
開催主催者 所属
病院名 機関名

小森　康司 愛知県がんセンター中央病院
清水　淳市 愛知県がんセンター中央病院
澤木　正孝 愛知県がんセンター中央病院
山雄　健次 愛知県がんセンター中央病院
丹羽　真樹 碧南市民病院
加藤　春美 愛知県がんセンター中央病院
篠田　雅幸 愛知県がんセンター中央病院
波多野　潔 愛知県がんセンター中央病院
原　和生 愛知県がんセンター中央病院
宇佐美　範恭 愛知県がんセンター中央病院
尾山　淳 光が丘内科クリニック
仲田　純也 愛知県がんセンター中央病院
永塩　美邦 愛知県がんセンター中央病院
関根　匡成 愛知県がんセンター中央病院
長谷川　俊之 愛知県がんセンター中央病院
大林　友彦 愛知県がんセンター中央病院
吉澤　尚彦 愛知県がんセンター中央病院
浅野　智成 一宮市立市民病院
佐藤　健司 愛知県がんセンター中央病院
清水　泰博 愛知県がんセンター中央病院
川口　レオ 医療法人財団愛泉会　愛知国際病院
川上　次郎 名古屋第一赤十字病院
髙林　新 もくれんクリニック
上床　邦彦 うわとこクリニック
杉山　知加樹 御園歯科
細井　正晴 （医）名古屋北クリニック
桒原　義之 西部医療センター
木村　吉秀 西部医療センター
三井　章 西部医療センター
平野　敦之 西部医療センター
長縄　康浩 西部医療センター
加藤　利基 西部医療センター
鈴木　卓弥 西部医療センター
伊藤　加奈子 ココカラウィメンズクリニック
伊藤　義浩 藤田保健衛生大学病院
長谷川　万里子 東名古屋病院
髙木　雄基 名古屋第一赤十字病院
長縄　陵亮 名古屋第一赤十字病院
山本　哲嗣 名古屋第一赤十字病院
浅井　悠一 名古屋第一赤十字病院
柘植　勇人 名古屋第一赤十字病院
水野　公雄 名古屋第一赤十字病院
廣村　勝彦 名古屋第一赤十字病院
池田　沙矢子 名古屋第一赤十字病院
岩瀬　まどか 名古屋第一赤十字病院
村上　義郎 名古屋第一赤十字病院
河合　奈津子 名古屋第一赤十字病院
清水　亮子 名古屋第一赤十字病院
山下　浩正 名古屋第一赤十字病院
本多　和典 名古屋第一赤十字病院
伊東　悠子 名古屋第二赤十字病院
沓名　健雄 名古屋第二赤十字病院
成田　達彦 医療法人　成田外科
武井　・明 武井医院
松尾　大志 三つ葉在宅クリニック
西野　公博 名古屋第二赤十字病院
野村　智史 名古屋第二赤十字病院
田口　泰郎 名古屋第二赤十字病院
竹内　知子 名古屋第二赤十字病院
蟹江　浩 名古屋第二赤十字病院
原田　靖彦 名古屋第二赤十字病院
金光　廣則 名古屋第二赤十字病院
姜　琪鎬 みどり訪問クリニック
横井　圭介 名古屋第二赤十字病院
柘植　彩花 名古屋第二赤十字病院
関　行雄 名古屋第二赤十字病院
有元　淳記 名古屋第二赤十字病院
西川　隆太郎 名古屋市立大学病院
遠山　竜也 名古屋市立大学病院
遠藤　友美 名古屋市立大学病院
舟橋　整 名古屋市立大学病院
荒川　敦志 名古屋市立大学病院
重富　俊雄 名古屋市立大学病院
金山　健夫 名古屋市立大学病院
水野　大生 名古屋市立大学病院
宮川　聡史 名古屋市立大学病院
杉江　愛生 名古屋市立大学病院
林　祐一 名古屋市立大学病院
伊藤　旭 名古屋市立大学病院
飯田　真介 名古屋市立大学病院
中根　慶太 蒲郡市民病院
飯島　直人 飯島内科クリニック
田口　和己 名古屋市立大学病院
服部　多計三 服部医院
竹内　茂雄 あいせい紀年病院
中村　元樹 名古屋市立大学病院
山田　峻寛 名古屋市立大学病院
小崎 有理 名古屋市立大学病院
髙木　大輔 名古屋市立大学病院
栁　剛 名古屋市立大学病院
杉浦　大介 笑顔のおうちクリニック名古屋
西野　正路 西野医院
須藤　満理奈 名古屋市立大学病院
川合　孝 名古屋市立東部医療センター

