
心臓血管外科専門医認定機構・修練施設群一覧 2022年2月掲載

都道府県 修練統括施設 プログラム名称 修練責任者 TEL

1 北海道 札幌医科大学附属病院 札幌医科大学心臓血管外科修練カリキュラム 川原田　修義 011-611-2111

2 北海道 北海道大学病院 北海道大学心臓血管外科修練カリキュラム 若狭　　哲 011-716-1161

3 北海道 旭川医科大学病院 旭川医科大学血管外科重点修練コース 東　　信良 0166-68-2494

4 北海道 旭川医科大学病院 旭川医科大学心臓大血管外科重点コース 紙谷　寛之 0166-68-2494

5 青森県 弘前大学医学部附属病院
弘前大学統括心臓血管外科連携施設群カリキュ

ラム
皆川　正仁 0173-23-5111

6 岩手県 岩手医科大学附属病院 岩手医科大学心臓血管外科専門医カリキュラム 小泉　淳一 019-613-7111

7 秋田県 秋田大学医学部附属病院 秋田県心臓血管外科専門医カリキュラム 山本　浩史 018-834-6135

8 宮城県 東北大学病院 東北大学心臓血管外科修練カリキュラム 齋木　佳克 022-717-7222

9 宮城県 仙台厚生病院 仙台心臓血管専門医取得カリキュラム 畑　正樹 022-222-6181

10 山形県 山形大学医学部付属病院 山形大学心臓血管外科専門医プログラム 内田　徹郎 023-628-5342

11 福島県 福島県立医科大学附属病院
福島県立医科大学心臓血管外科専門医プログラ

ム
横山　　斉 024-547-1291

12 福島県
財団法人脳神経疾患研究所附属総

合南東北病院
南東北病院心臓血管外科病院群 菅野　　恵 024-934-5322

13 茨城県 筑波大学附属病院 筑波大学心臓血管外科修練施設群 平松　祐司 029-853-3210

14 栃木県 獨協医科大学病院 獨協医科大学修練施設群 福田　宏嗣 0282-87-2301

15 栃木県 自治医科大学付属病院 自治医科大学心臓血管外科 川人　宏次 0285-58-7368

16 群馬県 群馬大学医学部附属病院 群馬大学心臓血管外科プログラム 阿部　知伸 027-220-8240

17 群馬県 伊勢崎市民病院 伊勢崎市民病院修練施設群 大林　民幸 0270-25-5022

18 埼玉県
社会医療法人財団石心会埼玉石心

会病院
埼玉石心会病院修練施設群 加藤　泰之 04-2953-0909

19 埼玉県
自治医科大学附属さいたま医療セ

ンター
自治医科大学附属さいたま医療センター 山口　敦司 048-647-2111

20 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター
獨協医科大学埼玉医療センター心臓血管外科専

門医研修プログラム
高野　弘志 048-965-1111

21 埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター
埼玉医科大学心臓血管外科専門研修カリキュラ

ム
鈴木　孝明 042-984-4111

22 千葉県 千葉大学医学部附属病院 千葉大学関連施設群 松宮　護郎 043-222-7171

23 千葉県 医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓血管外科 中尾　達也 047-711-8700

24 千葉県
公益社団法人地域医療振興協会東

京ベイ・浦安市川医療センター
ハートアライアンス 田端　　実 047-351-3101

25 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院
聖マリアンナ医科大学心臓血管外科修練グルー

プ
宮入　　剛 044-977-8111

26 神奈川県
横浜市立大学附属市民総合医療セ

ンター

横浜市立大学外科治療学心臓血管外科修練プロ

グラム
内田　敬二 045-261-5656

27 神奈川県 北里大学病院 心臓血管外科振興会専門医修練プログラム 宮地　鑑 042-778-8111

28 神奈川県 東海大学医学部附属病院
東海大学　心臓・血管外科専門医修練カリキュ

ラム
長　　泰則 0463-93-1121

29 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 新潟大学心臓血管外科専門医修練プログラム 白石　修一 025-223-6161

30 山梨県 山梨大学医学部附属病院 山梨大学心臓血管外科研修プログラム 中島　博之 055-273-9682

31 東京都
東京慈恵会医科大学附属病院　心

臓外科
慈恵医大心臓外科カリキュラム 國原　　孝 03-3433-1111

32 東京都 東京慈恵会医科大学　血管外科 慈恵医大血管外科カリキュラム 大木　隆生 03-3433-1111

33 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院
順天堂大学心臓血管外科専門医取得カリキュラ

ム
天野　　篤 03-3813-3111

34 東京都 日本医科大学付属病院 日本医科大学　グループ 石井　庸介 03-5814-6816
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35 東京都
東京医科歯科大学医学部附属病院

