
開催主催者 所属
病院名 機関名

杉浦　知範 名古屋市立大学病院
芝本　雄太 名古屋市立大学病院
吉本　信保 名古屋市立大学病院
今枝　憲郎 名古屋市立大学病院
梅村　修一郎 名古屋市立大学病院
勝見　さち代 名古屋市立大学病院
江崎　伸一 名古屋市立大学病院
城　卓志 名古屋市立大学病院
森　俊敬 名古屋市立大学病院
岡田　淳志 名古屋市立大学病院
西川　博 名古屋市立大学病院
立川　雅美子 名古屋市立大学病院
河合　憲康 名古屋市立大学病院
友田　佳介 いなべ総合病院
坪井　謙 名古屋市立大学病院
高橋　広城 名古屋市立大学病院
社本　智也 名古屋市立大学病院
相羽　久輝 名古屋市立大学病院
池庭　衛 アスタークリニック
朝日　憲治 朝日クリニック
板津　慶太 総合上飯田第一病院
野尻　佳克 国立長寿医療研究センター
鈴木　宏和 半田市立半田病院
山中　伸一 横山胃腸科病院
平林　毅樹 小牧市民病院
飯田　浩充 名古屋医療センター
市川　大輔 名古屋医療センター
髙間　夏子 名古屋医療センター
石田　梓 名古屋医療センター
今村　恭子 名古屋医療センター
江坂　友里 名古屋医療センター
溝口　有紀 名古屋医療センター
近藤　重明 名古屋医療センター
浦田　登 名古屋医療センター
宇仁田　慧 名古屋医療センター
近藤　高 名古屋医療センター
冨田　笑津子 名古屋医療センター
國富　あかね 名古屋医療センター
總山　貴子 名古屋医療センター
浦田　士郎 安城更生病院
浅井　清也 安城更生病院
田中　勇太朗 安城更生病院
大林　包幸 西尾市民病院
安藤　哲朗 安城更生病院
横山　真之祐 安城更生病院
臼井　香奈子 安城更生病院
髙野　みずき 豊橋市民病院
髙見　悟郎 杁ヶ池メンタルクリニック
瀬古　浩史 安城更生病院
小塩　真史 安城更生病院
大橋　ひとみ 安城更生病院
奥村　暢将 安城更生病院
鈴木　敦詞 藤田保健衛生大学病院
稲垣　淳 いながき医院
垣田　彩子 藤田保健衛生大学病院
坂　英雄 国立病院機構名古屋医療センター
小川　莉奈 安城更生病院
林　修平 安城更生病院
岩崎　綾 安城更生病院
傍島　光昭 安城更生病院
川口　鎮 愛知県厚生連　豊田厚生病院
平賀　潤二 愛知県厚生連　豊田厚生病院
西本　泰浩 愛知県厚生連　豊田厚生病院
中村　嘉宏 愛知県厚生連　豊田厚生病院
河合　孝真 愛知県厚生連　豊田厚生病院
渡邉　周一 愛知県厚生連　豊田厚生病院
佐藤　美佳 愛知県厚生連　豊田厚生病院
髙嶋　浩司 愛知県厚生連　豊田厚生病院
竹下　祥敬 愛知県厚生連　豊田厚生病院
都築　智之 愛知県厚生連　豊田厚生病院
渡邉　裕樹 愛知県厚生連　豊田厚生病院
髙橋　徹朗 愛知県厚生連　豊田厚生病院
松葉　朋彦 愛知県厚生連　豊田厚生病院
奥田　奈央子 愛知県厚生連　豊田厚生病院
加藤　誓子 愛知県厚生連　豊田厚生病院
田中　かずみ 愛知県厚生連　豊田厚生病院
佐久間　政宜 愛知県厚生連　豊田厚生病院
足立　健太郎 愛知県厚生連　豊田厚生病院
山口　慎人 愛知県厚生連　豊田厚生病院
牛嶋　太 愛知県厚生連　豊田厚生病院
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酒井　和好 公立陶生病院
味岡　正純 公立陶生病院
河邉　智久 公立陶生病院
伊藤　貴康 公立陶生病院
徳田　晃太郎 公立陶生病院
杉山　史剛 公立陶生病院
吉田　光一 公立陶生病院
小栗　雄介 公立陶生病院
鴨下　友彦 公立陶生病院
早稲田　祐也 公立陶生病院
福島　昌浩 公立陶生病院
佐々木　通雄 公立陶生病院
早川　浩史 公立陶生病院
伊藤　麻里子 公立陶生病院
伊藤　諒一 公立陶生病院
大橋　寛史 公立陶生病院
桒山　輔 公立陶生病院
滝　哲郎 公立陶生病院
浅井　彰士 公立陶生病院
宇野　博人 公立陶生病院
大竹　啓太 公立陶生病院
金田　淑枝 公立陶生病院
加納　裕也 公立陶生病院
神原　紀香 公立陶生病院
鈴木　知秀 公立陶生病院
奥谷　理 小牧市民病院
平良　尚子 小牧市民病院
古橋　義人 古橋クリニック
米田　恵理子 JA愛知厚生連　足助病院
大橋　春彦 トヨタ記念病院
久保田　恵章 トヨタ記念病院
向井田　徹 トヨタ記念病院
木村　元宏 トヨタ記念病院
高橋　秀和 トヨタ記念病院
金子　倫也 トヨタ記念病院
宇野　枢 トヨタ記念病院
手嶋　悠人 トヨタ記念病院
宮井　雄基 トヨタ記念病院
千馬　謙亮 トヨタ記念病院
近藤　友喜 トヨタ記念病院
近藤　敬太 トヨタ記念病院
田中　健士郎 小牧市民病院
松本　一明 鳥居クリニック
石川　貴大 春日井市民病院
岡山　幸平 春日井市民病院
隈井　大介 春日井市民病院
山本　友輝 春日井市民病院
山中　美歩 春日井市民病院
山本　泰資 春日井市民病院
大塚　崇史 春日井市民病院
松沼　寛 春日井市民病院
三好　晋平 春日井市民病院
中島　克仁 春日井市民病院
小崎　桂 春日井市民病院
花井　寛之 春日井市民病院
原　美里 春日井市民病院
山際　暁子 春日井市民病院
谷口　裕重 藤田保健衛生大学病院
岡本　美英子 藤田保健衛生大学病院
杉岡　篤 藤田保健衛生大学病院
加藤　大貴 藤田保健衛生大学病院
栃井　祥子 藤田保健衛生大学病院
八丸　亜由美 藤田保健衛生大学病院
栃井　大輔 藤田保健衛生大学病院
小林　尚美 藤田保健衛生大学病院
伊藤　正浩 藤田保健衛生大学病院
大脇　晶子 藤田保健衛生大学病院
山添　泰佳 藤田保健衛生大学病院
田原　智満 藤田保健衛生大学病院
加藤　えり那 藤田保健衛生大学病院
加藤　理恵子 藤田保健衛生大学病院
佐久間　健二 藤田保健衛生大学病院
友澤　周平 藤田保健衛生大学病院
永田　麻里子 藤田保健衛生大学病院
成宮　利幸 藤田保健衛生大学病院
平岡　繁典 藤田保健衛生大学病院
松山　貴裕 藤田保健衛生大学病院
村上　尚子 藤田保健衛生大学病院
安岡　宏展 藤田保健衛生大学病院
神野　重光 藤田保健衛生大学病院
髙田　恭平 藤田保健衛生大学病院
増田　花奈美 岐阜総合医療センター
垂水　修 東名古屋病院
市原　利彦 陶生病院
大宮　直木 藤田保健衛生大学病院
成田　久仁夫 豊橋市民病院　呼吸器外科　部長
梅村　康太 豊橋市民病院　女性内視鏡外科　部長
飯島　淳司 豊橋市民病院　総合内科
伊藤　喜介 豊橋市民病院　一般外科
神原　祐一 豊橋市民病院　一般外科
内藤　裕嗣 豊橋市民病院　研修医
片岡　万紀子 豊橋市民病院　麻酔科
稲生　光春 豊橋市民病院　麻酔科　副部長
小林　龍太朗 豊橋市民病院　一般外科
片岡　邦夫 豊橋市民病院　消化器内科

