
開催主催者 所属
病院名 機関名

今井　勇伍 愛知県がんセンター中央病院
大西　祥代 愛知県がんセンター中央病院
大矢　由子 愛知県がんセンター中央病院
金原　佑樹 愛知県がんセンター中央病院
倉岡　直亮 愛知県がんセンター中央病院
小出　雄太郎 愛知県がんセンター中央病院
古平　毅 愛知県がんセンター中央病院
近藤　尚 愛知県がんセンター中央病院
髙井　結 愛知県がんセンター中央病院
橘　五月 愛知県がんセンター中央病院
筒山　将之 愛知県がんセンター中央病院
原　真人 愛知県がんセンター中央病院
平山　裕 愛知県がんセンター中央病院
三澤　一成 愛知県がんセンター中央病院
森　真弓実 愛知県がんセンター中央病院
守永　広征 愛知県がんセンター中央病院
山浦　秀和 愛知県がんセンター中央病院
小森　康永 愛知県がんセンター中央病院
山本　直人 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
鈴木　悠斗 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
永田　浩貴 ＪＡ愛知県厚生連　稲沢厚生病院
井出　雄一郎 医療法人　正翔会　ながお在宅クリニック
青木　孝太 青木記念病院
浅野　博 公立陶生病院
稲本　捷悟 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
伊藤　麻優 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
小川　晴香 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
笠井　里奈 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
川出　洋平 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
越山　彩香 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
須網　和也 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
松本　奈々 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
山本　恵理子 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
山本　幸佑 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
横山　大輔 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
山本　健登 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
磯谷　正彦 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
加藤　友久美 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
名倉　しず香 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
日比　初紀 協立総合病院　泌尿器科
山谷　千尋 紘仁病院　精神神経科
三輪　素子 まごころ在宅医療クリニック　内科
長尾　強志 ながお在宅クリニック　内科・循環器科
井村　誠 三つ葉在宅クリニック　内科
田中　綾 山下病院　外科
湯浅　和哉 千種さわやかクリニック　内科
野村　昌代 岐阜県立下呂温泉病院　皮膚科
上村　剛大 名古屋市立大学病院　呼吸器科・アレルギー内科
杉山　正洋 すぎやま内科クリニック　内科
倉田　圭 公立陶生病院　腎臓内科
武仲　祐弥 稲沢厚生病院　研修医２年次
齊藤　昌樹 中津川市民病院　歯科口腔外科
平嶋　昇 名古屋医療センター　消化器科
秋田　直洋 名古屋医療センター　小児科
岡本　典子 名古屋医療センター　泌尿器科
後藤　雅彦 名古屋医療センター　小児科
森田　孝子 名古屋医療センター　乳腺科
山田　研策 名古屋医療センター　研修医２年次
富田　保志 名古屋医療センター　循環器内科
村瀨　孝司 名古屋医療センター　糖尿病・内分泌内科
鳥居　厚志 名古屋医療センター　研修医２年次
清水　真 名古屋医療センター　皮膚科
安野　史人 名古屋医療センター　研修医２年次
稲葉　智子 名古屋医療センター　産婦人科
須崎　法幸 名古屋医療センター　脳神経外科
加藤　彩 名古屋医療センター　乳腺外科
田中　大貴 名古屋医療センター　消化器科
小山　雄一郎 名古屋医療センター　内科総合コース
村松　知昭 名古屋医療センター　泌尿器科
富田　彰 名古屋医療センター　麻酔科

平成２８年度緩和ケア研修会修了者名簿

氏名

愛知県がんセンター中央病院

海南病院

名古屋医療センター
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

中江　俊介 藤田保健衛生大学病院（脳神経外科）
前田　晃平 藤田保健衛生大学病院（消化管内科）
猿田　莉奈 藤田保健衛生大学病院（産婦人科）
白木　良一 藤田保健衛生大学病院（腎泌尿器外科）
伊藤　泰平 藤田保健衛生大学病院（臓器移植科）
石塚　隆充 藤田保健衛生大学病院（消化管内科）
辻　昭一郎 藤田保健衛生大学病院（総合消化器外科）
大見　達夫 藤田保健衛生大学病院（脳神経外科）
間宮　均人 ちくさ病院
松浦　誠司 松浦医院
井上　誠司 藤田保健衛生大学病院（研修医）
小野　義明 藤田保健衛生大学病院（研修医）
澤田　芽ぐみ 藤田保健衛生大学病院（研修医）
杉浦　可奈 藤田保健衛生大学病院（研修医）
塚本　和加 藤田保健衛生大学病院（研修医）
三井　哲史 藤田保健衛生大学病院（研修医）
水野　雄介 藤田保健衛生大学病院（研修医）
渡邉　克章 藤田保健衛生大学病院（研修医）
服部　豊 藤田保健衛生大学病院（研修医）
永ノ尾　昭信 医療法人社団明星会あおぞらクリニック
松下　宏 医療法人社団明星会トータルサポートクリニック
小倉　行雄 愛知医科大学 産婦人科
柴田　雄介 JCHO中京病院
伊藤　芳記 JCHO中京病院
大井　梨紗子 JCHO中京病院
福島　英彦 JCHO中京病院
古川　友大 JCHO中京病院
水野　智章 JCHO中京病院
柳　裕介 JCHO中京病院
山中　浩史 JCHO中京病院
坂田　知宏 名古屋市立大学病院
志村　貴也 名古屋市立大学病院
羽田　裕司 名古屋市立大学病院
林　則之 名古屋市立大学病院
吉田　道弘 名古屋市立大学病院
野崎　祐加 名古屋市立大学病院
髙井　美玲 名古屋市立大学病院
古野　翔大 名古屋市立大学病院
宮田　佳苗 名古屋市立大学病院
高島　裕之 名古屋市立大学病院
荒川　和幸 名古屋市立大学病院
北折　珠央 名古屋市立大学病院
大久保　友貴 名古屋市立大学病院
堀尾　愛 名古屋市立大学病院
内堀　貴文 名古屋市立大学病院
丸茂　義晃 名古屋市立大学病院
志賀　一慶 名古屋市立大学病院
播磨　恵 名古屋市立大学病院
鳥居　暁 名古屋市立大学病院
飯尾　悦子 名古屋市立大学病院
小俣　真悟 名古屋市立大学病院
齊木　真郎 名古屋市立大学病院
大矢　真 名古屋市立大学病院
山田　聡 名古屋市立大学病院
松原　章宏 名古屋市立大学病院
伊在井　理絵 名古屋市立大学病院
坂井田　高志 名古屋市立大学病院
松永　由美子 名古屋市立大学病院
石黒　由高 名古屋市立大学病院
赤毛　太郎 名古屋市立大学病院
戸松　璃香 名古屋市立大学病院

