
 

平成 25 年度日本心臓病学会総会は、平成 25 年 9 月 20 日（金）に（熊本県熊本市）にて開催

された。下記について報告があり、提案事項についてはすべて承認された。 

 

1. 平成 24 年度事業収支決算報告（決算書別記） 

2. 平成 25 年度事業収支予算報告（予算書別記） 

3. 佐藤 光先生に栄誉賞が授与された（別記）。 

4. 平成 25 年度上田賞、学会優秀論文賞、YIA、Clinical Research Award、Case Report Award

がそれぞれ決定し、授与された（別記）。 

5. 平成 25 年度特別正会員（FJCC）として 30 名が認証された（別記）。 

6. 総務委員会より以下の報告があった。 

（1）会員数推移：本年 7月末現在で 7,576 名、昨年より約 300 名増加している。入会数 588、

退会数 299 名であった。 

（2）永年会員：新たに 23 名が永年会員となられた（別記）。 

（3）持ち回り評議員会報告：以下について、承認された。 

［理事の増員］選挙理事を 14 名から 18 名に増員。東西各地域で 9名ずつ選出する。推

薦理事は 5名から 6名に増員、メディカルスタッフより若干名選出する。 

［他学会との理事の兼任および学術集会会長選出の制限］他学会との理事兼任は 10 名

以内（選挙理事）とする。また日本循環器学会の会長に内定している会員は当会の学術

集会会長に選出しない。 

［推薦理事選出の手順変更］従来、評議員会で選挙理事に続き推薦理事、副理事長、監

事を選出・発表していたが、今回より翌日の総会にて選挙評議員以外の役員については

発表することとする。 

［運営委員会の設置期限］委員会活動に支障が出ないよう 10 月末日までに新委員会を

設置する。 

以上については、総会の承認を得て前日の評議員選挙結果に適用することが了解された。 

（3）評議員選挙：任期満了により評議員選挙が実施された。［2013 年 5 月 27 日投票締切、6

月 1 日開票／評議員一覧別記］ 

（4）理事長・理事選挙：9月 19 日の評議員会において実施された。［役員一覧別記］ 

7. 学会在り方委員会より第 64 回（2016 年）学術集会会長に代田浩之先生が推薦された。また

役員任期満了に伴い、あらたに 6名が名誉会員，17 名が功労会員となられた。 

8. 出版委員会より、和文誌「日本心臓病学会誌」が 2013 年 6 月発行号で休刊したこと、また

JOURNAL of CARDIOLOGYのインパクトファクターが昨年の 1.284 → 2.298 と上昇した。 

以上 
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［理事長］  平山 篤志（日本大学医学部 循環器内科学分野） 
［副理事長］ 代田 浩之（順天堂大学医学部 循環器内科） 
［理事］  磯部 光章（東京医科歯科大学医学部 循環器内科） 

伊藤  浩（岡山大学大学院 循環器内科学） 
伊藤 正明（三重大学大学院 循環器・腎臓内科学） 
小川 久雄（熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学） 
尾崎 行男（藤田保健衛生大学 循環器内科） 
小野  稔（東京大学医学部附属病院 心臓外科） 
木原 康樹（広島大学大学院 病態情報医科学講座循環器内科学） 
楠岡 英雄（大阪医療センター 院長） 
小室 一成（東京大学医学部附属病院 循環器内科） 
朔 啓二郎（福岡大学医学部 心臓・血管内科学） 
佐野 俊二（岡山大学大学院 心臓血管外科） 
下川 宏明（東北大学大学院 循環器内科学） 
高山 守正（日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科） 
筒井 裕之（北海道大学大学院 循環病態内科学） 
丹羽公一郎（聖路加国際病院心血管センター 循環器内科） 
萩原 誠久（東京女子医科大学 循環器内科） 
福田 恵一（慶應義塾大学病院 循環器内科） 
増山  理（兵庫医科大学 循環器内科） 
宮崎 俊一（近畿大学医学部附属病院 循環器内科） 
百村 伸一（自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科） 
山岸 正和（金沢大学大学院 循環器内科学） 
山科  章（東京医科大学 循環器内科[第二内科]） 
吉田 俊子（宮城大学看護学部 ） 

［監事］  久保田 功（山形大学医学部 第一内科） 
矢野 雅文（山口大学大学院 器官病態内科学（第二内科）） 

［理事長補佐］ 
佐野 元昭（慶應義塾大学医学部 循環器内科） 
清水  渉（日本医科大学 内科学（循環器内科学） 
廣  高史（日本大学医学部 循環器内科学分野） 
宮内 克己（順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科） 
山本 一博（鳥取大学医学部 病態情報内科） 

