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プログラム委員（敬称略、五十音順）

飯田　　修 関西労災病院

伊苅　裕二 東海大学

池野　文昭 Stanford University

一色　高明 帝京大学

伊藤　賀敏 大阪府済生会千里病院

上田　恭敬 大阪警察病院

上松　正朗 関西労災病院

尾崎　行男 藤田保健衛生大学

小田　弘隆 新潟市民病院

黒田　　忠 大阪大学

小室　一成 大阪大学

角辻　　暁 大阪大学

曽我　芳光 小倉記念病院

高山　守正 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院

塚原　玲子 済生会横浜市東部病院

中川　義久 天理よろづ相談所病院

中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院

南都　伸介 大阪大学

西野　雅巳 大阪労災病院

林　　孝俊 兵庫県立姫路循環器病センター

挽地　　裕 佐賀大学医学部

日比　　潔 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター

藤井　謙司 桜橋渡辺病院

本江　純子 府中恵仁会病院 / 岐阜ハートセンター

南野　哲男 大阪大学

山崎　慶太 大阪大学

横井　宏佳 小倉記念病院

吉町　文暢 青森県立中央病院

コメデイカルプログラム委員（敬称略、五十音順）

稲田　　毅 岐阜ハートセンター（臨床工学技士）

太田　悦雄 CVIT 事務局（臨床工学技士）

金　　京子 大阪大学（看護師）

佐藤　和彦 大阪大学（放射線技師）

島袋　朋子 湘南鎌倉総合病院（看護師）

清水　速人 倉敷中央病院（臨床検査技師）

添田　信之 星総合病院（臨床工学技士）

平田　和也 北海道社会保険病院（臨床工学技士）

丸山　雄一 大阪大学（臨床工学技士）

三木　　弘 大阪大学（放射線技師）

横山　博典 国立循環器病研究センター（放射線技師）

CVIT2011 実行委員会（敬称略、五十音順）

実行委員長 大阪大学 南都　伸介
実 行 委 員 大阪大学 朝野　仁裕 角辻　　暁 金　　京子（看護師）

  奥山　裕司 橘　　公一 近藤　智勇（臨床工学技士）

  熊田　全裕 野嶋　裕兵 佐藤　和彦（放射線技師）

  黒田　　忠 溝手　　勇 丸山　雄一（臨床工学技士）

  坂田　泰史 南野　哲男 三木　　弘（放射線技師）

  坂田　泰彦
 関西労災病院 粟田　政樹 飯田　　修
 済生会千里病院 伊藤　賀敏 甲斐　達朗
事 務 局 長 大阪大学 山崎　慶太
実行委員会顧問 大阪大学 小室　一成
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秋満　忠郁 大分循環器病院