藤田保健衛生大学病院

独立行政法人地域医療機能推進機構
中京病院

名古屋市立大学病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

今井　健史 名古屋大学医学部附属病院
小倉　靖弘 名古屋大学医学部附属病院
内海　史 名古屋大学医学部附属病院
藤井　努 名古屋大学医学部附属病院
武内　大 名古屋大学医学部附属病院
髙村　紀昭 豊隆会ちくさ病院
横山　敬史 常滑市民病院
二宮　豪 名古屋大学医学部附属病院
祖父江　俊和 ちくさセントラルクリニック
松井　香苗 かりん歯科
菅原　元 名古屋大学医学部附属病院
横山　幸浩 名古屋大学医学部附属病院
小島　大英 名古屋大学医学部附属病院
秋田　貴子 常滑市民病院
山田　豪 名古屋大学医学部附属病院
林　邦彦 尾崎山内科クリニック
山田　晴生 きくぞの内科在宅クリニック
奥田　隆仁 トヨタ記念病院
小山　泰生 小山医院
田中　裕次郎 名古屋大学医学部附属病院
奥村　敬子 公立陶生病院
井上　陽介 公立陶生病院
酒村　玲央奈 公立陶生病院
平松　友理 一宮市立市民病院
松本　美紀 一宮市立市民病院
若原　恵子 名古屋大学医学部附属病院
進藤　有一郎 名古屋大学医学部附属病院
岩野　信吾 名古屋大学医学部附属病院
舟橋　康人 名古屋大学医学部附属病院
眞喜志　剛 名古屋大学医学部附属病院
山本靖子 愛知県厚生連　豊田厚生病院
岩瀬豊 愛知県厚生連　豊田厚生病院
伊藤裕也 愛知県厚生連　豊田厚生病院
大野伸晃 愛知県厚生連　豊田厚生病院
髙橋亮太郎 医療法人　高橋医院
冨永健太 愛知県厚生連　豊田厚生病院
橋本良博 愛知県厚生連　豊田厚生病院
伊藤卓冬 愛知県厚生連　豊田厚生病院
喜田裕一 愛知県厚生連　豊田厚生病院
安田司 愛知県厚生連　豊田厚生病院
伊藤亮太 愛知県厚生連　豊田厚生病院
白井義憲 愛知県厚生連　豊田厚生病院
豊島創 愛知県厚生連　豊田厚生病院
木下貴文 名古屋市立大学病院
亀井美智 名古屋市立大学病院
ジョンジンウク 愛知県厚生連　豊田厚生病院
林玲子 愛知県厚生連　豊田厚生病院
近藤勇人 愛知県厚生連　豊田厚生病院
齊藤二三夫 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　循環器内科
金村徳相 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　整形外科
西村直子 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　小児科
石榑　清 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　外科
渡邉卓哉 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　外科

永田大介 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　泌尿器科

野々垣彰 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　外科

中川拓 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
堤克彦 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
原茉里 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
大脇尚子 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
颯田　祐介 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　消化器内科
北島卓一 医療法人　陽和会　春日井リハビリテーション病院　内科
内田広夫 名古屋大学大学院医学系研究科・小児外科学　小児外科
萩原　佳江 野田歯科医院　歯科口腔外科
吉田直樹 愛北ハートクリニック　循環器内科
大藪友理子 あまの歯科クリニック　歯科
近藤 直樹 近藤歯科医院　歯科口腔外科