藤田保健衛生大学病院

春日井市民病院

トヨタ記念病院

公立陶生病院

豊橋市民病院



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

山本　和弘 豊橋市民病院　消化器内科
松原　浩 豊橋市民病院　消化器内科　副部長
安井　裕智 豊橋市民病院　呼吸器内科
和田　なつ美 豊橋市民病院　麻酔科
西村　元伸 豊橋市民病院　一般外科
寺島　康浩 豊橋市民病院　泌尿器科　医長
隅田　志衣 医療法人平寿会　クリニックすみた
田中　仁 豊橋市民病院　総合内科
植草　良輔 豊橋市民病院　産婦人科
甲木　聡 豊橋市民病院　産婦人科
梅村　将成 東栄病院　総合診療科
滝川　一成 タキカワ整形外科クリニック
石井　美砂子 成田記念病院　放射線科　部長
細川　謙蔵 医療法人　緑ヶ丘医院
矢野　智紀 名古屋市立大学病院
蒲谷　嘉代子 名古屋市立大学病院
小笠原　治 名古屋市立大学病院
小出　明里 名古屋市立大学病院
西川　浩子 名古屋市立大学病院
吉田　有友子 名古屋市立大学病院
小山　哲生 名古屋市立大学病院
真木　章仁 名古屋市立大学病院
岡崎　大 名古屋市立大学病院
青山　公紀 名古屋市立大学病院
川村　美穂子 名古屋市立大学病院
長谷川　千恵 名古屋市立大学病院
久野　菜月 名古屋市立大学病院
兼松　孝好 名古屋市立大学病院
大蔵　篤彦 名古屋市立大学病院
木村　浩明 名古屋市立大学病院
竹山　廣光 名古屋市立大学病院
松尾　洋一 名古屋市立大学病院
佐藤　崇文 名古屋市立大学病院
小田　隆夫 名古屋市立大学病院
浅岡　峰雄 岡崎市民病院　救急科
丸山　英一 岡崎市民病院　呼吸器内科
山田　弘志 岡崎市民病院　消化器内科
松本　理佐 岡崎市民病院　外科
石山　聡治 岡崎市民病院　内視鏡外科
有馬　徹 岡崎市民病院　脳神経外科
笠井　幸夫 岡崎市民病院　耳鼻いんこう科
大塚　信哉 岡崎市民病院　放射線科
大林　修文 岡崎市民病院　歯科口腔外科
髙橋　暁史 岡崎市民病院　歯科口腔外科
戸田　敦子 岡崎市民病院　歯科口腔外科
小木曾　由梨 岡崎市民病院　研修医
河内　泰仁 岡崎市民病院　研修医
鈴木　教之 豊橋市民病院
高木　達矢 一宮市立市民病院
篠塚　高宏 一宮市立市民病院
三輪田　勤 一宮市立市民病院
寺島　常郎 一宮市立市民病院
岩田　悠嗣 一宮市立市民病院
川口　加那 一宮市立市民病院
甕　里紗 一宮市立市民病院
佐々木　萌 一宮市立市民病院
牧　優貴 一宮市立市民病院
伊藤　克樹 一宮市立市民病院
荒川 総介 海南病院
池田 公 地域医療機能推進機構中京病院
石川 智啓 地域医療機能推進機構中京病院
伊藤 元一 地域医療機能推進機構中京病院
大西 浩史 地域医療機能推進機構中京病院
大橋 美紗 地域医療機能推進機構中京病院
乙竹 聡 地域医療機能推進機構中京病院
小野田 統 地域医療機能推進機構中京病院
加藤 さや佳 地域医療機能推進機構中京病院
加藤 隆 地域医療機能推進機構中京病院
河村 実穗 地域医療機能推進機構中京病院
菅田 亮太郎 地域医療機能推進機構中京病院
髙木 信哉 地域医療機能推進機構中京病院
田代 温 地域医療機能推進機構中京病院
玉腰 大悟 地域医療機能推進機構中京病院
友岡 健 海南病院
半田 克成 地域医療機能推進機構中京病院
日髙 友梨 地域医療機能推進機構中京病院
森 建輔 地域医療機能推進機構中京病院
森山 瑞紀 地域医療機能推進機構中京病院
余語 美奈 地域医療機能推進機構中京病院
米田 和弘 地域医療機能推進機構中京病院
竹本 将也 地域医療機能推進機構中京病院
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真下　伸一 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
田中　宏太佳 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
渡部　百合子 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
井上　明子 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
楊　承叡 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
高橋　秋香 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
佐藤　亮 歯科院　南荒子の森
河野　正史 医療法人スワン会　港スワン歯科・矯正歯科
横山　智輝 よこやまクリニック