［学術集会会長］ 
第 62 回 下川宏明（2014 年） 
第 63 回 山科 章（2015 年） 
第 64 回 代田浩之（2016 年） 

［名誉会員］ 
小川 聡，笠貫 宏，加藤裕久，北畠 顕，北村惣一郎，齋藤 穎，坂本二哉， 
島田和幸，島本和明，高本眞一，田中元直，鄭 忠和，中澤 誠，中野 赳， 
中村芳郎，仁村泰治，伴 敏彦，菱田仁士，堀 正二，松尾裕英，松崎益徳， 
松田 暉，宮武邦夫，山口 徹，山口 洋，吉川純一 

［国際名誉会員］ 
C. Michael Gibson （2013 年） 
Peter J. Schwartz（2012 年） 

日本心臓病学会役員一覧 
（任期：2013 年 9 月～2016 年 9 月） 



Peter Libby（2010 年） 
Anthony N.DeMaria（2009 年） 
Spencer B. King, III（2008 年） 
Stephen Webstaby（2008 年） 
Peter J. Fitzgerald（2008 年） 
Steven E. Nissen（2007 年） 
Eugene Braunwald（2006 年） 
Harvey Feigenbaum（2006 年） 
Pravin M. Shah（2006 年） 
A. Jamil Tajik（2006 年） 

 
［功労会員］ 

相澤義房，赤塚宣治，天野恵子，飯村攻，石川恭三，石川欽司，和泉 徹，今井嘉門，
今泉 勉，岩坂壽二，岩崎忠昭，遠藤真弘，大江 透，大川眞一郎，大鈴文孝， 
岡田了三，岡本光師，尾内善四郎，尾本良三，香取 瞭，河合忠一，川島康生， 
河村慧四郎，神原啓文，神戸 忠，上松瀬勝男，菊池健次郎，岸田 浩，木之下正彦， 
楠川禮造，黒岩昭夫，古賀義則，小塚隆弘，小柳仁，齋藤宗靖，坂本三哉，篠山重威， 
里見元義，沢山俊民，庄村東洋，白土邦男，杉本恒明，住吉徹哉，千田彰一，高宮 誠，
竹田亮祐，嶽山陽一，田中弘允，田村康二，土居義典，道場信孝，戸嶋裕徳， 
友池仁暢，永田正毅，中村憲司，中村治雄，西村恒彦，野村雅則，土師一夫， 
羽田勝征，早川弘一，林輝美，半田俊之介，平岡昌和，藤井 潤，古瀬 彰， 
別府慎太郎，細田瑳一，松本昭彦，松森 昭，松山正也，丸山幸夫，水野杏一， 
光藤和明，村山正博，森 博愛，盛岡茂文，矢崎義雄，矢永尚士，柳澤正義， 
山本忠生，横山光宏 

 
［評議員リスト］ 

青沼 和隆（筑波大学 循環器内科） 
赤石  誠（北里大学北里研究所病院 循環器内科） 
赤阪 隆史（和歌山県立医科大学 循環器内科） 
明石 嘉浩（聖マリアンナ医科大学 循環器内科） 
芦澤 直人（日本赤十字社長崎原爆病院 循環器内科） 
足立  健（防衛医科大学校 循環器内科） 
新  博次（日本医科大学多摩永山病院 内科） 
天野  篤（順天堂大学医学部附属順天堂医院 心臓血管外科） 
新垣 義夫（倉敷中央病院 小児科） 
伊苅 裕二（東海大学医学部付属病院 循環器内科） 
池田 宇一（信州大学医学部 循環器内科） 
池田 隆徳（東邦大学医学部 循環器内科学分野） 
井澤 英夫（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 循環器内科） 
石井 克尚（関西電力病院 循環器内科） 
石井 正浩（北里大学医学部 小児科） 
石川 利之（横浜市立大学附属病院 循環器内科） 
石坂 信和（大阪医科大学 第三内科学） 
石田 良雄（市立貝塚病院 内科・循環器内科） 
石原 正治（国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門） 
磯村  正（葉山ハートセンター 心臓血管外科） 
市田 蕗子（富山大学附属病院 小児科） 
市橋  光（自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科） 
一色 高明（帝京大学医学部附属病院 循環器科） 
伊東 春樹（日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科） 
伊藤  宏（秋田大学大学院 循環器内科） 
井上 晃男（獨協医科大学 心臓・血管内科） 
井上  博（富山大学大学院 内科学第二） 