名古屋大学医学部附属病院

豊田厚生病院

江南厚生病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

玉井　宏史 安城更生病院　腎臓内科
安藤　雅能 安城更生病院　消化器内科
林　大樹朗 安城更生病院　消化器内科
竹内　裕貴 安城更生病院　血液・腫瘍内科
神谷　知明 安城更生病院　腎臓内科
寺岡　翼 安城更生病院　循環器内科
今井　奏衣 安城更生病院　血液・腫瘍内科
柿本　宜秀 安城更生病院　血液・腫瘍内科
石川　忠雄 つるしろクリニック　内科
山下　高範 根木内科循環器科クリニック　内科
杉原　実 安城更生病院　呼吸器内科
太田　圭祐 安城更生病院　脳神経外科
片岡　弘匡 安城更生病院　脳神経外科
今岡　永喜 安城更生病院　脳神経外科
原田　英幸 安城更生病院　脳神経外科
尾崎　友理 安城更生病院　外科
宮島　雄二 安城更生病院　小児科
髙木　亮 安城更生病院　耳鼻いんこう科
平賀　経太 安城更生病院　神経内科
近藤　初 安城更生病院　神経内科
狩野　智洋 安城更生病院　整形外科
神田　光郎 名古屋大学医学部付属病院　消化器外科
島田　昌明 国立病院機構名古屋医療ｾﾝﾀｰ　消化器科
小林　真 公立陶生病院　整形外科
森　健次 森中央クリニック　外科
波多野　寿 名古屋第一赤十字病院　脳神経外科
松田　淳一 春日井市民病院　内科
真宮　崇 春日井市民病院　脳神経外科
石原　美紀 春日井市民病院　産婦人科
小原　圭太郎 春日井市民病院　歯科口腔外科
峠田　直人 春日井市民病院　内科
隈井　すみれ 春日井市民病院　小児科
伊東　友憲 春日井市民病院　研修管理室
河村　逸外 春日井市民病院　研修管理室
西出　和貴 春日井市民病院　研修管理室
萩本　繁 豊橋市民病院　糖尿病・内分泌内科　副部長
権田　友美 豊橋市民病院　脳神経外科
中山　雅人 豊橋市民病院　先天性心臓外科　部長
佐原　和規 公立陶生病院　研修医
武田　正志 医療法人たけだクリニック　理事長
森　章一郎 豊橋市民病院　皮膚科
倉 　祐子 豊橋市民病院　呼吸器内科　医長
野亦　悠史 公立陶生病院　研修医
山内　正樹 山内ファミリークリニック　院長
小林　花神 成田記念病院　呼吸器内科　部長
加藤　壽太郎 加藤整形外科医院　院長
嶋谷　拓真 豊橋市民病院　研修医
松本　直基 碧南市民病院　外科　医長
野末　圭祐 豊橋市民病院　研修医
小黒　俊樹 成田記念病院　泌尿器科　部長
平山　真理子 豊橋市民病院　耳鼻いんこう科　医長
井上　和彦 井上医院　院長
杉野　希 豊橋市民病院　研修医
永井　聡太 豊橋市民病院　研修医
瀬名波　徹 豊橋市民病院　総合内科
鈴木　一秋 豊橋市民病院　研修医
松林　広樹 豊橋市民病院　研修医
望月　聡 豊橋市民病院　研修医
氏原　健作 豊橋市民病院　耳鼻いんこう科
川向　永記 豊橋市民病院　小児科
横山　勇人 豊橋市民病院　脳神経外科
葉名尻　良 豊橋市民病院　血液・腫瘍内科　医長
伊藤　孝典 豊橋市民病院　研修医
植月　康太 豊橋市民病院　消化器内科
植月　有希子 JA愛知厚生連　渥美病院　内科

安城厚生病院

春日井市民病院

豊橋市民病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

岩田　恵子 名古屋大学医学部附属病院・麻酔科
服部　憲史 名古屋大学医学部附属病院・消化器外科
橋本　良二 名古屋大学医学部附属病院・消化器外科
川口　拓郎 総合病院中津川市民病院・口腔外科
中村　文乃 愛知医科大学病院・血液内科
可児　久典 名古屋徳州会総合病院・呼吸器外科
窪田　智行 社会医療法人愛生会上飯田第一病院　　　　　・乳腺外科
筑紫　聡 愛知県がんセンター中央病院・整形外科
谷口　博之 公立陶生病院・呼吸器アレルギー疾患内科
山内　雄一郎 公立陶生病院・内分泌代謝内科
石濱　未緒 公立陶生病院・耳鼻咽喉科
渡邉　直樹 公立陶生病院・皮膚科
野嵜　智也 公立陶生病院・腎膠原病内科
富貴原　紗侑里 公立陶生病院・内分泌代謝内科
春原　啓佑 公立陶生病院・研修医２年次
田中　秀明 公立陶生病院・研修医２年次
近藤　剛規 公立陶生病院・研修医２年次
江口　善雄 公立陶生病院・研修医２年次（歯科・口腔外科）
住田　敦 津島市民病院　呼吸器内科
佐藤　静香 名古屋大学医学部附属病院　産婦人科
田中　千恵 名古屋大学医学部附属病院　消化器外科
中澤　彩乃 名古屋第一赤十字病院　麻酔科（後期研修医）
木村　晶子 名古屋第一赤十字病院　産婦人科（後期研修医）
小森　祥太 名古屋第一赤十字病院　神経内科（後期研修医）
長野　佑衣子 名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科（後期研修医）
柳沼　裕史 名古屋第一赤十字病院　内分泌内科
中嶋　麻里 名古屋第一赤十字病院　麻酔科（後期研修医）
森山　悟 名古屋市立大学病院　呼吸器外科
澤田　昌樹 名古屋第一赤十字病院　皮膚科
加藤　久美子 名古屋第一赤十字病院　女性泌尿器科
大西　主真 名古屋第一赤十字病院　研修医
田中　友規 名古屋第一赤十字病院　研修医
鷲野　将也 名古屋第一赤十字病院　腎臓内科部（後期研修医）
江﨑　正俊 名古屋第一赤十字病院　産婦人科（後期研修医）
竹内　理沙子 名古屋第一赤十字病院　歯科研修医
永山　洵 名古屋第一赤十字病院　泌尿器科（後期研修医）
市川　靖久 名古屋第一赤十字病院　研修医
村手　健太郎 名古屋第一赤十字病院　消化器内科
福島　大史 名古屋第一赤十字病院　研修医
朱　逸清 名古屋第一赤十字病院　研修医
尾関　恩 藤田保健衛生大学病院（リハビリテーション科）
牧野　真樹 藤田保健衛生大学病院（内分泌･代謝内科）
熊井　惟志 藤田保健衛生大学病院（脳神経外科）
大城　昌史 藤田保健衛生大学病院（肝胆膵内科）
内堀　遥 藤田保健衛生大学病院（内分泌･代謝内科）