ウィンターロード俊江 名駅錦通眼科
川瀬　仁 医療法人としわ会　としわ会診療センターレクリニック
小松　輝成 小松病院
清水　信 清水内科眼科
西脇　忠 西脇医院
中島　義仁 公立陶生病院
黒川　英輝 公立陶生病院
柳田　佳史　 名鉄病院
日下部　篤宣 名古屋第二赤十字病院
中沢　貴宏 名古屋第二赤十字病院
藤田　恭明 名古屋第二赤十字病院
山田　智則 名古屋第二赤十字病院
加藤　明子 名古屋第二赤十字病院
伊藤　衣里 名古屋第二赤十字病院
栗本　隼樹 名古屋第二赤十字病院
法水　信治 名古屋第二赤十字病院
丸山　寛仁 名古屋第二赤十字病院
伊藤　聡 名古屋第二赤十字病院
大脇　太郎 名古屋第二赤十字病院
中村　藍子 名古屋第二赤十字病院
山口　慧太郎 名古屋第二赤十字病院
相川　剛亮 名古屋第二赤十字病院
伊藤　洋人 名古屋第二赤十字病院
大堀　友記子 名古屋第二赤十字病院
小川　舞 名古屋第二赤十字病院
尾﨑　悠 名古屋第二赤十字病院
木下　珠希 名古屋第二赤十字病院
中島　拓真 名古屋第二赤十字病院
長谷川　大祐 名古屋第二赤十字病院
福岡　香 名古屋第二赤十字病院
村田　綾菜 名古屋第二赤十字病院
山口　貴之 公立西知多総合病院　外科
宇佐美　琢也 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院
加藤　博己 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院
髙橋　典男 名古屋掖済会病院　糖尿病・内分泌科
家田　美保 名古屋掖済会病院　血液内科
中島　成隆 名古屋掖済会病院　総合診療科
長谷部　圭史 名古屋掖済会病院　外科
稲熊　祐輔 名古屋掖済会病院　腎臓内科
比嘉　円 名古屋掖済会病院　整形外科
川瀬　崇広 名古屋掖済会病院
八木　瞳 名古屋掖済会病院
石田　義博 半田市立半田病院
木村　信行 半田市立半田病院
小川　雅弘 半田市立半田病院
廣瀨　崇 半田市立半田病院
杉本　啓之 半田市立半田病院
野浪　大介 半田市立半田病院
伊藤　精朗 半田市立半田病院
宮坂　和良 半田市立半田病院
大出　幸史 半田市立半田病院
蟹江　恭和 半田市立半田病院
髙瀬　好 半田市立半田病院
松七五三　晋 半田市立半田病院
田根　雄一郎 半田市立半田病院
吉川　剛典 半田市立半田病院
三澤　知子 半田市立半田病院
木村　啓佑 半田市立半田病院
山田　梨紗 半田市立半田病院
池ノ内　紀祐 安生更生病院
井本　正巳 刈谷豊田総合病院
浅田　英子 刈谷豊田総合病院
小山　勝志 刈谷豊田総合病院
加藤　聡之 刈谷豊田総合病院
北瀬　正則 刈谷豊田総合病院
近藤　厚哉 刈谷豊田総合病院
仲島　さより 刈谷豊田総合病院
藤幡　士郎 刈谷豊田総合病院
早川　俊輔 刈谷豊田総合病院
鈴木　孝弘 刈谷豊田総合病院
松井　琢哉 刈谷豊田総合病院
青木　優祐 刈谷豊田総合病院
近藤　靖浩 刈谷豊田総合病院
平野　達也 刈谷豊田総合病院
島崎　貴幸 刈谷豊田総合病院
石川　晃司郎 刈谷豊田総合病院
生田　健 刈谷豊田総合病院
竹内　一訓 刈谷豊田総合病院
北山　陽介 刈谷豊田総合病院

名古屋掖済会病院

名古屋第二赤十字病院

中部労災病院

刈谷豊田総合病院

半田市立半田病院



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

高田　真由子 名古屋記念病院
平出　賢太郎 名古屋記念病院
坂本　いずみ 名古屋記念病院
安田　貴成 名古屋記念病院
髙橋　充 名古屋記念病院
榊原　雅子 名古屋記念病院
冨永　奈沙 名古屋記念病院
髙木　春菜 名古屋記念病院