名古屋市立大学病院
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開催主催者 所属
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落合　栄樹 愛知学院大学歯学部
野々垣　浩二 大同病院
阿部　厚 愛知学院大学歯学部
中山　敦史 愛知学院大学歯学部
渡邉　裕之 愛知学院大学歯学部
足立　守安 名古屋掖済会病院
島　浩一郎 名古屋掖済会病院
水谷　佳貴 名古屋掖済会病院
水川　卓丈 名古屋掖済会病院
倉田　祥行 名古屋掖済会病院
篠原　由佳 名古屋掖済会病院
長尾　拓哉 名古屋掖済会病院
淺野　斗志男 老人保健施設　根屋川ガーデン
野口　誠司 独立行政法人　労働者健康福祉機構　旭労災病院
小島　一星 独立行政法人　労働者健康福祉機構　旭労災病院
久賀　孝郎 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
黒澤　舞子 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
伊藤　浩 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
伊藤　隆 いとう内科
伊藤　有美 社会保険中京病院
大塚　良平 社会保険中京病院
小川　明男 東海市民病院
勝野　暁 岡崎市民病院
木下　弘幸 社会保険中京病院
黒川　良太 大同病院
小林　真一郎 社会保険中京病院
酒井　智久 社会保険中京病院
榊原　昌志 社会保険中京病院
桜井　春彦 かわな病院
鈴木　るり子 名南病院
津久井　丹 西尾市民病院
鶴岡　琢也 社会保険中京病院
勅使河原　修 みずほ通りクリニック
山田　伸 岡崎市民病院
山本　起代子 社会保険中京病院
露木　幹人 社会保険中京病院
高野　映子 医療法人高野医院
小島　孝彦 ひこ診療所
堀口　祐爾 あいち肝胆膵消化器クリニック
小木曽　泰成 医療法人桂名会　桂名会クリニック
麦　雅好  (医）　バク諸輪診療所
三浦　弘剛 成田記念病院
天野　竜彰 名古屋大学病院
村上　賢治 名古屋記念病院
朽名　誠 朽名医院
山口　俊介 光生会病院
西田　勉 豊川市民病院
橋本　眞徳 木戸病院
佐宗　俊 蒲郡市民病院
河邉　宏幸 豊橋市民病院
山本　晃之 豊橋市民病院
田中　卓 豊橋市民病院
清板　和昭 豊橋市民病院
佐藤　和秀 豊橋市民病院
橋本　博行 豊橋市民病院
出向　洋人 新城市民病院　産婦人科
和田　幸也 豊橋市民病院
石井　健太 豊橋市民病院
纐纈　衆 豊橋市民病院
廣渡　芙紀 豊橋市民病院
吉田　光紗 豊橋市民病院
小林　浩治 豊橋市民病院
矢野　有貴 豊橋市民病院
南　貴之 豊橋市民病院
大屋　久晴 厚生連渥美病院
奥野　元保 愛知県がんセンター愛知病院
柏木　佑太 岡崎市民病院
加藤　真 総合上飯田第一病院
金田　康秀 岡崎市民病院
神谷　文雅 幸田中央クリニック
齋藤　博 愛知県がんセンター愛知病院
佐藤　淳一 岡崎市民病院
佐野　友康 岡崎市民病院
鈴木　美穂 名古屋大学大学院医学系研究科精神医学分野
玉木　宣人 愛知県がんセンター愛知病院
都築　佳枝 愛知県がんセンター愛知病院
中川　暢彦 岡崎市民病院
藤井　恭子 愛知県がんセンター愛知病院
藤吉　俊尚 岡崎市民病院
船橋　浩一 愛知県がんセンター愛知病院
増本　弘 蒲郡深志病院
村上　弘城 蒲郡市民病院