市川 　裕一朗 藤田保健衛生大学病院（消化管内科）
中野　尚子 藤田保健衛生大学病院（消化管内科）
林　卓馬 藤田保健衛生大学病病院（整形外科）
田中　里樹 藤田保健衛生大学病院（脳神経外科）
岩田　仁志 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院（救急総合内科）
湯澤　由紀夫 藤田保健衛生大学病院（腎内科）
江口　慶 藤田保健衛生大学病院（精神科）
伴　直昭 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院（呼吸器内科）
出口　亜里紗 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院（呼吸器内科）
石沢　久遠 藤田保健衛生大学病院（研修医）
小山　恵司 藤田保健衛生大学病院（研修医）
佐藤　圭悟 藤田保健衛生大学病院（研修医）
轟木　秀親 藤田保健衛生大学病院（研修医）
東　篤宏 藤田保健衛生大学病院（研修医）
髙尾　洋輝 藤田保健衛生大学病院（研修医）
猿田　真庸 藤田保健衛生大学病院（研修医）
佐本　洋介 名古屋市立大学病院（消化器外科）

公立陶生病院

名古屋第一赤十字病院

藤田保健衛生大学病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

山邊　陽子 三つ葉在宅クリニック
岡本　勝司 おかもとクリニック
金子　博和 八千代病院
栗田　大資 八千代病院
伊藤　信嗣 名古屋大学附属病院
古宮　大基 一宮市立市民病院
笠原　大輔 トヨタ記念病院
田野　翔 トヨタ記念病院
竹田　健彦 トヨタ記念病院
上原　侑里子 トヨタ記念病院
邦武　克彦 トヨタ記念病院
佐藤　圭樹 トヨタ記念病院
辻　卓真 トヨタ記念病院
山田　拓馬 トヨタ記念病院
澤口　洋視 トヨタ記念病院
大竹　里奈 トヨタ記念病院
森　康充 岡崎メイツ腎・睡眠クリニック　腎臓内科
足立　誠 朝日大学歯学部附属病院　歯科口腔外科
後藤　新太郎 ごとう内科クリニック　消化器内科
白石　弘章 大雄会第一病院　産婦人科
野村　敦 野村内科　内科
熊谷　宗一郎 愛北ハートクリニック　循環器内科
伸　健浩 伸医院　呼吸器内科
田ケ原　健佑 公立陶生病院　研修医
家出　清継 名古屋セントラル病院　消化器外科
齋藤　裕子 一宮市立市民病院　呼吸器内科
竹内　豪 一宮市立市民病院　歯科口腔外科
上原　有貴 一宮市立市民病院　産婦人科
藤田　恵三 一宮市立市民病院　外科
佐藤　文哉 一宮市立市民病院　外科
村橋　璃香 一宮市立市民病院　歯科口腔外科
荒川　紗季 安城更生病院・研修医
石川　真美 安城更生病院・研修医
植山　大悟 安城更生病院・研修医
梶山　洸 安城更生病院・研修医
佐藤　誠洋 安城更生病院・研修医
鈴木　貴也 安城更生病院・研修医
伊藤　翔太 安城更生病院・研修医
陳　通 安城更生病院・研修医
西野　翔吾 安城更生病院・研修医
滝戸　悠平 安城更生病院・研修医
尾崎　玄 安城更生病院・研修医
花谷　茉也 安城更生病院・研修医
真柄　徹也 安城更生病院・研修医
安田　祐真 安城更生病院・研修医
湯谷　仁美 安城更生病院・研修医
渡部　拓 安城更生病院・研修医
前田　修 名城病院　産婦人科
束村　緑子 つかむら医院
戸田　繁 安城更生病院　産婦人科
三輪　裕通 刈谷豊田総合病院高浜分院
小口　和代 刈谷豊田総合病院　リハビリ科
宇佐美　雄司 名古屋医療センター　歯科口腔外科
上田　修久 ＮＴＴ西日本東海病院　外科
後藤　満雄 愛知学院大学付属病院顎顔面外科学講座
加藤　剛 中日病院　外科
柘植　博之 名古屋市立大学　臨床研修医
斎藤　寛子 刈谷豊田総合病院　放射線診断科
大脇　政志 刈谷豊田総合病院　消化器内科
野村　祐子 刈谷豊田総合病院　麻酔科
神谷　圭介 刈谷豊田総合病院　総合内科
山本　怜 刈谷豊田総合病院　消化器内科
茂木　一将 刈谷豊田総合病院　産婦人科
恒川　卓也 刈谷豊田総合病院　消化器内科
犬飼　加奈 刈谷豊田総合病院　産婦人科
大脇　貴之 刈谷豊田総合病院　泌尿器科
弓場　拓真 刈谷豊田総合病院　臨床研修医
石川　新 刈谷豊田総合病院　臨床研修医
上原　崇平 刈谷豊田総合病院　臨床研修医
辻　恵理 刈谷豊田総合病院　臨床研修医
永田　明佳音 刈谷豊田総合病院　臨床研修医