今西 敏雄（和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科） 
岩倉 克臣（桜橋渡辺病院 内科） 
岩永 史郎（東京医科大学八王子医療センター 循環器内科） 
上田 浩徳（県立広島病院 循環器内科） 
上田真喜子（大阪市立大学大学院 病理病態学） 
上松 正朗（関西労災病院 循環器内科） 
臼田 和生（富山県立中央病院 内科[循環器]） 
梅村  敏（横浜市立大学医学部 循環器・腎臓内科学） 
梅本 誠治（山口大学医学部附属病院 臨床試験支援センター） 
大草 知子（山口大学大学院 器官病態内科学） 
大倉 宏之（川崎医科大学 循環器内科） 
大手 信之（名古屋市立大学大学院 心臓・腎高血圧内科学） 
岡田 行功（倫生会みどり病院 心臓弁膜症センター） 
荻野  均（東京医科大学病院 外科学第二講座） 
奥村  謙（弘前大学医学部 循環器・呼吸器・腎臓内科） 
尾辻  豊（産業医科大学 第二内科） 
海北 幸一（熊本大学大学院 循環器病態学） 
風谷 幸男（愛媛県立中央病院 循環器病センター長） 
梶波 康二（金沢医科大学 循環器内科） 
加藤 雅也（広島市立安佐市民病院 循環器内科） 
門田 一繁（倉敷中央病院 循環器内科） 
苅尾 七臣（自治医科大学 循環器内科学） 
川合 宏哉（兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科） 
河越 卓司（広島市立広島市民病院 循環器科） 
川名 正敏（東京女子医科大学附属青山病院 循環器内科） 
河野 浩章（長崎大学病院 循環器内科） 
北岡 裕章（高知大学医学部 老年病科） 
北風 政史（国立循環器病研究センター 内科心臓血管部門） 
北村 哲也（鈴鹿中央総合病院 循環器科） 
絹川弘一郎（東京大学医学部附属病院 循環器内科） 
木村 一雄（横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター） 
木村  剛（京都大学医学部附属病院 循環器内科） 
許  俊鋭（東京都健康長寿医療センタ－ 副院長） 
久木山清貴（山梨大学医学部 内科学講座第二） 
草野 研吾（国立循環器病研究センター 心臓血管内科） 
草間 芳樹（日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科） 
倉林 正彦（群馬大学大学院 臓器病態内科学） 
栗林 幸夫（慶應義塾大学医学部 放射線診断科） 
小池  朗（筑波大学 医学医療系） 
後藤 信哉（東海大学医学部 内科学系） 
後藤 葉一（国立循環器病研究センター 心臓血管内科） 
小林順二郎（国立循環器病研究センター 心臓血管外科） 
小林 洋一（昭和大学医学部 循環器内科） 
小林 欣夫（千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学） 
小宮山伸之（埼玉医科大学国際医療センター 心臓病センター 心臓内科） 
是恒 之宏（大阪医療センター 臨床研究センター） 
斎藤 能彦（奈良県立医科大学 第一内科） 
櫻田 春水（東京都保健医療公社 大久保病院 循環器内科） 
佐田 政隆（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 循環器内科学） 
佐藤 直樹（日本医科大学武蔵小杉病院 内科・循環器内科・集中治療室） 
佐藤 幸人（兵庫県立尼崎病院 循環器内科） 
佐野 元昭（慶應義塾大学医学部 循環器内科） 
澤  芳樹（大阪大学大学院 心臓血管外科学） 