鈴木　博貴 名古屋記念病院
藤島　圭一郎 名古屋記念病院
秋山　光正 名古屋記念病院
秋　亮太 名古屋記念病院
片岡　孝江 名古屋記念病院
服部　典子 名古屋記念病院
神谷　典男 名古屋記念病院
早川　伸樹 藤田保健衛生大学病院
勝野　秀稔 藤田保健衛生大学病院
井上　辰志 藤田保健衛生大学病院
大久保　正明 藤田保健衛生大学病院
櫻井　一生 藤田保健衛生大学病院
我那覇　司 藤田保健衛生大学病院
河合　昭浩 藤田保健衛生大学病院
稲葉　一樹 藤田保健衛生大学病院
森　志乃 藤田保健衛生大学病院
大場　茂生 藤田保健衛生大学病院
榊原　洋介 藤田保健衛生大学病院
小川　貴美雄 藤田保健衛生大学病院
香川　力 藤田保健衛生大学病院
竹浦　千夏 藤田保健衛生大学病院
生野　浩和 藤田保健衛生大学病院
城代　康貴 藤田保健衛生大学病院
牧　和歌子 藤田保健衛生大学病院
川辺　則彦 藤田保健衛生大学病院
伊勢谷　昌志 藤田保健衛生大学病院
淺田　陽平 藤田保健衛生大学病院
小川　慧 藤田保健衛生大学病院
河合　永季 藤田保健衛生大学病院
河本　あてな 藤田保健衛生大学病院
重村　知香 藤田保健衛生大学病院
武田　太樹 藤田保健衛生大学病院
塚本　亮介 藤田保健衛生大学病院
長尾　龍之介 藤田保健衛生大学病院
福田　茉耶 藤田保健衛生大学病院
藤井　麻耶 藤田保健衛生大学病院
前田　利樹 藤田保健衛生大学病院
森　茂彰 藤田保健衛生大学病院
栗本　恭好 藤田保健衛生大学病院
久野　尚彦 名古屋逓信病院産婦人科
中川　陽史 旭労災病院外科
服部　正興 公立西知多総合病院
宮﨑　幹規 名古屋記念病院呼吸器内科
伊藤　博 一宮市立市民病院泌尿器科
岩田　直樹 名古屋大学病院消化器外科
野村　研人 名古屋市立大学病院
木村　昌弘 名古屋市立東部医療センター消化器外科
栗山　満美子 名古屋市立東部医療センター臨床研修センター
柴田　金光 名古屋市立西部医療センター産婦人科
中元　永理 名古屋市立西部医療センター産婦人科
笹野　信子 名古屋市立西部医療センター第2麻酔科
遠藤　正嗣 名古屋市立西部医療センター内科
早川　将史 名古屋市立西部医療センター
野口　貴弘 湘南いなほクリニック
河合　徹 中東遠総合医療センター
岡川　武日児 愛知県がんセンター愛知病院
鈴木　正博 岡崎東病院
小森　梓 愛知県がんセンター中央病院
吉野　能 名古屋大学医学部附属病院
久野　晋平 中部労災病院
鈴木　瞳 中部労災病院
木下　敬史 愛知県がんセンター中央病院
鈴木　晴子 愛知県がんセンター愛知病院
村松　記行 六ツ美歯科クリニック
上野　小百合 名古屋市立大学病院
石黒　直樹 名古屋大学医学部附属病院
鈴木　史朗 名古屋大学医学部附属病院
三井　寛子 名古屋大学医学部附属病院
新美　薫 名古屋大学医学部附属病院
伊藤　理 名古屋大学医学部附属病院
髙橋　徳幸 名古屋大学医学部附属病院
佐々　直人 名古屋大学医学部附属病院
清井　仁 名古屋大学医学部附属病院
島田　和之 名古屋大学医学部附属病院
石川　裕一 名古屋大学医学部附属病院
村田　誠 名古屋大学医学部附属病院
早川　文彦 名古屋大学医学部附属病院
西田　徹也 名古屋大学医学部附属病院
入山　智沙子 名古屋大学医学部附属病院
小寺　泰弘 名古屋大学医学部附属病院
川嶋　啓揮 名古屋大学医学部附属病院
林　和彦 名古屋大学医学部附属病院
宮原　良二 名古屋大学医学部附属病院
石津　洋二 名古屋大学医学部附属病院
絹川　友章 名古屋大学医学部附属病院
岡阪　敏樹 名古屋大学医学部附属病院
土屋　周平 名古屋大学医学部附属病院
若林　俊彦 名古屋大学医学部附属病院