刈谷豊田総合病院

トヨタ記念病院

一宮市立病院

安城厚生病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

尾崎　紀夫 名古屋大学医学部附属病院
鈴木 耕次郎 名古屋大学医学部附属病院
日比　英晴 名古屋大学医学部附属病院
澤田　雅子 名古屋大学医学部附属病院
中山　吾郎 名古屋大学医学部附属病院
後藤　百万 名古屋大学医学部附属病院
宮尾　康太郎 名古屋大学医学部附属病院
後藤　辰徳 名古屋大学医学部附属病院
浅野　市子 名古屋大学医学部附属病院
小山　大輔 名古屋大学医学部附属病院
関谷　敦史 名古屋大学医学部附属病院
柴田　清住 名古屋大学医学部附属病院
江坂　和大 名古屋大学医学部附属病院
海野　仁 名古屋大学医学部附属病院
森　玲央那 名古屋大学医学部附属病院
松下　正伸 名古屋大学医学部附属病院
渡辺　修 名古屋大学医学部附属病院
山田　剛大 名古屋大学医学部附属病院
島本　宏矩 名古屋大学医学部附属病院
伊藤　準 名古屋大学医学部附属病院
中村　正直 名古屋大学医学部附属病院
長谷川　好規 名古屋大学医学部附属病院
橋本　直純 名古屋大学医学部附属病院
吉川　史隆 名古屋大学医学部附属病院
森瀬　昌宏 名古屋大学医学部附属病院
佐世　暁 名古屋大学医学部附属病院
下島　千明 名古屋大学医学部附属病院
原　憲史 名古屋大学医学部附属病院
藤尾　正人 名古屋大学医学部附属病院
岩田　知之 小牧市民病院　耳鼻いんこう科
海田　英幸 小牧市民病院　耳鼻いんこう科
加藤　丈典 小牧市民病院　脳神経外科
木田　健介 小牧市民病院　研修医
小池　翠 小牧市民病院　麻酔科
佐野　美保 小牧市民病院　産婦人科
上甲　利南 小牧市民病院　研修医
須賀　研治 小牧市民病院　耳鼻いんこう科
立岩　弥寿子 小牧市民病院　総合内科
谷口　智哉 小牧市民病院　研修医
塚本　英祐 小牧市民病院　研修医
戸野　祐二 小牧市民病院　整形外科
鳥居　潤 小牧市民病院　脳神経外科
中井　良幸 小牧市民病院　研修医
禰宜田　真史 小牧市民病院　研修医
水野　清香 小牧市民病院　皮膚科
金井　彰夫 松前内科医院
宋　潤錫 名古屋徳州会総合病院　総合診療科・外科
岡本　さくら 名古屋医療センター　麻酔科
奥田　聡 名古屋医療センター　神経内科
喜多　桂 名古屋医療センター　麻酔科
宗宮　奈美恵 名古屋医療センター　麻酔科
二村　昌樹 名古屋医療センター　小児科
佐藤　智太郎 名古屋医療センター　整形外科
水谷　有輝 名古屋医療センター　研修医２年次
山本崇之 名古屋医療センター　循環器科
杉谷　麻未 名古屋医療センター　研修医２年次
坪井　俊樹 名古屋医療センター　腎臓内科
中村　智信 名古屋医療センター　腎臓内科
長澤　貴穂 名古屋医療センター　研修医２年次
淺井　友美子 名古屋医療センター　皮膚科
高野　杏子 名古屋医療センター　膠原病内科
嘉陽　織江 名古屋医療センター　皮膚科
宮本　直樹 名古屋医療センター　精神科
長谷川　貴一 名古屋医療センター　膠原病内科
光成　有加 名古屋医療センター　研修医２年次
山田　彬子 名古屋医療センター　整形外科
沖　昌英 名古屋医療センター　呼吸器科
松井　佑 名古屋医療センター　神経内科
重松　文恵 名古屋医療センター　呼吸器科
森田　恭成 名古屋医療センター　集中治療科

名古屋大学医学部附属病院

小牧市民病院

名古屋医療センター

7 / 17 ページ



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

鈴木　伸 すずき内科クリニック院長（循環器内科）
大羽　健一 豊川青山病院（消化器内科部長）
鈴木　生子 すずきクリニック（一般内科医師）
山口　茂樹 ちくさセントラルクリニック副院長（外科）
日比　茂人 医療法人山和会　山口病院（外科部長）
立松　有美子 東部医療センター（消化器内科医師）
澤田　知洋 公立陶生病院　研修医
伊藤　隆喜 公立陶生病院　研修医
林　霞 にん内科　医師
藤井　仁 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座（頭頚部外科医師）
竹内　浩 名古屋第二赤十字病院（精神科部長）
渡邉　督 名古屋第二赤十字病院（脳神経外科副部長）
村田　直彦 名古屋第二赤十字病院（呼吸器内科医師）
近藤　康宏 名古屋第二赤十字病院（小児科医師）
山本　良太 名古屋第二赤十字病院（心臓血管外科医師）
近藤　辰磨 名古屋第二赤十字病院（研修医）
根本　未緒 名古屋第二赤十字病院（研修医）
小森　汐里 名古屋第二赤十字病院（研修医）
平松　絵美子 名古屋第二赤十字病院（研修医）
平松　佑斗 名古屋第二赤十字病院（研修医）
林　拓海 名古屋第二赤十字病院（研修医）
新阜　宏平 名古屋第二赤十字病院（歯科口腔外科医師）
柴田　真由 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 産婦人科