島田 健永（大阪市立大学大学院 循環器病態内科学） 
清水 昭彦（山口大学大学院 保健学系学域） 
清水  渉（日本医科大学 内科学（循環器内科学） 
新家 俊郎（神戸大学医学部附属病院 循環器内科） 
杉   薫（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科） 
鈴木  洋（昭和大学藤が丘病院 循環器内科） 
鈴木  誠（日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科） 
住友 直方（日本大学医学部 小児科学系 小児科学） 
清野 精彦（日本医科大学千葉北総病院 内科） 
瀬尾 由広（筑波大学 循環器内科） 
副島 弘文（熊本大学 保健センター） 
高木  厚（東京女子医科大学心臓病センター 内科） 
高沢 謙二（東京医科大学八王子医療センター 循環器内科） 
瀧原 圭子（大阪大学 保健センター） 
田口  功（獨協医科大学 心臓・血管内科） 
竹石 恭知（福島県立医科大学 医学部内科学第一講座） 
竹中  克（東京大学医学部附属病院 検査部） 
田代  忠（福岡大学医学部 心臓血管外科） 
夛田  浩（福井大学医学部 病態制御医学講座 循環器内科学） 
田中 伸明（山口大学大学院 保健学系学域） 
田邊 一明（島根大学医学部 循環器内科） 
谷川 高士（三重大学医学部附属病院 循環器内科） 
田内  潤（大阪労災病院 循環器科） 
玉木 長良（北海道大学大学院 核医学） 
丹野  郁（昭和大学病院 循環器内科） 
蔦本 尚慶（豊郷病院 院長） 
土肥  薫（三重大学医学部附属病院 循環器内科） 
内藤 博昭（国立循環器病研究センター 放射線診療部） 
永井 良三（自治医科大学 学長） 
長尾  建（駿河台日本大学病院 循環器科  心肺蘇生と救急心血管治療センター） 
中尾 浩一（済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科） 
中川  晋（東京都済生会中央病院 循環器科） 
中里 祐二（順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科） 
中嶋 憲一（金沢大学附属病院 核医学診療科） 
中嶋  寛（長崎市立市民病院 循環器内科） 
中谷  敏（大阪大学医学部） 
中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科） 
中村 真潮（三重大学大学院 臨床心血管病解析学講座） 
西垣 和彦（岐阜大学医学部附属病院 第２内科） 
西川 英郎（三重ハートセンター） 
西村 重敬（埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科） 
新田  裕（富山赤十字病院 循環器内科） 
庭野 慎一（北里大学医学部 循環器内科） 
野出 孝一（佐賀大学医学部 循環器内科） 
野原 隆司（枚方公済病院 心臓血管センター） 
長谷部直幸（旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学分野） 
濱崎 秀一（鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学） 
林  研至（金沢大学 循環器内科） 
林  秀晴（浜松医科大学 第三内科） 
原田 和昌（東京都健康長寿医療センタ－ 循環器内科） 
檜垣 實男（愛媛大学医学部 第二内科） 
久留 一郎（鳥取大学大学院 再生医療学） 
平野  豊（近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部） 



廣  高史（日本大学医学部 循環器内科学分野） 
福田 信夫（四国こどもとおとなの医療センター 臨床研究部（循環器）） 
福並 正剛（大阪府立急性期・総合医療センター 心臓内科） 
福本 義弘（久留米大学医学部 心臓・血管内科部門） 
藤井 謙司（桜橋渡辺病院 循環器内科） 
藤井 崇史（山口県立総合医療センター） 
掃本 誠治（熊本大学大学院循環器病態学 心血管治療先端医療寄附講座） 
穂積 健之（大阪市立大学大学院 循環器病態内科学） 
堀井 泰浩（香川大学医学部 心臓血管外科） 
堀田 祐紀（心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科） 
前田 知子（榊原記念クリニック） 
前村 浩二（長崎大学大学院 循環病態制御内科学） 
松居 喜郎（北海道大学病院 循環器外科） 
松本 万夫（埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科） 
三浦 哲嗣（札幌医科大学附属病院 第二内科） 
水重 克文（高松医療センター） 
水野 清雄（福井心臓血圧センター 福井循環器病院 循環器内科） 
三田村秀雄（国家公務員共済組合連合会立川病院 循環器センター） 
湊口 信也（岐阜大学医学部 第２内科） 
宮内 克己（順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科） 
宮田 昌明（鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学） 
森島 信行（ＪＡ尾道総合病院） 
森本紳一郎（総合青山病院 院長） 
夜久  均（京都府立医科大学大学院 心臓血管・呼吸器外科学） 
安田  聡（国立循環器病研究センター 心臓血管内科） 
山崎 純一（東邦大学医療センター大森病院 循環器内科） 
山崎  力（東京大学大学院 臨床疫学システム講座） 
山下 静也（大阪大学大学院 循環器内科学） 
山下 武志（心臓血管研究所 循環器科） 
山田 典一（三重大学大学院 循環器内科学） 
山本 一博（鳥取大学医学部 病態情報内科） 
山本 秀也（広島大学大学院 循環器内科学） 
吉川  勉（日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科） 
吉田  清（川崎医科大学 循環器内科） 
吉野 秀朗（杏林大学医学部付属病院 第二内科） 
吉村 道博（東京慈恵会医科大学 循環器内科） 
葭山  稔（大阪市立大学大学院 循環器病態内科学） 
楽木 宏実（大阪大学大学院 老年・腎臓内科学） 
渡邉  哲（山形大学医学部附属病院 内科学第一講座） 
渡邊 博之（秋田大学医学部循環器内科学分野 呼吸器・内科学分野） 