名古屋掖済会病院

労働者健康福祉機構
中部労災病院

社会保険中京病院

名古屋記念病院

豊橋市民病院

愛知県がんセンター
愛知病院
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伊藤　隆夫 いまいせ心療センター
傍島　健 稲沢市民病院
草田　典子 稲沢市民病院
安藤　徹 稲沢市民病院
清水　智雄 しみず内科クリニック
市川　久喜男 市川医院
前田　惠子 もくれんクリニック
服部　愼一 大雄会第一病院
永井　智 磯村医院
岩間　糾 厚生連　尾西病院
安藤　茉衣子 名古屋市立大学病院
福島　曜 一宮市立市民病院
岡田　英幹 一宮市立市民病院
石黒　裕規 一宮市立市民病院
伊藤　隼 一宮市立市民病院
坂田　豊博 稲沢市民病院
河邉　章夫 老人保健施設すこやか荘
太田　信吉 愛知国際病院
高松　愛 名古屋医療センター
飛梅　基 旭労災病院
三浦　悟 三浦内科クリニック
松田　大知 旭労災病院
中野　洋二郎 公立陶生病院
中田　あす香 公立陶生病院
佐藤　雄介 公立陶生病院
中原　義夫　 公立陶生病院
奥野　真吾 公立陶生病院
小林　良幸 公立陶生病院
林　 　隆男 公立陶生病院
表　　 紀仁 公立陶生病院
北川　雅章 公立陶生病院
神谷　祐二 公立陶生病院
木下　篤敬 公立陶生病院
山田育男 碧南市民病院
佐藤慎二 乙川さとうクリニック
鈴木勝一 鷹津内科
金澤英俊 碧南市民病院
安藤公隆 東海市民病院
佐々木英二 総合上飯田第一病院
石田時一 半田市立半田病院
古川　亨 半田市立半田病院
島田礼一郎 半田市立半田病院
山本奈穂 半田市立半田病院
岸本拓磨 半田市立半田病院
藤田　啓 半田市立半田病院
石田陽祐 半田市立半田病院
日下真宏 半田市立半田病院
間瀬美奈子 半田市立半田病院
深谷　信行 春日井市民病院
河邊　太加志 春日井市民病院
秋田　直宏 春日井市民病院
中橋　剛一 春日井市民病院
田口　瑠美子 春日井市民病院
丹下　和久 春日井市民病院
森岡　　優 春日井市民病院
池内　寛和 春日井市民病院
尾関　貴紀 春日井市民病院
加藤　晃久 春日井市民病院
平田　慶和 春日井市民病院
山内　雅子 山内クリニック
近藤　　豊 内科眼科ゆたかクリニック
寺澤　利昭 白山外科クリニック
岩尾　康子 まごころ在宅医療クリニック
千田　由理 小牧第一病院
鳥居　 良太 春日井市民病院
小島　　悠揮 春日井市民病院
塚原　哲夫 碧南市民病院
禰宜田　政隆 西尾市民病院
八木　文子 小牧第一病院
中野　禎 東浦医院
音部　好宏 刈谷豊田総合病院東分院
平塚　真紀 刈谷豊田総合病院高浜分院
山本　稔 刈谷豊田総合病院
徳倉　達也 刈谷豊田総合病院
大竹　康敬 刈谷豊田総合病院
松井　彰 刈谷豊田総合病院
西本　真弓 刈谷豊田総合病院
北川　弘祥 刈谷豊田総合病院