名古屋市立西部医療センター

藤田保健衛生大学病院

名古屋大学医学部附属病院

愛知県がんセンター愛知病院

名古屋記念病院



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

荒川　いつみ 公立陶生病院
荒川　大吾 津島市民病院
安藤　正志 がんセンター中央病院
安藤 祐資 名古屋大学附属病院
市村　典久 名古屋大学医学部付属病院
伊藤　誠二 がんセンター中央病院
岩田　賢治 海南病院
大橋　香子 公立陶生病院
神永　春菜 海南病院
神原　貴博 公立陶生病院
黒田　浩章 がんセンター中央病院
榊原　克巳 岡崎市民病院
佐久間　博也 名古屋記念病院
佐橋　秀典 名古屋市立東部医療センター
渋谷　仁 がんセンター中央病院
鈴木　博貴 がんセンター中央病院
千田　嘉毅 がんセンター中央病院
田中　靖人 名古屋市立大学病院
都築　秀典 名古屋大学医学部付属病院
徳久　順也 がんセンター中央病院
長尾　徹 岡崎市民病院
長島　渉 名古屋大学
萩原　純孝 がんセンター中央病院
平松　拓弥 公立陶生病院
松下　由依 小牧市民病院
松下　嘉泰 名古屋大学附属病院
兵藤　伊久夫 がんセンター中央病院
水谷　佳祐 海南病院
水谷　裕樹 公立陶生病院
横山　祐太郎 公立陶生病院
渡邉　典子 半田医師会
内藤　岳人 豊橋市民病院　消化器内科　副部長
内藤　祐志 豊橋市民病院　泌尿器科
五藤　智子 豊橋市民病院　研修医
菅沼　伸一 豊橋市民病院　呼吸器内科　副部長
田中　篤史 豊橋市民病院　泌尿器科　第二部長
親松　裕典 豊橋市民病院　呼吸器外科　医員
松田　宜賢 豊橋市民病院　消化器内科　
山田　雅弘 豊橋市民病院　消化器内科　副部長
南　喜之 豊橋市民病院　消化器内科　
小笠原　雅彦 豊橋市民病院　研修医
渡會　理恵 豊橋市民病院　研修医
滝本　愛太朗 豊橋市民病院　研修医
高田　善久 豊橋市民病院　総合内科　
服部　俊彦 豊橋市民病院　小児科　
樋口　道雄 豊橋市民病院　研修医
荒川　拓也 豊橋市民病院　研修医
伊藤　量吾 豊橋市民病院　研修医
清水　大輝 豊橋市民病院　研修医
玉腰　由佳 豊橋市民病院　研修医
福島　諒奈 豊橋市民病院　研修医
岡田　百合香 豊橋市民病院　研修医
小笠原　伯宏 豊橋市民病院　研修医
芝　良樹 豊橋市民病院　脳神経外科
渡邉　絢史 豊橋市民病院　腎臓内科
伊藤　靖敏 豊橋市民病院　研修医
岩橋　大輔 豊橋市民病院　耳鼻いんこう科　医長
加藤 彬人 地域医療機能推進機構中京病院
玄 崇永 地域医療機能推進機構中京病院
白幡 瑞穂 地域医療機能推進機構中京病院
髙木 勇貴 地域医療機能推進機構中京病院
立川 和重 地域医療機能推進機構中京病院
坪井 直哉 地域医療機能推進機構中京病院
鶴田 勝久 地域医療機能推進機構中京病院
寺境 宏介 地域医療機能推進機構中京病院
寺島 明里 地域医療機能推進機構中京病院
中野 瑞生 地域医療機能推進機構中京病院
堀澤 七恵 地域医療機能推進機構中京病院
松尾 衛 地域医療機能推進機構中京病院
中村　誠 豊川市民病院　消化器内科
宮木　知克 豊川市民病院　消化器内科
大山　展 豊川市民病院　消化器内科
柴田　孝弥 豊川市民病院　外科
森下　佳学 豊川市民病院　歯科口腔外科
伴野　智幸 豊川市民病院　循環器内科
的屋　奨 豊川市民病院　消化器内科
的屋　真美 名古屋市立大学病院　加齢皮膚科学教室
佐々木　宏和 豊川市民病院　
土屋　智寛 豊川市民病院
水野　晴菜 豊川市民病院
森田　剛文 岡崎市民病院　産婦人科