 
収支計算書総括表 

 (単位：円）

科          目 合     計   一  般  会  計 学会賞基金 上田賞基金  学術集会  内部取引消去

Ⅰ 事業活動収支の部

１.　事業活動収入

(1) 基本財産受取利息収入 0 0

(2) 会費収入 120,370,000 120,370,000

(3) 認定料収入 600,000 600,000

(4) 会誌・図書刊行事業収入 11,613,100 11,122,100 491,000

(5) 教育事業収入 11,733,460 11,733,460

(6) 学術集会事業収入 135,467,250 135,467,250

日本心臓病学会

(7) 補助金収入 0 0

(8) 寄附金収入 28,151,129 28,151,129

(9) 基金利息収入 41,230 39,209 1,892 129

(10) 雑収入 3,696,479 3,214,996 481,483

(11) 一般会計より繰入金収入 0 7,500,000 △ 7,500,000

(12) 他会計 より繰入金収入 0 13,353,546 △ 13,353,546

事業活動収入計(A) 311,672,648 160,433,311 1,892 129 172,090,862 △ 20,853,546

2.　事業活動支出

(1) 事業費支出 262,332,019 102,514,657 1,263,246 316,800 158,737,316 △ 500,000

(2) 管理費支出 37,999,831 37,990,941 8,050 840

(3) 他会計 への繰入金支出 0 7,000,000 △ 7,000,000

(4) 一般会計への 繰入金支出 0 13,353,546 △ 13,353,546

事業活動支出計(B) 300,331,850 147,505,598 1,271,296 317,640 172,090,862 △ 20,853,546

事業活動収支差額
(C）=(A)-(B)

11,340,798 12,927,713 △ 1,269,404 △ 317,511 0 0

Ⅱ 投資活動収支の部

１.　投資活動収入

(1) 特定資産取崩収入 1,586,915 0 1,269,404 317,511 0 0

投資活動収入計(D) 1,586,915 0 1,269,404 317,511 0 0

2.　投資活動支出

(1) 特定資産取得支出 720,000 720,000 0 0 0 0

投資活動支出計(E) 720,000 720,000 0 0 0 0

投資活動収支差額
(F)=(D)-(E)

866,915 △ 720,000 1,269,404 317,511

Ⅲ 予備費(G) 0 0 0 0 0 0

当期収支差額
(H)=(C)+(F)-(G)

12,207,713 12,207,713 0 0 0 0

前期繰越収支差額
(I)

112,449,772 112,449,772 0 0 0 0

次期繰越収支差額
(J)=(H)+(I)

124,657,485 124,657,485 0 0 0 0  
 

平成 24 年度決算報告 
［平成 24 年 8 月 1日から平成 25 年 7 月 31 日まで］ 



正味財産増減計算書総括表 

 (単位：円）

科          目 合     計   一  般  会  計 学会賞基金 上田賞基金  学術集会  内部取引消去

Ⅰ 一般正味財産増減の部

１.　経常増減の部

(1)　経常収益

① 基本財産受取利息収入 0 0 0 0 0 0

② 会費収入 120,370,000 120,370,000 0 0 0 0

③ 認定料収入 600,000 600,000 0 0 0 0

④ 会誌・図書刊行事業収入 11,613,100 11,122,100 0 0 491,000 0

⑤ 教育事業収入 11,733,460 11,733,460 0 0 0 0

⑥ 学術集会事業収入 135,467,250 0 0 0 135,467,250 0

日本心臓病学会

⑦ 補助金収入 0 0 0 0 0 0

⑧ 寄附金収入 28,151,129 0 0 0 28,151,129 0

⑨ 基金利息収入 41,230 39,209 1,892 129 0 0

⑩ 雑収入 3,696,479 3,214,996 0 0 481,483 0

⑪ 一般会計より繰入金収入 0 0 0 0 7,500,000 △ 7,500,000

⑫ 他会計 より繰入金収入 0 13,353,546 0 0 0 △ 13,353,546

経常収益計　(A) 311,672,648 160,433,311 1,892 129 172,090,862 △ 20,853,546

(2)　経常費用

① 事業費支出 262,332,019 102,514,657 1,263,246 316,800 158,737,316 △ 500,000

② 管理費支出 38,753,317 38,744,427 8,050 840 0 0

③ 他会計 への繰入金支出 0 7,000,000 0 0 0 △ 7,000,000

④ 一般会計への 繰入金支出 0 0 0 0 13,353,546 △ 13,353,546

経常費用計　（B) 301,085,336 148,259,084 1,271,296 317,640 172,090,862 △ 20,853,546

当期経常増減額
(C）=(A)-(B)