半田市立半田病院

春日井市民病院

医療法人豊田会
刈谷豊田総合病院

一宮市立市民病院

公立陶生病院



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

佐藤　勝紀 厚生連　豊田厚生病院
鏡味　良豊 厚生連　豊田厚生病院
中貝　郁江 厚生連　豊田厚生病院
伊藤　倫太郎 厚生連　豊田厚生病院
中井　博美 厚生連　豊田厚生病院
下郷　友弥 土岐市立総合病院
山口　和才 厚生連　豊田厚生病院
深谷　修平 厚生連　豊田厚生病院
鈴木　伸吾 厚生連　豊田厚生病院
磯部　好孝 厚生連　豊田厚生病院
渡口　賢隆 厚生連　豊田厚生病院
宮村　径 厚生連　豊田厚生病院
榎本  一成 榎本内科
加藤誠章 加藤内科クリニック
鈴木　智貴 中野胃腸病院
田中　達也 中野胃腸病院
榊原　一貴 中野胃腸病院
前田　頼佑 中野胃腸病院
林　久乃 中野胃腸病院
森　俊彰 スタジアムデンタルクリニック
林　和孝 トヨタ記念病院
三田　亮 トヨタ記念病院
高士　ひとみ トヨタ記念病院
宮田　崇 トヨタ記念病院
横田　圭右 トヨタ記念病院
小出　菜月 トヨタ記念病院
河原　有喜 トヨタ記念病院
小原　嘉昭 じんぐうじクリニック
今井　文博 医療法人社団同仁会　一里山・今井クリニック
長谷川　茂 医療法人田中会　西尾病院
田渕　昭彦 安城更生病院
大堀　久 おおほりクリニック
小屋　敏也 安城更生病院
鈴木　悠土 安城更生病院
馬渕　龍彦 安城更生病院
原　徹 安城更生病院
富田　康裕 安城更生病院
松澤　令子 安城更生病院
黒田　浩一 安城更生病院
小林　隆宏 安城更生病院
西尾　秀樹 八千代病院
神谷　里明 津島市民病院
清水　裕介 安城更生病院
加藤　智則 安城更生病院
堀尾　裕子 安城更生病院
久野　正敏 久野内科医院
久野　洋 久野内科医院
石川　太郎 医療法人石川内科
浅井　泰行 江南厚生病院
加藤　公一 江南厚生病院
金本　一洋 江南厚生病院
竹下　奨 江南厚生病院
田中　伸孟 江南厚生病院
林　信行 江南厚生病院
日比野　佳孝 江南厚生病院
松川　泰 江南厚生病院
安井　昭夫 江南厚生病院
吉原　恵子 坂下クリニック　産婦人科
角田　定信 江南厚生病院
加藤　大祐 名大付属病院
板津　孝明 板津胃腸科
徳永　隆之 岐阜県立　多治見病院
榎本　義則 千秋病院
藤井　悠策 小牧市民病院
森　憲彦 小牧市民病院
櫻井　孟 小牧市民病院
濵崎　元伸 小牧市民病院
永井　真太郎 小牧市民病院
山口　朝臣 小牧市民病院
西川　知秀 小牧市民病院
藤浪　慎吾 小牧市民病院
桒原　三華 クリスタルファミリークリニック
松山　孝昭 大同病院
小栗　知世 名古屋大学附属病院
山崎　由紀子 大同病院
八木　俊 藤田保健衛生大学病院
河村　健雄 愛知国際病院
蟹江　匡治 藤田保健衛生大学病院
大塚　遥子 藤田保健衛生大学病院
丹羽　義和 藤田保健衛生大学病院
長谷川　正樹 藤田保健衛生大学病院
畠中　未紗 藤田保健衛生大学病院
前田　隆求 藤田保健衛生大学病院
増田　有美香 藤田保健衛生大学病院
山城　慧 藤田保健衛生大学病院
山田　壯一 藤田保健衛生大学病院
神田　学志 藤田保健衛生大学病院
和田　昭彦 日進おりど病院
竹中　政史 藤田保健衛生大学病院
糠谷　拓尚 知多市民病院
長谷川　光広 藤田保健衛生大学病院
鎌野　俊彰 藤田保健衛生大学病院
田邉　陽介 藤田保健衛生大学病院
寺澤　佳洋 藤田保健衛生大学病院
大島　亮 日進おりど病院
岩井　雅則 岐阜県立多治見病院