浅野　竜太 日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院

味岡　正純 公立陶生病院

阿部　秀樹 三友堂病院

天野　哲也 中部労災病院

雨宮　　浩 葉山ハートセンター

粟野孝次郎 三木市立三木市民病院

安斉　　均 聖路加国際病院

飯田　　修 関西労災病院

伊苅　裕二 東海大学

井阪　直樹 博仁会村瀬病院

石原　正治 広島市立広島市民病院

石綿　清雄 虎の門病院

伊藤　　彰 大阪市立総合医療センター

井上　一郎 広島市立広島市民病院

井上　直人 仙台厚生病院

岩崎孝一朗 岡山旭東病院

岩崎　義博 光晴会病院

上田　欽造 洛和会丸太町病院

上野　高史 久留米大学

上村　史朗 奈良県立医科大学附属病院

臼田　和生 富山県立中央病院

内山　隆史 戸田中央総合病院

梅澤　滋男 平塚共済病院

浦澤　一史 時計台記念病院

及川　裕二 心臓血管研究所付属病院

大島　　茂 群馬県立心臓血管センター

大嶋　秀一 熊本中央病院

大辻　　悟 東宝塚さとう病院

大手　信之 名古屋市立大学医学部附属病院

大畑　和義 甲府共立病院

大平　洋司 江戸川病院

大村　延博 川崎幸病院

岡田　尚之 聖隷浜松病院

岡本　光師 広島県立広島病院

小田　弘隆 新潟市民病院

小田代敬太 九州大学病院

落合　正彦 昭和大学横浜市北部病院

角田　恒和 土浦協同病院

風谷　幸男 愛媛県立中央病院

樫田　光夫 公立技留医療センター

片平　美明 東北厚生年金病院

勝木　孝明 自治医科大学附属病院

勝田　洋輔 福岡市医師会成人病センター

加藤　　敦 仙台市医療センター・仙台オープン病院

加藤　　修 豊橋ハートセンター

門田　一繁 倉敷中央病院

金谷　　透 公立学校共済組合東北中央病院

金谷　法忍 石川県立中央病院

神畠　　宏 関西医科大学附属病院 枚方病院

川井　和哉 近森病院

川口　克廣 小牧市民病院

河口　正雄 立正佼成会附属佼成病院

川崎　友裕 天神会新古賀病院

瓦林　孝彦 東住吉森本病院

神田　順二 国保旭中央病院

岸　　宏一 徳島赤十字病院

木島　幹博 星総合病院

北山　道彦 金沢医科大学病院

木村　一雄 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター

木村　　剛 京都大学医学部附属病院

久保　典史 埼玉社会保険病院

小岩屋　靖 宮崎産業保健推進センター

小島　　淳 熊本大学

小林　智子 京都桂病院

小林　　裕 東京医科大学八王子医療センター

小林　欣夫 千葉大学医学部附属病院

小松　宣夫 太田総合病院附属太田西ノ内病院

小宮山伸之 埼玉医科大学国際医療センター

小山　　豊 総合新川橋病院

近藤　泰三 小牧市民病院

坂井　信幸 神戸市立医療センター中央市民病院

榊原　雅義 イムス葛飾ハートセンター  

桜田　真己 所沢ハートセンター

佐藤　匡也 秋田県成人病医療センター

佐藤　康弘 国立病院機構災害医療センター

佐野　宏明 名古屋掖済会病院

塩出　宣雄 土谷総合病院

志手　淳也 神戸大学

篠原　昇一 高清会香芝旭ヶ丘病院／倚山会田岡病院

柴田　剛徳 宮崎市郡医師会病院

下村　英紀 福岡徳洲会病院

城谷　　学 近畿大学医学部奈良病院

鈴木　秀治 大阪医科大学附属病院

鈴木　孝彦 豊橋ハートセンター

住居晃太郎 マツダ㈱マツダ病院

瀬尾　俊彦 大阪府済生会中津病院

曽根　孝仁 大垣市民病院

高岡　秀幸 愛仁会高槻病院

鷹津　文麿 鷹津内科循環器科

高野　仁司 日本医科大学

髙橋玲比古 さくら会高橋病院

査読者一覧（敬称略、五十音順）
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滝澤　明憲 静岡市立静岡病院

滝澤　　要 仙台厚生病院

武　　俊介 大阪府済生会野江病院

竹中　　孝 国立病院機構北海道医療センター

武安　法之 茨城県立中央病院

嶽山　陽一 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

伊達　晴彦 宮崎大学医学部附属病院

田中喜美夫 水戸ブレインハートセンター

田中　信大 東京医科大学附属病院

田辺　健吾 三井記念病院

田巻　健治 岩手県立中央病院

辻　　貴史 草津ハートセンター

土金　悦夫 豊橋ハートセンター

鶴見由起夫 横浜総合病院

土井　　修 静岡県立総合病院

友渕　佳明 誠佑記念病院

中尾　浩一 済生会熊本病院

中川　義久 天理よろづ相談所病院

長嶋　淳三 横浜市スポーツ医科学センター

中島　　均 国立病院機構鹿児島医療センター

中村　　茂 京都桂病院

中村　　淳 新東京病院

中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院

中村　仁信 彩都友紘会病院

南都　伸介 大阪大学

西内　　健 川島病院

西垣　和彦 岐阜大学医学部附属病院

西川　英郎 三重ハートセンター

西田　育功 高清会高井病院

西野　雅巳 大阪労災病院

新田　　裕 富山赤十字病院

丹羽　明博 平塚共済病院

野口　祐一 筑波メディカルセンター病院

野崎　英二 岩手県立中央病院

野崎　洋一 カレスサッポロ北光記念病院

土師　一夫 市立柏原病院

長谷　　守 札幌医科大学

馬殿　正人 回生会宝塚病院

濱崎　秀一 鹿児島大学大学院

濱嵜　裕司 昭和大学医学部附属病院

濱田　芳夫 済生会下関総合病院

浜中　一郎 洛和会丸太町病院

治田　精一 福山循環器病院

東野　順彦 東宝塚さとう病院

挽地　　裕 佐賀大学医学部

日比野　剛 岐阜県立多治見病院

冷牟田浩司 国立病院機構九州医療センター

平山　治雄 名古屋第二赤十字病院

廣上　　貢 手稲渓仁会病院

福井　和樹 神奈川県立循環器呼吸器病センター

福澤　　茂 船橋市立医療センター

藤田　　勉 札幌心臓血管クリニック

藤田　　博 京都第二赤十字病院

藤永　裕之 徳島県立中央病院

藤本　和輝 国立病院機構熊本医療センター

舩田　淳一 国立病院機構愛媛病院

細川　丈志 大崎病院東京ハートセンター

堀田　祐紀 心臓血管センター金沢循環器病院

本江　純子 府中恵仁会病院／岐阜ハートセンター

本田　　喬 竜山リハビリテーション病院

舛谷　元丸 兵庫医科大学

松岡　　宏 愛媛県立今治病院

松下　豊顯 総合大雄会病院

松田　光雄 市立岸和田市民病院

松村　昭彦 亀田総合病院

三木　真司 三菱京都病院

三角　和雄 千葉西総合病院

道下　一朗 横浜栄共済病院

密岡　幹夫 仙台厚生病院

宮崎　俊一 近畿大学医学部

宮本　　明 菊名記念病院

武藤　　誠 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

村里　嘉信 新行橋病院ハートセンター

村松　俊哉 済生会横浜市東部病院

森田　　寛 協仁会小松病院

安田　　聡 東北大学病院

安武　正弘 日本医科大学付属病院

安本　　均 昭和病院

八巻　　多 北海道循環器病院

山口　浩士 天陽会中央病院

山下　武廣 心臓血管センター北海道大野病院

山本　博昭 長野中央病院

山本　正和 厚生連高岡病院

横井　良明 岸和田徳洲会病院

吉岡　二郎 長野赤十字病院

吉野　秀朗 杏林大学医学部附属病院

吉町　文暢 青森県立中央病院

若槻　哲三 徳島大学病院

我妻　賢司 東邦大学医療センター大森病院

渡邊　浩毅 済生会松山病院

渡辺　重行 筑波大学

度会　正人 安城更生病院

査読者一覧（敬称略、五十音順）