寺島　佳奈江 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 専攻医

佐藤　裕也 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 専攻医

大槻　遼 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 専攻医

稲垣　計 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 専攻医

橋本　茉莉 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 研修医

丸野内　暢彦 医療法人社団福祉会 高須病院 神経内科

植田広海 愛知医科大学病院
風岡宜暁 愛知医科大学病院
山田恭聖 愛知医科大学病院
山田陽一 愛知医科大学病院
小川徹也 愛知医科大学病院
橘理香 愛知医科大学病院
岩味健一郎 愛知医科大学病院
二井章太 愛知医科大学病院
上野大樹 愛知医科大学病院
鈴木佳克 愛知医科大学病院
山本珠生 愛知医科大学病院
武山直志 愛知医科大学病院
新井健一 愛知医科大学病院
有元真理子 愛知医科大学病院
三宅央哲 愛知医科大学病院
神立延久 愛知医科大学病院
青山寛子 愛知医科大学病院
小林　麗 名古屋医療センター　神経内科
細野　博敬 公立陶生病院　研修医
印牧　直人 社会医療法人宏潤会　中央クリニック　院長
豊田　澄男 総合青山病院　消化器内科
藤戸　健雄 がんセンター愛知病院　整形外科
久米　真由美 がんセンター愛知病院　放射線科
奥村　朋子 名古屋大学医学部附属病院　麻酔科
前田　千芽 岡崎市民病院　歯科
加藤　隼康 岡崎市民病院　脳神経内科
神田　裕文 ハートクリニック神田　院長
柴田　康之 名古屋大学医学部附属病院　麻酔科
杉浦　喬也 岡崎市民病院　研修医
金子　伸之 西尾市民病院　診療部　内科
渡邉　和彦 半田市立半田病院　脳神経外科
松野　匡克 半田市立半田病院　呼吸器内科
臼井　智紀 半田市立半田病院　麻酔科
成田　肇 半田市立半田病院　小児科
阿部　節 半田市立半田病院　脳神経外科
寺倉　麻美 半田市立半田病院　歯科・歯科口腔外科
石藏　亜樹 半田市立半田病院　研修医
市野　平之伸 半田市立半田病院　研修医
奥田　賢司 半田市立半田病院　研修医
岸本　七海 半田市立半田病院　研修医
高橋　亮哉 半田市立半田病院　研修医
柘植　峻 半田市立半田病院　研修医
松橋　和己 半田市立半田病院　研修医
本間　秀樹 知多厚生病院　泌尿器科
岡田　耕治 津島市民病院　循環器内科
柴田　亮 常滑市民病院　研修医

名古屋第二赤十字病院

独立行政法人労働者健康安全機構中
部労災病院

愛知医科大学病院

愛知県がんセンター愛知病院

半田市立半田病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

松井　基治 松井醫院
中山　一郎 なかやま歯科
加藤　徹哉 TKクリニック
伊地知　圭 名古屋市立大学病院　耳鼻咽喉科
吉田　健也 公立西知多総合病院　呼吸器内科
宮田　和幸 宮田医院
榊原　聡介 社会医療法人宏潤会　大同病院
押村　侑希 おしむら歯科
細野　覚代 愛知県がんセンター研究所　疫学・予防部
南　正史 社会医療法人宏潤会　大同病院
中川　雅文 社会医療法人宏潤会　大同病院
柳瀬　成希 社会医療法人宏潤会　大同病院
森川　脩介 名古屋セントラル病院
関本　理佐 名古屋セントラル病院
森　美緒 名古屋掖済会病院　呼吸器科
近藤　寛之 名古屋掖済会病院　消化器科
福井　史弥 名古屋掖済会病院  外科
山内　悠司 名古屋掖済会病院　外科
加藤　宏章 名古屋掖済会病院　研修医
松井　佑起 名古屋掖済会病院　研修医
小川　操希  名古屋記念病院
立松　美穂  名古屋記念病院
鈴木　重行  名古屋記念病院
中舘　功  名古屋記念病院
吉井　幸子  名古屋記念病院
立松　充好  名古屋記念病院
内田　秀昭　  名古屋記念病院
都野田　真健  名古屋記念病院
石川　尚武  名古屋記念病院
西尾　知子  名古屋記念病院
櫻井　映子  名古屋記念病院
福原　理恵子  名古屋記念病院
竹尾　俊希  名古屋記念病院
野尻　恵里  名古屋記念病院
山本　浩登  名古屋記念病院
佐本　奈津子  名古屋記念病院
岩藤　恭昌  名古屋記念病院
大山　聡  名古屋記念病院
長谷部　憲一  名古屋記念病院
藤田　浩史 日進おりど病院
白石　天三 日進おりど病院
雄谷　純子 総合上飯田第一病院
遠藤　茂夫 日進おりど病院
見田　万里子 名古屋市立大学病院
西川　和希 公立陶生病院
佐藤　智則 公立陶生病院
後藤　卓美 一宮西病院
阪本　考司 名古屋大学医学部付属病院
大久保　仁嗣 名古屋市立大学
髙木　佐千代 名古屋市立大学病院
金井　秀樹 名古屋市立東部医療センター
伊藤　恵介 名古屋市立東部医療センター
森下　真圭 名古屋市立東部医療センター
六鹿　正文 名古屋市立西部医療センター
國井　英治 名古屋市立西部医療センター
鎗山　憲人 名古屋市立西部医療センター
服部　礼佳 名古屋市立西部医療センター
水野　克彦 名古屋市立西部医療センター
河江　大輔 名古屋市立西部医療センター

