
地区委員
地域世話人

兼務

氏名
（敬称略）

所属先

地区委員 北海道（旭川） 地域世話人 ○ 長谷部　直幸 旭川医科大学内科学講座循環･呼吸･神経病態内科学分野

地区委員 北海道（札幌） 地域世話人 ○ 三浦　哲嗣 札幌医科大学医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座

- 北海道（函館） 地域世話人 中田　智明 函館五稜郭病院循環器内科

- 北海道（釧路） 地域世話人 東浦　勝浩 市立根室病院内科

- 北海道（帯広） 地域世話人 林　学 医療法人新緑通りはやし内科

- 北海道（室蘭・苫小牧） 地域世話人 大岩　均 医療法人王子総合病院循環器科

- 青森県 地域世話人 長内　智宏 弘前大学大学院保健学研究科健康増進科学分野

- 岩手県 地域世話人 川村　実 盛岡つなぎ温泉病院内科

地区委員 宮城県 地域世話人 ○ 伊藤　貞嘉 東北大学大学院医学系研究科内科病態学講座腎・高血圧・内分泌学分野

- 秋田県 地域世話人 伊藤　宏 秋田大学医学部内科学講座循環器内科学分野･呼吸器内科学分野

- 山形県 地域世話人 久保田　功 山形大学医学部器官病態統御学講座循環･呼吸･腎臓内科学分野

地区委員 福島県 地域世話人 風間 順一郎 福島県立医科大学腎臓・高血圧内科学講座

- 茨城県 地域世話人 山縣　邦弘 筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系

地区委員 栃木県 - 石光　俊彦 獨協医科大学循環器・腎臓内科

- 栃木県 地域世話人 苅尾　七臣 自治医科大学内科学講座循環器内科学部門

- 群馬県 地域世話人 倉林　正彦 群馬大学大学院医学系研究科臓器病態内科学

- 埼玉県 地域世話人 熊谷　裕生 防衛医科大学校腎臓内分泌内科

- 千葉県 地域世話人 小林　欣夫 千葉大学大学院医学研究院循環器内科学

地区委員 東京都 地域世話人 ○ 伊藤　裕 慶應義塾大学医学部内科学腎臓内分泌代謝内科

- 神奈川県 地域世話人 梅村　敏 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院

地区委員 新潟県 - 成田　一衛 新潟大学医学部・腎・膠原病内科

- 新潟県 地域世話人 南野　徹 新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科

- 山梨県 地域世話人 久木山　清貴 山梨大学大学院医学工学総合研究部内科学講座第２教室

地区委員 長野県 地域世話人 ○ 池田　宇一 長野市民病院

- 富山県 地域世話人 絹川　弘一郎 富山大学第二内科

地区委員 石川県 地域世話人 ○ 和田　隆志 金沢大学医薬保健学総合研究科血液情報統御学

地区委員 石川県 - 森本　茂人 金沢医科大学高齢医学科

- 福井県 地域世話人 此下　忠志 福井大学医学部病態制御医学・内科学（3）

- 岐阜県 地域世話人 湊口　信也 岐阜大学大学院医学系研究科医学部循環器内科

- 静岡県 地域世話人 前川 裕一郎 浜松医科大学第三内科

地区委員 愛知県 地域世話人 ○ 室原　豊明 名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学

地区委員 三重県 地域世話人 ○ 伊藤　正明 三重大学大学院医学系研究科循環器・腎臓内科学

- 滋賀県 地域世話人 三浦　克之 滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門

- 京都府 地域世話人 成瀬　光栄 国立病院機構京都医療センター臨床研究センター内分泌代謝高血圧研究部

地区委員 大阪府 地域世話人 ○ 楽木　宏実 大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学

- 兵庫県 地域世話人 平田　健一 神戸大学大学院医学研究科内科学講座循環器内科学分野

地区委員 奈良県 地域世話人 ○ 斎藤　能彦 奈良県立医科大学第一内科

- 和歌山県 地域世話人 有田　幹雄 角谷リハビリテーション病院

- 鳥取県 地域世話人 久留　一郎 鳥取大学大学院医学系研究科再生医療学分野

- 島根県 地域世話人 伊藤 孝史 島根大学医学部附属病院腎臓内科

- 岡山県 地域世話人 槇野　博史 国立大学法人岡山大学

地区委員 岡山県 - 柏原　直樹 川崎医科大学大学院腎臓･高血圧内科学

- 広島県 地域世話人 木原　康樹 広島大学大学院医歯薬保健学研究院循環器内科学

- 山口県 地域世話人 矢野　雅文 山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学講座

- 徳島県 地域世話人 佐田　政隆 徳島大学大学院医歯薬学研究部循環器内科学分野

- 香川県 地域世話人 南野　哲男 国立大学法人香川大学医学部循環器・腎臓・脳卒中内科学

地区委員 愛媛県 地域世話人 ○ 檜垣　實男 愛媛大学大学院循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

- 高知県 地域世話人 北岡　裕章 高知大学医学部老年病・循環器・神経内科学

地区委員 福岡県 地域世話人 ○ 土橋　卓也 社会医療法人製鉄記念八幡病院

- 佐賀県 地域世話人 野出　孝一 佐賀大学医学部循環器内科

- 長崎県 地域世話人 前村　浩二 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学

- 熊本県 地域世話人 光山　勝慶 熊本大学大学院生命科学研究部生体機能薬理学分野

- 大分県 地域世話人 柴田　洋孝 大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座

- 宮崎県 地域世話人 北村　和雄 宮崎大学医学部内科学講座循環体液制御学分野

- 鹿児島県 地域世話人 大石　充 鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学

地区委員 沖縄県 地域世話人 ○ 大屋　祐輔 琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学講座
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