望月　能成 小牧市民病院
神崎　章之 小牧市民病院
平井　孝典 小牧市民病院
小島　英嗣 小牧市民病院
高田　和外 小牧市民病院
野原　冠吾 小牧市民病院
伊藤　俊成 小牧市民病院
近藤　理恵 小牧市民病院
谷口　哲郎 小牧市民病院
坪内　秀樹 小牧市民病院
村木　厚紀 小牧市民病院
赤澤　奈々 小牧市民病院
室　秀紀 小牧市民病院
岩田　英敏 小牧市民病院
間下　直樹 江南厚生病院
蓑島　謙一 大雄会第一病院
髙木　公暁 大雄会第一病院

中京病院

豊橋市民病院

小牧市民病院

愛知県がんセンター中央病院

豊川市民病院



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

吉田　修子 公立陶生病院　内分泌・代謝内科
湯浅　浩之 公立陶生病院　神経内科
加藤　秀紀 公立陶生病院　神経内科
奥村　太朗 豊橋医療センター　研修医（２年次）
澤田　雅志 一宮西病院　消化器内科
竹林　成典 名古屋セントラル病院　脳神経外科
坂　あや子 名古屋セントラル病院　研修医（２年次）
渡邉　栄彦 はあと在宅クリニック　内科・精神科
西田　絵美 名古屋市立大学病院　皮膚科
鈴木　啓史 津島市民病院　放射線科
佐藤　泰正 ＮＴＴ西日本東海病院　内科
西岡　百子 小牧市民病院　血液内科
青田　泰博 名古屋医療センター　泌尿器科
佐藤　康幸 名古屋医療センター　外科
小暮　啓人 名古屋医療センター　呼吸器科
鈴木　康裕 名古屋医療センター　血液内科
花  田 　優 名古屋医療センター　小児科
雄山　隆弘 名古屋医療センター　研修医（２年次）
中西　良一 名古屋市立大学病院
片岡　洋望 名古屋市立大学病院
小池　聖彦 名古屋大学大学院
河合　要介 豊橋市民病院
佐川　弘之 名古屋市立大学病院
原　賢康 名古屋市立大学病院
伊藤　裕之 名古屋市立大学病院
戸澤　啓一 名古屋市立大学病院
林　祐太郎 名古屋市立大学病院
稲垣　彰 名古屋市立大学病院
村上　信五 名古屋市立大学病院
塩﨑　みどり 名古屋共立病院
久保　良二 名古屋市立大学病院
相原　徳孝 名古屋市立大学病院
尾関　啓司 名古屋市立大学病院
谷田　諭史 名古屋市立大学病院
北林　佑季也 名古屋市立大学病院
由地　伶 名古屋市立大学病院
佐藤　隼 名古屋市立大学病院
中西　由佳理 名古屋市立大学病院
森田　麻希 名古屋市立大学病院
窪田　泰江 名古屋市立大学病院
柴田　裕子 名古屋市立大学病院
渡邉　絵里 岡崎市民病院
近藤　博子 碧南市民病院
宇佐美　寿彦 名古屋市立大学病院
鳥山　和宏 名古屋市立大学病院
関谷　龍一郎 名古屋大学医学部附属病院
亀井　秀弥 名古屋大学医学部附属病院
寺倉　精太郎 名古屋大学医学部附属病院
長谷　哲成 名古屋大学医学部附属病院
岡地　祥太郎 名古屋大学医学部附属病院
本多　隆 名古屋大学医学部附属病院
村松　秀城 名古屋大学医学部附属病院
田井中　貴久 名古屋大学医学部附属病院
城田　千代栄 名古屋大学医学部附属病院
西田　佳弘 名古屋大学医学部附属病院
小澤　英史 名古屋大学医学部附属病院
渡邊　一久 名古屋大学医学部附属病院
福村　晶子 名古屋大学医学部附属病院
浅野　元世 名古屋大学医学部附属病院
菊森　豊根 名古屋大学医学部附属病院
山本　徳則 名古屋大学医学部附属病院
森　文 名古屋大学医学部附属病院
横田　憲二 名古屋大学医学部附属病院
川村　麻里子 名古屋大学医学部附属病院
伊藤　淳二 名古屋大学医学部附属病院
久保田　誠司 名古屋大学医学部附属病院
岡田　徹 名古屋大学医学部附属病院
酒井　陽 名古屋大学医学部附属病院
山口　聡 名古屋大学医学部附属病院
濵田　俊介 名古屋大学医学部附属病院
八田　勇輔 名古屋第一赤十字病院
雜賀　俊行 名古屋第一赤十字病院
西山　裕乃 名古屋第一赤十字病院
柴田　大二郎 津島市民病院
吉野　実世 名古屋第一赤十字病院
立松　英純 津島市民病院
小野　翔矢 名古屋第一赤十字病院