名古屋掖済会病院

名古屋記念病院

名古屋市立西部医療センター
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

小林孝彰 愛知医科大学病院
加藤栄史 愛知医科大学病院
小松徹 愛知医科大学病院
大橋明子 愛知医科大学病院
縣裕篤 愛知医科大学病院
江島洋平 愛知医科大学病院
速水栄水 愛知医科大学病院
浅野紗恵子 愛知医科大学病院
内藤恵奈 愛知医科大学病院
中山享之 愛知医科大学病院
池本竜則 愛知医科大学病院
大澤高陽 愛知医科大学病院
山本貴浩 愛知医科大学病院
伊佐治泰己 愛知医科大学病院
岸野孝昭 愛知医科大学病院
浅井あゆみ 愛知医科大学病院
肥後早也香 愛知医科大学病院
古川和香奈 愛知医科大学病院
落合都萌子 愛知医科大学病院
佐竹晃徳 愛知医科大学病院
細江　正哉 秋田病院　内科
茶谷　亮輔 稲沢厚生病院　研修医２年次
鈴木　真依 公立陶生病院　研修医２年次
伊藤　康彦 名古屋市立大学病院　小児科
酒井　規広 総合大雄会病院　麻酔科・集中治療部
服部　有希子 名古屋市立西部医療センター　陽子線治療部
服部　正典 ＮＴＴ西日本東海病院　内科
八尾村　多佳朗 名古屋医療センター　腎臓内科
岩瀬　弘明 名古屋医療センター　消化器科
片山　雅夫 名古屋医療センター　膠原病内科
鈴木　道太 名古屋医療センター　膠原病内科
永井　宏和 名古屋医療センター　血液内科
水谷　吉宏 名古屋医療センター　麻酔科
横山　幸代 名古屋医療センター　麻酔科
脇坂　達郎 名古屋医療センター　総合内科
山家　由子 名古屋医療センター　糖尿病・内分泌内科
柴田　春香 名古屋医療センター　研修医２年次
大野　真佐輔 名古屋医療センター　脳神経外科
上見　亮太 名古屋医療センター　研修医２年次
佐藤　俊 名古屋医療センター　整形外科
金子　敦史 名古屋医療センター　整形外科
岡田　久 名古屋医療センター　神経内科
梶田　泰一 名古屋医療センター　脳神経外科
自見　孝一朗 名古屋医療センター　研修医２年次
高梨　昌浩 名古屋医療センター　腎臓内科
廣瀬　浩士 名古屋医療センター　眼科
近藤　貴士郎 名古屋医療センター　集中治療科
高橋　立夫 名古屋医療センター　脳神経外科
南波　里奈 名古屋医療センター　研修医２年次
森　美喜子 名古屋医療センター　研修医１年次
竹内　陸 名古屋医療センター　研修医１年次
平野　志帆 名古屋医療センター　研修医１年次
石井　友里加 名古屋医療センター　研修医１年次
雄山　由香利 名古屋医療センター　研修医１年次
林　泰三 名古屋医療センター　研修医２年次
村田　哲哉 名古屋医療センター　集中治療科
来田大平 名古屋医療センター　整形外科
松浦　由佳 名古屋医療センター　歯科口腔外科
山田　有里紗 名古屋医療センター　呼吸器科
早川　智子 名古屋医療センター　循環器科
杉浦　里果 名古屋医療センター　糖尿病・内分泌内科
久慈　怜 名古屋医療センター　循環器科
浅野　嘉隆 名古屋医療センター　循環器科
田實　麻智子 名古屋医療センター　糖尿病・内分泌内科

愛知医科大学病院

名古屋医療センター
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

羽生田正行 愛知医科大学病院
鈴木健太 愛知医科大学病院
小松俊一郎  愛知医科大学病院
姫野龍仁 愛知医科大学病院
神谷英紀 愛知医科大学病院
渡辺員支 愛知医科大学病院
高橋美裕希 愛知医科大学病院
佐々木誠人 愛知医科大学病院
有川卓 愛知医科大学病院
春日井邦夫 愛知医科大学病院
篠原康一 愛知医科大学病院
森俊恵 愛知医科大学病院
徳井啓介 愛知医科大学病院
都築豊徳 愛知医科大学病院
舟木康 愛知医科大学病院
杉本郁夫 愛知医科大学病院
若槻明彦 愛知医科大学病院
山本康博 愛知医科大学病院
藤原祥裕 愛知医科大学病院
竹内幹伸 愛知医科大学病院
森稔高 愛知医科大学病院
梶浦貴裕 愛知医科大学病院
遠藤章子 愛知医科大学病院
奥村彰久 愛知医科大学病院
泉雅之 愛知医科大学病院
大脇佑樹 愛知医科大学病院
松尾直樹 愛知医科大学病院
三鴨廣繁 愛知医科大学病院
山岸由佳 愛知医科大学病院
松村卓樹 愛知医科大学病院
菅太一 愛知医科大学病院
戸田昌良 愛知医科大学病院
増田雄 愛知医科大学病院
杉江美穂 愛知医科大学病院
小野真菜美 愛知医科大学病院
高橋恵美子 愛知医科大学病院
内原夕貴 愛知医科大学病院
中尾春壽 愛知医科大学病院
斎藤拓也 愛知医科大学病院
櫻田昴大 愛知医科大学病院
高橋靖弘 愛知医科大学病院
金杉丈 愛知医科大学病院
齋藤拓実 愛知医科大学病院
北洞洋樹 愛知医科大学病院
橋田　美紀 豊橋市民病院　研修医１年目
山口　沙織 豊橋市民病院　眼科
柴田　淳平 豊橋市民病院　研修医１年目
馬場　智也 豊橋市民病院　研修医１年目
中島　千尋 豊橋市民病院　麻酔科
芳川　倫子 豊橋市民病院　皮膚科
鵜飼　聡士 豊橋市民病院　研修医１年目
大浦　珠理 豊橋市民病院　研修医１年目
渡邊　千裕 豊橋市民病院　研修医１年目
福井　順 豊橋市民病院　整形外科
長谷川　純也 豊橋市民病院　整形外科
横井　克幸 豊橋市民病院　小児科
芝　朋加 豊橋市民病院　麻酔科
岡田　裕也 豊橋市民病院　整形外科
加納　佑一 豊橋市民病院　研修医２年目
七原　佳洋 豊橋市民病院　研修医２年目
辻村　和紀 豊橋市民病院　研修医１年目
小池　晃央 豊橋市民病院　研修医２年目
長谷川　義高 豊橋市民病院　糖尿病・内分泌内科
小嶋　一平 豊橋市民病院　泌尿器科
山本　英子 豊橋市民病院　消化器内科
近藤　恵美 豊橋市民病院　研修医１年目
原口　健一 豊橋市民病院　脳神経外科
亀井　千晴 豊橋市民病院　耳鼻いんこう科
德永　正則 静岡県立静岡がんセンター　胃外科