厚生農業
協同組合連合会
江南厚生病院

愛知県厚生農業
協同組合連合会
豊田厚生病院

トヨタ記念病院

愛知県厚生農業協同組合連合会
安城更生病院

小牧市民病院

藤田保健衛生大学病院



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

宮﨑　純 藤田保健衛生大学病院
高川　友花 藤田保健衛生大学病院
安藤　雅規 藤田保健衛生大学病院
大矢　一登 藤田保健衛生大学病院
河合　諒子 藤田保健衛生大学病院
清永　千晶 藤田保健衛生大学病院
髙田　充弘 藤田保健衛生大学病院
寺町　友里 藤田保健衛生大学病院
中川　満 藤田保健衛生大学病院
西村　豪人 藤田保健衛生大学病院
村手　健一郎 藤田保健衛生大学病院
松尾　一勲 藤田保健衛生大学病院
河村　吉紀 藤田保健衛生大学病院
堀口　明彦 藤田保健衛生大学病院
中川　義仁 藤田保健衛生大学病院
黒田　誠 藤田保健衛生大学病院
宮崎　雅 愛知国際病院
木原　彩子 藤田保健衛生大学病院
勝村　彩 藤田保健衛生大学病院
長﨑　宏則 大同病院
森　亙希 西尾市民病院
甘利　淳 日進おりど病院
柴田　純平 藤田保健衛生大学病院
万井　真理子 藤田保健衛生大学病院
服部　夏樹 藤田保健衛生大学病院
柴田　知行 藤田保健衛生大学病院
金森　大輔 藤田保健衛生大学病院
伊東　昌広 藤田保健衛生大学病院
河合　智之 藤田保健衛生大学病院
八田　浩平 藤田保健衛生大学病院
小林　敬典 一宮西病院
八木　健郎 一宮西病院
山城　絵理 藤田保健衛生大学病院
伊藤　正之 藤田保健衛生大学病院
後長　孝佳 藤田保健衛生大学病院
鷹津　英麿 藤田保健衛生大学病院
長坂　遼 藤田保健衛生大学病院
萩原　正典 藤田保健衛生大学病院
水谷　貴宏 藤田保健衛生大学病院
吉田　大 藤田保健衛生大学病院
渡邊　総一郎 藤田保健衛生大学病院
丘　雄介 藤田保健衛生大学病院
清水　敏也 藤田保健衛生大学病院
中川　理子 七栗サナトリウム
服部　良信 藤田保健衛生大学病院
鈴木　生子 すずきクリニック
山中　秀高 津島市民病院
前田　豊 前田内科
堀川　よしみ 厚生連　海南病院
廣田　久佳 坂井橋クリニック　
宮地　洋二 宮地クリニック
山口　洋介 総合上飯田第一病院
増田　健太郎 増田医院
武藤　久哲 厚生連　海南病院
津金　恭司 丸茂病院
中尾　彰宏 津島市民病院
佐藤　章夫 刈谷豊田総合病院
久保田　稔 厚生連　海南病院
澤部　倫 厚生連　海南病院
牧野　明香里 厚生連　海南病院
吉田　克嗣 稲沢市民病院
中野　正吾 愛知医科大学病院
岩下　宣彦 愛知医科大学病院
小竹　克博 増子記念病院
藤井　公人 愛知医科大学病院
安藤　孝人 愛知医科大学病院
大林　幸彦 愛知医科大学病院
伊藤　剛 愛知医科大学病院
松原　彩子 愛知医科大学病院
河南　勝久 愛知医科大学病院
水野　昌平 愛知医科大学病院
古橋　明文 愛知医科大学病院
岡本　啓希 愛知医科大学病院
加藤　義晴 愛知医科大学病院
宮本　貴文 愛知学院大学歯学部附属病院
林　富雄 愛知医科大学病院

愛知県厚生農業
協同組合連合会

海南病院

愛知医科大学病院

藤田保健衛生大学病院



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

安藤　貴文 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
今泉　勲 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
氏原　正樹 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
大野　栄三郎 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
長田　芳幸 南医療生活協同組合　総合病院南生協病院
児玉　充央　 こだまクリニック
杉浦　友則 医療法人愛生会　総合上飯田第一病院
鈴木　淳志 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
諏訪　和志 南医療生活協同組合　総合病院南生協病院
土居崎　小夜子 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
鳥居　康二 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
中野　聡 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
西脇　公俊 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
萩倉　祥一 津島市民病院
萩倉　美奈子 愛知県立城山病院
藤原　多子 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
宮内　倫也 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
村山　浩基 医療法人緑翔会小松病院
矢吹　賢 南医療生活協同組合　総合病院南生協病院
吉田　洋 吉田病院
筧　浩 医療法人カケヒ内科小児科
濱田　　清 協立総合病院
北山　　周 協立総合病院
岡崎　嘉樹 あいち診療所
河原　健夫 大同病院
浅野　　仁 聖霊病院
岡田　正典 愛知三の丸病院
尾上　重巳 稲沢市民病院
神谷　悦功 東名古屋病院
江口　武彦 聖霊病院
田野　正夫 名古屋医療センター
片岡　政人 名古屋医療センター
杉山　燈人 名古屋医療センター
坪井　理恵 名古屋医療センター
中山　裕史 名古屋医療センター
中村　裕幸 名古屋医療センター
伊勢　裕子 名古屋医療センター
岡崎　雅樹 名古屋医療センター
久保　涼子 名古屋医療センター
矢野　　繭 名古屋医療センター
柴田　美佳 名古屋医療センター
水田　りな子 名古屋医療センター
加藤　千明 名古屋医療センター
後藤　真輝 小牧市民病院

※　氏名及び所属の公表について、同意をいただいている方のみ掲載しています。

独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター

国立大学法人名古屋大学
医学部附属病院