10,587,312 12,174,227 △ 1,269,404 △ 317,511 0 0

　 2.　経常外増減の部

(1)　経常外収益

0 0

経常外収益計　(D) 0 0

(2)　経常外費用

固定資産除却損 0 0

経常外費用計(E) 0 0

当期経常外増減額
(F)＝(D)-(E)

0 0

当期一般正味財産増減額
(G)＝(C)+（F)

10,587,312 12,174,227 △ 1,269,404 △ 317,511 0 0

一般正味財産期首残高　(H) 319,448,149 306,680,474 11,948,655 819,020 0 0

一般正味財産期末残高
（I)=(G)+（H)

330,035,461 318,854,701 10,679,251 501,509 0 0

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額　（J) 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高　(K) 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期末残高
(L)＝（J)+(K)

0 0 0 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高　（I)+（L) 330,035,461 318,854,701 10,679,251 501,509 0 0  
 
 



貸借対照表総括表 

日本心臓病学会

（単位：円）

Ⅰ．資　産　の　部

  １． 流  動  資  産 126,481,786 126,481,786 0 0 0

  ２． 固  定  資  産 0

（１） 特　定　資　産 210,448,495 199,267,735 10,679,251 501,509 0

（２） その他の固定資産 3,996,681 3,996,681

340,926,962 329,746,202 10,679,251 501,509 0

Ⅱ．　負　債　の　部

  １． 流  動  負  債 1,824,301 1,824,301 0 0 0

  ２． 固  定  負  債 9,067,200 9,067,200

10,891,501 10,891,501 0 0 0

Ⅲ．　正味財産の部

  １．　指　定　正　味　財　産 0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0）

  ２．　一　般　正　味　財　産 330,035,461 318,854,701 10,679,251 501,509 0

(210,448,495) (199,267,735) (10,679,251) (501,509) （0）

330,035,461 318,854,701 10,679,251 501,509 0

340,926,962 329,746,202 10,679,251 501,509 0

負債合計

資産合計

正味財産合計

負債及び正味財産合計

（うち基本財産への充当額）

（うち特定資産への充当額）

合計 一般会計科　　　　　　　　目

平成25年7月31日現在

学会賞基金 上田賞基金 学術集会

 



財産目録 

　 （単位：円）

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

（１）現金および預金

現金 手許有高 181,732

普通預金　　みずほ銀行　本郷支店 27,593,408

普通預金　　みずほ銀行　丸の内中央支店 2,308,753

普通預金　　三井住友銀行　上野支店 11,194,563

普通預金　　中央三井信託銀行　日本橋営業部 736,671

普通預金　　三菱東京UFJ銀行　本郷支店 942,494

科　　　目

平成25年7月31日現在

金 額
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普通預金　　三菱東京UFJ銀行　春日町支店 21,975,601

