 宮本　朋幸 小児科 横須賀市立うわまち病院
長野県 小沼　武司 心臓血管外科 長野県立こども病院



都道府県 氏名 専門 所属所属機関名
長野県 瀧聞　浄宏 小児科 長野県立こども病院
長野県 元木　博彦 循環器内科 信州大学
長野県 安河内　聰 小児科 長野県立こども病院
富山県 平井　忠和 循環器内科 不二越病院
富山県 芳村　直樹 心臓血管外科 富山大学
石川県 安藤　誠 心臓血管外科 金沢医科大学
石川県 太田　邦雄 小児科 金沢大学
岐阜県 岩田　祐輔 心臓血管外科 岐阜県総合医療センター
岐阜県 面家　健太郎 小児科 あわのこどもクリニック
岐阜県 高橋　一浩 小児科 国立病院機構長良医療センター
静岡県 猪飼　秋夫 心臓血管外科 静岡県立こども病院
静岡県 金　成海 小児科 静岡県立こども病院
静岡県 小出　昌秋 心臓血管外科 聖隷浜松病院
静岡県 杉山　央 小児科 聖隷浜松病院
静岡県 中嶌　八隅 小児科 聖隷浜松病院
東京都 堀口　泰典 小児科 国際医療福祉大学熱海病院
静岡県 満下　紀恵 小児科 静岡県立こども病院
静岡県 宮﨑　文 小児科 静岡県立総合病院/静岡県立こども病院
静岡県 芳本　潤 小児科 静岡県立こども病院 
愛知県 犬飼　幸子 小児科 名古屋第二赤十字病院
愛知県 大橋　直樹 小児科 地域医療機能推進機構中京病院
愛知県 櫻井　一 心臓血管外科 地域医療機能推進機構中京病院
愛知県 武田　紹 小児科 地域医療機能推進機構中京病院
愛知県 西川　浩 小児科 地域医療機能推進機構中京病院
愛知県 安田　和志 小児科 あいち小児保健医療総合センター
三重県 三谷　義英 小児科 三重大学大学院医学系研究科
京都府 池田　義 心臓血管外科 京都大学医学部付属病院
京都府 山岸　正明 心臓血管外科 京都府立医科大学
大阪府 浅野　遼太郎 循環器内科 国立循環器病研究センター
大阪府 石田　秀和 小児科 大阪大学大学院医学系研究科
大阪府 市川　肇 心臓血管外科 国立循環器病研究センター
大阪府 稲村　昇 小児科 近畿大学医学部
大阪府 上野　高義 心臓血管外科 大阪大学
大阪府 江原　英治 小児科 大阪市立総合医療センター
大阪府 大内　秀雄 小児科 国立循環器病研究センター
大阪府 加藤　愛章 小児科 国立循環器病研究センター
大阪府 神谷　千津子 循環器内科 国立循環器病研究センター
大阪府 小垣　滋豊 小児科 大阪急性期・総合医療センター
大阪府 白石　公 小児科 国立循環器病研究センター
大阪府 鈴木　嗣敏 小児科 大阪市立総合医療センター
大阪府 塚本　泰正 循環器内科 国立循環器病研究センター
大阪府 藤本　一途 小児科 国立循環器病研究センター
大阪府 藤原　慶一 心臓血管外科 大阪府社会福祉事業団光明荘診療所



都道府県 氏名 専門 所属所属機関名
兵庫県 城戸　佐知子 小児科 兵庫県立こども病院
兵庫県 坂崎　尚徳 小児科 兵庫県立尼崎総合医療センター
兵庫県 白井　丈晶 循環器内科 加古川中央市民病院
兵庫県 田中　敏克 小児科 兵庫県立こども病院
兵庫県 長谷川　智巳 小児科 兵庫県立こども病院
兵庫県 松本　賢亮 循環器内科 神戸大学付属病院
兵庫県 圓尾　文子 心臓血管外科 加古川中央市民病院
奈良県 土井　拓 小児科 天理よろづ相談所病院
奈良県 三宅　誠 循環器内科 天理よろづ相談所病院
和歌山県 赤阪　隆史 循環器内科 和歌山県立医科大学附属病院
和歌山県 長嶋　光樹 心臓血管外科 和歌山県立医科大学附属病院
島根県 田邊　一明 循環器内科 島根大学医学部附属病院
島根県 安田　謙二 小児科 島根大学医学部附属病院
岡山県 赤木　禎治 循環器内科 岡山大学病院
岡山県 伊藤　浩 循環器内科 岡山大学病院
岡山県 笠原　真悟 心臓血管外科 岡山大学病院
岡山県 高谷　陽一 循環器内科 岡山大学病院
岡山県 杜　徳尚 循環器内科 岡山大学病院
岡山県 中川　晃志 循環器内科 岡山大学病院
岡山県 西井　伸洋 循環器内科 岡山大学病院
岡山県 脇　研自 小児科 倉敷中央病院
広島県 片岡　功一 小児科 広島市立広島市民病院
広島県 鎌田　政博 小児科 広島市立広島市民病院
広島県 中川　直美 小児科 広島市立広島市民病院
徳島県 早渕　康信 小児科 徳島大学
愛媛県 打田　俊司 心臓血管外科 愛媛大学大学院医学系研究科　
愛媛県 北川　哲也 心臓血管外科 四国中央病院
愛媛県 檜垣　高史 小児科 愛媛大学大学院医学系研究科
福岡県 家村　素史 小児科 聖マリア病院 
福岡県 落合　由恵 心臓血管外科 地域医療機能推進機構九州病院
福岡県 坂本　一郎 循環器内科 九州大学病院
福岡県 佐川　浩一 小児科 福岡市立こども病院
福岡県 塩瀬　明 心臓血管外科 九州大学大学院
福岡県 須田　憲治 小児科 久留米大学医学部
福岡県 帯刀　英樹 心臓血管外科 福岡市立こども病院
福岡県 筒井　裕之 循環器内科 九州大学病院
福岡県 永田　弾 小児科 九州大学病院
福岡県 宗内　淳 小児科 地域医療機能推進機構九州病院
福岡県 山村　健一郎 小児科 九州大学病院
福岡県 渡辺　まみ江 小児科 地域医療機能推進機構九州病院
熊本県 堀端　洋子 循環器内科 済生会熊本病院
鹿児島県 井本　浩 心臓血管外科
沖縄県 佐藤　誠一 小児科 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター



都道府県 氏名 専門 所属所属機関名
海外 佐野　俊二 心臓血管外科 カリフォルニア大学サンフランシスコ校
海外 水野　篤 循環器内科 UCLA Ahmanson Adult Congenital Heart Disease Center