石川　敦子 野村医院
三澤　研人 名古屋第一赤十字病院
今井　健太郎 名古屋第一赤十字病院
西山　軼群 名古屋掖済会病院
土居崎　正雄 名古屋第一赤十字病院
松井　宏考 名古屋第一赤十字病院
木村　令 名古屋第一赤十字病院
河村　達哉 名古屋第一赤十字病院
藤谷　繁 名古屋第一赤十字病院
村瀬　充香 名古屋第一赤十字病院
服部　良平 名古屋第一赤十字病院
平松　武宏 名古屋第一赤十字病院
長谷川　一成 名古屋第一赤十字病院

名古屋市立大学病院

名古屋医療センター

名古屋大学医学部附属病院

名古屋第一赤十字病院



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

長尾　一寛 名古屋第二赤十字病院
渡邉　諒 名古屋第二赤十字病院
内田　俊樹 名古屋第二赤十字病院
新城　響 名古屋第二赤十字病院
山室　亮介 名古屋第二赤十字病院
河野　秀俊 名古屋第二赤十字病院
中村　勇人 名古屋第二赤十字病院
川島　至 名古屋第二赤十字病院
竹本　直樹 名古屋第二赤十字病院
林　康司 名古屋第二赤十字病院
赤尾　まり 名古屋第二赤十字病院
宇野　好 名古屋第二赤十字病院
大塚　直紀 名古屋第二赤十字病院
加賀　美帆 名古屋第二赤十字病院
佐藤　惠雄 名古屋第二赤十字病院
佐藤　洋一 名古屋第二赤十字病院
洞口　岳 名古屋第二赤十字病院
松野　宏樹 名古屋第二赤十字病院
村山　未佳 名古屋第二赤十字病院
吉川　真人 名古屋第二赤十字病院
和田　真治 名古屋第二赤十字病院
渡辺　裕 名古屋第二赤十字病院
呉　成浩 三本木クリニック
水谷　優 刈谷豊田総合病院
浅井　英明 刈谷豊田総合病院
後藤　真也 刈谷豊田総合病院
池上　修二 刈谷豊田総合病院
日比　新 刈谷豊田総合病院
小林　祐子 刈谷豊田総合病院
篠田　明紀良 刈谷豊田総合病院
土橋　皓展 刈谷豊田総合病院
中島　国也 刈谷豊田総合病院
中島　雅大 刈谷豊田総合病院
萩田　淳一郎 刈谷豊田総合病院
本多　信明 刈谷豊田総合病院
宮地　洋平 刈谷豊田総合病院
佐藤　公治 藤田保健衛生大学病院
赤堀　遼子 藤田保健衛生大学病院
服部　文彦 藤田保健衛生大学病院
沼田　茂樹 藤田保健衛生大学病院
髙亀　弘隆 藤田保健衛生大学病院
石川　清仁 藤田保健衛生大学病院
水谷　英樹 藤田保健衛生大学病院
蟹江　一泰 藤田保健衛生大学病院
北川　健 藤田保健衛生大学病院
川部　直人 藤田保健衛生大学病院
林　真也 岐阜県立多治見病院
冨田　章裕 藤田保健衛生大学病院
片野　義明 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院
小林　隆 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院
吉田　隆純 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院
片山　智子 愛知県立城山病院
片山　寛人 総合病院　南生協病院
齊藤　輝海 愛知学院大学歯学部
大饗　園子 藤田保健衛生大学病院
金　吉秀 藤田保健衛生大学病院
河野　透哉 藤田保健衛生大学病院
鈴木　雅司 藤田保健衛生大学病院
寺西　隆雄 藤田保健衛生大学病院
西村　彰博 藤田保健衛生大学病院
二宮　光平 藤田保健衛生大学病院
野村　宣徳 藤田保健衛生大学病院
林　亮佑 藤田保健衛生大学病院
松田悠司 公立陶生病院
岩田哲 公立陶生病院
河合浩寿 総合上飯田第一病院
内野かおり 愛知医科大学病院
花村一朗 愛知医科大学病院
伊藤善之 名古屋大学医学部附属病院
若山有紀子 名古屋大学医学部附属病院
吉澤ひかり 愛知医科大学病院
小栗大吉 おぐりクリニック
西川源也 愛知医科大学病院
岡部学 しんあいクリニック
岩﨑慶大 愛知医科大学病院
伊藤清顕 愛知医科大学病院
林真路 名古屋大学大学院
近藤俊 公立陶生病院
鈴木章弘 岡崎市民病院