普通預金　　三菱東京UFJ銀行　春日町支店 4,000

振替貯金　　東京貯金事務センター 32,043,240

（現金および預金合計） 96,980,462

（２）前払金　　第61回、62回学会長 10,500,000

（３）前渡金　　教育セミナー、FJCC賞状他 899,464

（４）貸付金　　第61回、62回学会長 18,000,000

（５）仮払金　　第61回交通費 101,860

流　動　資　産　合　計　 126,481,786

２．固定資産

（１）特定資産

学術集会積立資産 94,047,500

　　普通預金　　三菱東京UFJ銀行　春日町支店 17,746,809

　　定期預金　　みずほ銀行　本郷支店 15,000,691

　　定期預金　　三井住友銀行　上野支店 20,000,000

　　定期預金　　中央三井信託銀行　日本橋営業部 11,300,000

　　定期預金　　三菱東京UFJ銀行　春日町支店 20,000,000

　　定額貯金　　ゆうちょ銀行　本郷四郵便局（２口） 10,000,000

教育ｾﾐﾅｰ積立資産 25,571,048

　　普通預金　　みずほ銀行　丸の内中央支店 12,571,048

　　定期預金　　中央三井信託銀行　日本橋営業部 13,000,000

退職給付引当資産 9,067,200

　　通常貯金　　ゆうちょ銀行　本郷四郵便局 9,067,200

法人化準備積立資産 50,000,000

　　普通預金　　三井住友銀行　上野支店 50,000,000

学会賞積立資産 10,679,251

　　普通預金　　三菱東京UFJ銀行　本郷支店 10,565,751

　　普通預金　　三菱東京UFJ銀行　本郷支店 113,500

上田賞積立資産 501,509

　　普通預金　　三井住友銀行　上野支店 501,509

JCC-ACCｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ積立資産 20,581,987

　　普通預金　　みずほ銀行　本郷支店 361

　　普通預金　　三井住友銀行　上野支店 20,581,626

（特定資産合計） 210,448,495  
 



（２）その他の固定資産

什器備品　　会議用テーブル他（２２件） 198,681

保証金　　山福 3,798,000

（その他の固定資産合計） 3,996,681

固　定　資　産　合　計　 214,445,176

資　産　合　計　 340,926,962

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

（１）前受金　　次年度会費前受他 1,661,420

（２）未払費用　清掃料、後納郵便料、電気代他 128,880

（３）預り金　　源泉所得税他 34,001

流　動　負　債　合　計　 1,824,301

２．固定負債

（１）退職給付引当金 9,067,200

固　定　負　債　合　計　 9,067,200

負　債　合　計　 10,891,501

正　味　財　産　 330,035,461   
 
 

（単位：円）
I．収入の部 II．支出の部

1．会費 116,500,000 1. 事務諸経費 43,844,000
正会員会費 84,000,000 ２．会議費 1,500,000
正会員入会金 1,050,000 ３．編集出版費 54,000,000
特別正会員(FJCC)会費 18,750,000 ４．委員会活動費 5,000,000
コメディカル会員会費 900,000 ５．教育ｾﾐﾅｰ・ﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ経費 20,000,000
賛助会員会費 11,800,000 6．FJCC関連経費 10,000,000

２．FJCC審査料認定料 1,000,000 7．学会開催経費 3,000,000
３．抄録集 2,500,000 8．坂本ﾚｸﾁｬｰ招請費 1,000,000
４．広告費 5,500,000 9.ジョイントシンポジウム開催経費 4,100,000
５．教育セミナー収入 10,000,000 10. Physical Examination講習会共催金 750,000
６．雑収入 1,500,000 11．理事選挙関連経費 1,000,000
７．利息 150,000 12．什器備品 1,000,000

13．予備費 1,000,000
　当期収入合計 137,150,000 当期支出合計 146,194,000
前年度繰越金 124,657,485 次年度繰越金 115,613,485
収入合計 261,807,485 支出合計 261,807,485  

日本心臓病学会 平成 25 年度一般会計予算 
［平成 25 年 8 月 1日から平成 26 年 7 月 31 日まで］ 



 

 
受賞者には、2013 年 9 月 20 日に表彰状および副賞金一封が授与された。 

 
日本心臓病学会栄誉賞 

 
佐藤 光 
世界に先駆けて Takotsubo 心筋症を報告、新たな疾患概念を確立した。 
その後も本症の診断と治療、さらに病態について大規模な疫学的研究を行い 
我が国の臨床研究の高さを世界に示した。 

 
上田賞 
Clinical characteristics and outcomes of dilated phase of hypertrophic cardiomyopathy: 
Report from the registry data in Japan 
（JOURNAL of CARDIOLOGY 2013；61（1）：65-70） 

後藤 大祐（北海道大学医学研究科 循環病態内科学） 
 
優秀論文賞（2編） 
Relationship between 24-h Holter recordings and clinical outcomes in patients with 
permanent atrial fibrillation 
（JOURNAL of CARDIOLOGY 2012；60（1）：42-46） 

平野 景子（心臓血管研究所付属病院 循環器内科） 
 
The extent of heart rate reduction during hospitalization using beta-blockers, not the 
achieved heart rate itself at discharge, predicts the clinical outcome in patients with acute 
heart failure syndromes 
（JOURNAL of CARDIOLOGY 2013；61（1）：58-64） 
  高濱 博幸（独）国立循環器病研究センター 心臓血管内科） 
 
Young Investigator’s Award 
【最優秀賞】 
Superior Long-term Prognostic Impact of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors to 
Angiotensin II Receptor Blockers After Acute Myocardial Infarction 
 原 正彦（大阪大学大学院循環器内科学） 
 
【優秀賞】 
Cilostazol reduces angiographic restenosis after endovascular therapy for femoropopliteal 
lesions in the Sufficient Treatment Of Peripheral Intervention by Cilostazol (STOP-IC) study 
 飯田 修（関西労災病院循環器科） 
 
Serum Fibroblast Growth Factor 23 as a Surrogate Marker in Patients with Heart Failure 
 高濱 博幸（独）国立循環器病研究センター心臓血管内科 
 