心臓血管外科
東京医科歯科大学　心臓血管外科　修練施設群 荒井　裕国 03-3813-6111

36 東京都
東京大学医学部附属病院　心臓外

科
東大心臓外科修練グループ 小野　　稔 03-3815-5411

37 東京都
東京大学医学部附属病院　血管外

科
東京大学血管外科修練グループ 保科　克行 03-5800-8653

38 東京都 昭和大学江東豊洲病院
昭和大学江東豊洲病院　心臓血管外科　修練施

設群
山口　裕己 03-6204-6000

39 東京都 昭和大学病院 昭和大学病院心臓血管外科専門医プログラム 青木　淳 03-3784-8588

40 東京都 東邦大学医療センター大森病院 東邦大学心臓血管外科カリキュラム 渡邉　善則 03-3761-4151

41 東京都 東京医科大学病院 東京医科大学 荻野　　均 03-3342-6111

42 東京都 慶應義塾大学病院
慶應関連心臓・血管外科専門医修練カリキュラ

ム
志水　秀行 03-3353-1211

43 東京都 東京女子医科大学病院
東京女子医科大学　心臓血管外科専門医修練カ

リキュラム
新浪　　博 03-3353-8111

44 東京都 帝京大学医学部附属病院
帝京・榊原心臓血管外科修練プログラム（帝京

大学・榊原修練施設群）
今水流　智浩 03-3964-1211

45 東京都 板橋中央総合病院 IMSグループ心臓血管外科修練施設群 村田　聖一郎 03-3967-0572

46 東京都 日本大学医学部附属板橋病院
日本大学医学部心臓血管外科　専門医研修プロ

グラム
田中　正史 03-3972-8111

47 東京都 杏林大学医学部附属病院 杏林大学心臓血管外科修練グループ 窪田　　博 0422-47-5511

48 静岡県
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合

病院聖隷浜松病院

聖隷浜松病院心臓血管外科専門医研修カリキュ

ラム
小出　昌秋 053-474-2222

49 静岡県 静岡市立静岡病院
静岡市立静岡病院心臓血管外科専門医研修カリ

キュラム
山崎　文郎 054-253-3125

50 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 浜松医科大学心臓血管外科専門研修プログラム 椎谷　紀彦 053-435-2276

51 愛知県
名古屋大学医学部附属病院　心臓

外科
名古屋大学グループ心臓外科カリキュラム 碓氷　章彦 052-744-2376

52 愛知県
名古屋大学医学部附属病院　血管

外科
血管外科 古森　公浩 052-744-2224

53 愛知県 名古屋市立大学病院
名古屋市立大学心臓血管外科専門医修練カリ

キュラム
須田　久雄 052-853-8099

54 愛知県 藤田医科大学病院 心臓血管外科 高木　　靖 0562-93-9255

55 愛知県 愛知医科大学病院 愛知医科大学病院心臓血管外科研修プログラム 石橋　宏之 0561-62-3311

56 愛知県
医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合

病院
名古屋徳洲会心臓血管外科研修 大橋　壯樹 0568-51-8711

57 三重県 三重大学医学部附属病院 三重大学心臓血管外科専門医修練コース 庄村　　遊 059-231-5021

58 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県心臓血管外科プログラム 土井　　潔 058-230-6325

59 長野県 信州大学医学部附属病院 信州大学カリキュラム 瀬戸　達一郎 0263-37-3577

60 富山県 富山大学附属病院 富山大学心臓血管外科専門医修練カリキュラム 芳村　直樹 076-434-7330

61 石川県 金沢医科大学病院 金沢医科大学病院心臓血管外科修練施設群 坂本　　滋 076-286-3511

62 石川県 金沢大学附属病院 金沢大学 CVS Team 竹村　博文 076-265-2355

63 京都府 京都府立医科大学附属病院 京都府立医科大学関連病院群 夜久　均 075-251-5752

64 京都府 京都大学医学部附属病院 京都大学心臓血管外科修練プログラム 湊谷　謙司 075-751-3111

65 大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 大阪市立大学心臓血管外科専門医カリキュラム 柴田　利彦 06-6645-3980

66 大阪府 国立循環器病研究センター 国循修練施設群 藤田　知之 06-6170-1070
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67 大阪府 大阪大学医学部附属病院 大阪大学修練施設群 宮川　繁 06-6879-3154