愛知医科大学病院

刈谷豊田総合病院

名古屋第二赤十字病院

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

飯塚　昭男 岡崎市民病院消化器内科
永田　佳敬 岡崎市民病院小児科
丹原　正夫 岡崎市民病院脳神経外科
野木森　めぐみ 岡崎市民病院皮膚科
石原　恒夫 岡崎市民病院産婦人科
内田　亜津紗 岡崎市民病院産婦人科
橋本　健吾 岡崎市民病院歯科口腔外科
今川　卓哉 岡崎市民病院研修医
鈴木　久三 岡崎市民病院血液内科
矢吹　淳司 岡崎市民病院産婦人科
三宅　菜月 名古屋第一赤十字病院
角田　伸行 名古屋大学医学部附属病院
大多和　慶子 名古屋第一赤十字病院
岡本　亜佐美 海南病院
早川　泰平 名古屋第一赤十字病院
黒川　枝莉花 海南病院
中島　麻梨絵 名古屋第一赤十字病院
花木　俊太 海南病院
毛利　康一 名古屋第一赤十字病院
中村　彩 県立多治見病院
加賀谷　裕介 名古屋第一赤十字病院
山田　敦朗 名古屋市立大学病院
山中　裕貴子 名古屋第一赤十字病院
深田　浩志 名古屋第一赤十字病院
小島　龍司 一宮市立市民病院
青井　広典 名古屋第一赤十字病院
川島　直実 名古屋第一赤十字病院
山田　哲也 名古屋第一赤十字病院
町井　春花 名古屋第一赤十字病院
宮村　耕一 名古屋第一赤十字病院
稲尾　意秀 名古屋第一赤十字病院
田宮　裕太郎 名古屋第一赤十字病院
浅井　真理子 名古屋第一赤十字病院
早川　史広 名古屋第一赤十字病院
高納　崇 名古屋第一赤十字病院
山賀　崇 名古屋第一赤十字病院
林　直美 名古屋大学医学部附属病院
服部　正嗣 名古屋大学医学部附属病院
小澤　有紀子 豊橋市民病院
植村　友稔 小牧市民病院
横山　裕之 小牧市民病院
志水　康子 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

谷崎　隆太郎 名張市立病院
大津　智尚 小牧市民病院
安達　啓 あだちクリニック
野尻　眞 医療法人白水会白川病院
熊谷　恭子 名古屋市立大学病院
岡島　梓 公立陶生病院
榊原　利典 医療法人榊原内科診療所
堂滿　計哉 医療法人堂満医院
伊藤　千弘 長寿包括ケアクリニック
大池　恵広 東濃厚生病院
冨永　光雄 半田市立半田病院
若山　博隆 名古屋大学医学部附属病院
中川　俊廣 中川胃腸科外科
鈴木　健司 半田市立半田病院
倉田　信彦 名古屋大学医学部附属病院
石田　祐基 名古屋大学医学部附属病院
大岡　史治 名古屋大学医学部附属病院
増渕　麻里子 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
林　義一 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
亀井　誠二 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
花木　貴代 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
濱田　舞香 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
髙栁　海 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
星野　沙樹 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
和田　鉄也 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
河本　絵梨子 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
田中　耐地 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
藤田　基和 豊橋市民病院
宮地　洋英 宮地クリニック
松下　英信 公立陶生病院

※　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。

岡崎市民病院

名古屋大学医学部付属病院

海南病院

名古屋第一赤十字病院