Emergency Care of Acute Myocardial Infarction and the Great East Japan Earthquake 
Disaster 
 羽尾 清貴（東北大学大学院循環器内科学） 
 
 
 

日本心臓病学会 2013 年度各賞受賞者 



Clinical Research Award 
【最優秀賞】 
Refined balloon pulmonary angioplasty for inoperable patients with chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension. 
（Circ Cardiovasc Interv. 2012 Dec;5(6):748-55.  ） 

溝口 博喜 （（独）国立病院機構岡山医療センター 循環器科） 
 
【優秀賞】 
Should we emergently revascularize occluded coronaries for cardiac arrest? : 
rapid-response extracorporeal membrane oxygenation and intra-arrest percutaneous 
coronary intervention. 
（Circulation. 2012 Sep 25;126(13):1605-13.） 

香川 英介 （広島市立安佐市民病院 循環器内科） 
 
A new drug delivery system for intravenous coronary thrombolysis with thrombus targeting 
and stealth activity recoverable by ultrasound. 
（J Am Coll Cardiol. 2012 Dec 18;60(24):2550-7） 

川田 啓之（奈良県立医科大学 第一内科学） 
  
 
Case Report Award 
【最優秀賞】 
Eosinophilia associated with dobutamine allergy causes eosinophilic endomyocarditis 
confirmed by serial endomyocardial biopsies 
 ［Journal of Cardiology Cases 2012; 6(6)：e179 ‒ e182］ 

船迫 宴福（国立循環器病研究センター 心臓血管内科） 
    
［優秀賞］ 
Plaque regression associated with everolimus administration after heart transplantation 
 ［Journal of Cardiology Cases 2013; 7(6)：e155 ‒ e157］ 

中谷 大作（大阪大学大学院 循環器内科学） 
 

阿部 正威，池内 聰之，池田 精宏，伊藤 明一，井上 勝稔，海老根 東雄， 
岡崎 仁志，岡田 道雄，喜多 利正，桑原 宗男，近藤 清志，斎藤 大治， 
柴田 正彦，杉木 健司，鈴木 紘一，瀧澤 伊津夫，立石 功，浜辺 晃，前田 和美， 
松村 忠史，元木 賢三，山崎 元，若林 章            （23 名・50 音順） 

 

（30 名：50 音順） 
阿部 直樹（弘前大学医学部附属病院循環器・呼吸器・腎臓内科学講座） 
池田 聡司（長崎大学大学院循環病態制御内科学） 
伊澤 淳（信州大学循環器内科学） 
石木 良治（トヨタ記念病院内科） 
伊藤 智範（岩手医科大学循環器内科分野／循環器医療センター） 
稲井 慶（東京女子医科大学循環器小児科） 
上野 倫彦（日鋼記念病院小児科） 
岡村 吉隆（和歌山県立医科大学第一外科） 
小山 耕太郎（岩手医科大学小児科学講座） 

2013 年 永年会員 

2013 年 新 FJCC 会員 



片平 美明（東北薬科大学病院循環器センター） 
川尻 剛照（金沢大学循環器内科） 
久保 隆史（和歌山県立医科大学循環器内科） 
久米 輝善（川崎医科大学附属病院循環器内科） 
佐々木 真吾（弘前大学大学院不整脈先進治療学講座） 
佐藤 伸之（旭川医科大学循環・呼吸・神経病態内科学） 
説田 浩一（東京都立駒込病院循環器内科・臨床検査科） 
高野 博之（千葉大学大学院分子心血管薬理学） 
高橋 潤（東北大学病院循環器内科） 
高橋 伸幸（島根大学内科学講座第四） 
竹内 利治（旭川医科大学循環・呼吸・神経病態内科学） 
立野 滋（千葉県循環器病センター小児科・成人先天性心疾患診療部） 
桃原 哲也（（公財）日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院循環器内科） 
豊田 茂（獨協医科大学心臓・血管内科） 
浪打 成人（仙台市医療センター仙台オープン病院循環器内科） 
西村 隆（東京大学大学院重症心不全治療開発講座） 
樋熊 拓未（弘前大学大学院心臓血管病先進治療学講座） 
福田 宏嗣（獨協医科大学心臓・血管外科学） 
古川 裕（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科） 
増谷 聡（埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科） 
吉岡 邦浩（岩手医科大学放射線科） 

 
 

※ http://www.jcc.gr.jp/pink/index.html 

※ http://www.jcc.gr.jp/pink/index.html 

 

 

会則施行細則 

運営委員会【任期：2013 年 10 月 ～ 2016 年 9 月】 