68 大阪府
大阪医科薬科大学病院　心臓血管

外科

大阪医科薬科大学心臓血管外科専門医育成プロ

グラム
勝間田　敬弘 072-683-1221

69 大阪府 関西医科大学附属病院 関西医科大学心臓血管外科修練施設群 湊　　直樹 072-804-0101

70 大阪府 医療法人岸和田徳洲会病院 岸和田心臓外科群 東上　震一 072-445-9915

71 大阪府 近畿大学病院 近畿大学心臓血管外科カリキュラム 坂口　元一 072-366-0221

72 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀医科大学修練施設群 鈴木　友彰 077-548-2244

73 奈良県
公立大学法人奈良県立医科大学附

属病院
心臓血管外科 横山　晋也 0744-22-3051

74 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 紀の国修練プロジェクト 西村　好晴 073-441-0615

75 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 神戸大学心臓血管外科専門医養成プログラム 岡田　健次 078-382-5942

76 兵庫県 兵庫医科大学 兵庫医科大学修練施設群 坂口　太一 0798-45-6853

77 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 鳥取大学心臓血管外科専門研修プログラム 西村　元延 0859-38-7027

78 島根県 島根大学医学部附属病院 島根県心臓血管外科専門医修練カリキュラム 織田　禎二 0853-20-2225

79 岡山県
社会医療法人社団十全会心臓病セ

ンター榊原病院

心臓病センター榊原病院　心臓血管外科修練施

設群
吉鷹　秀範 086-225-7111

80 岡山県 岡山大学病院 岡山大学心臓血管外科広域修練施設群 小谷　恭弘 086-235-7359

81 岡山県 川崎医科大学附属病院 川崎医科大学心臓血管外科カリキュラム施設群 種本　和雄 086-462-1111

82 広島県 広島大学病院 広島心臓血管外科専門医修練カリキュラム 高橋　信也 082-257-5555

83 山口県 山口大学医学部附属病院
山口大学医学部付属病院心臓血管外科専門医研

修プログラム
濱野　公一 0836-22-2261

84 徳島県 徳島大学病院 徳島大学修練施設群 秦　　広樹 088-633-7581

85 香川県 香川大学医学部附属病院 香川心臓血管外科修練施設群 堀井　泰浩 087-898-5111

86 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 愛媛大学心臓血管外科 泉谷　裕則 089-960-5331

87 高知県 高知大学医学部附属病院 高知大学心臓血管外科修練プログラム 三浦　友二郎 088-880-2375

88 福岡県 九州大学病院
九州大学関連病院群による心臓血管外科医の育

成プログラム
塩瀬　　明 092-642-5557

89 福岡県 医療法人財団池友会福岡和白病院 福岡和白病院心臓血管外科専門研修プログラム 益田　宗孝 092-608-0001

90 福岡県 福岡大学病院
福岡大学病院　心臓血管外科　卒後研修プログ

ラム
和田　秀一 092-801-1011

91 福岡県 久留米大学病院
久留米グループ心臓外科・血管外科修練グルー

プ
田山　栄基 0942-35-3311

92 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 佐賀大学心臓血管外科専門医修練カリキュラム 蒲原　啓司 0952-31-6511

93 長崎県 長崎大学病院 長崎心臓血管外科修練プログラム 江石　清行 095-819-7307

94 大分県 大分大学医学部附属病院 大分大学心臓血管外科病院群 宮本　伸二 097-586-6732

95 熊本県 熊本大学医学部附属病院 熊本心臓血管外科専門医プログラム 福井　寿啓 096-373-5205

96 熊本県 熊本赤十字病院
熊本赤十字病院　心臓血管外科　専門研修プロ

グラム
鈴木　龍介 096-384-2111

97 宮崎県 宮崎市郡医師会病院 宮崎大学医学部心臓血管外科修練施設群 矢野　光洋 0985-77-9101

98 鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島大学　心臓血管外科 曽我　欣治 092-275-5368

99 鹿児島県 愛心会大隅鹿屋病院
大隅鹿屋病院心臓血管外科専門医修練カリキュ

ラム
麓　　英征 0994-40-1111

100 沖縄県
沖縄県立南部医療センター・こど

も医療センター

沖縄県立病院群心臓血管外科専門医養成プログ

ラム
宗像　　宏 098-888-0123

101 沖縄県 琉球大学医学部附属病院 琉球修練施設群 古川　浩二郎 098-895-1168