愛知医科大学病院

愛知医科大学病院

豊橋市民病院

11 / 17 ページ



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

杉本　圭佑 名古屋大学医学部附属病院・顎顔面外科学
稲村　嘉明 やまぐち病院・外科
戸田　晴夫 やまぐち病院・腎臓内科
安藤　貴宏 名古屋大学医学部附属病院・麻酔科
新屋　苑恵 名古屋大学医学部附属病院・麻酔科
宮城島　俊 旭労災病院・消化器内科
稲葉　慎一郎 公立陶生病院・腎臓内科
早川　和男 公立陶生病院・整形外科
小澤　信介 公立陶生病院・眼科
脇田　寛之 公立陶生病院・腎臓内科
小栗　卓也 公立陶生病院・神経内科
赤羽　貴美子 公立陶生病院・内分泌代謝内科
吉田　達矢 公立陶生病院・循環器内科
長内　宏之　 公立陶生病院・循環器内科
増冨　智弘 公立陶生病院・循環器内科
加納　重宗 揖斐厚生病院・研修医
井上　裕康 公立陶生病院・神経内科
酒井　晃太 公立陶生病院・研修医
園田　なおみ 公立陶生病院・研修医
平田　悠 公立陶生病院・研修医
松田　亮 名古屋大学医学部附属病院・歯科口腔外科
大森　正裕 名古屋大学医学部附属病院・歯科口腔外科
見田　常幸 名古屋大学医学部附属病院・歯科口腔外科
小田　淳平 藤田保健衛生大学病院（脳卒中科）
日下　守 藤田保健衛生大学病院（泌尿器科）
関谷　隆夫 藤田保健衛生大学病院（産婦人科）
吉川　哲史 藤田保健衛生大学病院（小児科）
釜谷　明美 藤田保健衛生大学病院（消化管内科）
吉岡　健太郎 藤田保健衛生大学病院（肝胆膵内科）
平塚　いづみ 藤田保健衛生大学病院（内分泌・代謝内科）
渡邊　真 藤田保健衛生大学病院（消化管内科）
大杉　泰弘 藤田保健衛生大学病院（連携地域医療学）
長坂　光夫 藤田保健衛生大学病院（消化管内科）
立山　慎一郎 藤田保健衛生大学病院（脳神経外科）
釜谷　直人 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院（呼吸器内科）
江﨑　幸生 藤田保健衛生大学病院（精神科）
川副　雄史 藤田保健衛生大学病院（脳神経外科）
小村　成臣 藤田保健衛生大学病院（消化管内科）
外間　政希 藤田保健衛生大学病院（消化管内科）
北澤　瑛美 藤田保健衛生大学病院（研修医）
木曽　昭史 藤田保健衛生大学病院（研修医）
川端明子 愛知県厚生連　豊田厚生病院
今井弘恵 愛知県厚生連　豊田厚生病院
立花栄二 愛知県厚生連　豊田厚生病院
河村彰乃 愛知県厚生連　豊田厚生病院
森田清 愛知県厚生連　豊田厚生病院
足立秀禎 愛知県厚生連　豊田厚生病院
長田直祥 愛知県厚生連　豊田厚生病院
足立維 愛知県厚生連　豊田厚生病院
横田誠 愛知県厚生連　豊田厚生病院
小野玉美 愛知県厚生連　豊田厚生病院
舘寛人 愛知県厚生連　豊田厚生病院
林雅 愛知県厚生連　豊田厚生病院
森悠 愛知県厚生連　豊田厚生病院

神谷知都世 愛知県厚生連　豊田厚生病院
纐纈祐弥 愛知県厚生連　豊田厚生病院
関本晃裕 愛知県厚生連　豊田厚生病院
杉本遼介 愛知県厚生連　豊田厚生病院
久納光皓 愛知県厚生連　豊田厚生病院
諏訪峻一 愛知県厚生連　豊田厚生病院
前川和範 愛知県厚生連　豊田厚生病院
澤井喜邦 愛知県厚生連　豊田厚生病院
後藤克修 愛知県厚生連　豊田厚生病院
増田富 愛知県厚生連　豊田厚生病院
柳瀬隆文 羽島市民病院
山之内高志 公立陶生病院
小松八千代 日進おりど病院
木村昌芳 日進おりど病院

公立陶生病院

藤田保健衛生大学病院

豊田厚生病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

林 正幸 JCHO中京病院
山川 文子 JCHO中京病院
片岡　祐子 JCHO中京病院
前田 憲幸 JCHO中京病院
佐々木 博勇 JCHO中京病院
大畑 賀央 JCHO中京病院
安間 英毅 JCHO中京病院
日髙 慧貴 JCHO中京病院
松山 沙織 JCHO中京病院
須藤 大雅 JCHO中京病院
稲坂 優 JCHO中京病院
佐藤 純 JCHO中京病院
稲垣 憲彦 JCHO中京病院
齋藤 研 JCHO中京病院
伊藤 洋 JCHO中京病院
上田 哲太郎 JCHO中京病院
桐ケ谷 奈生 JCHO中京病院
浜端 遼生 JCHO中京病院
矢﨑 明香 JCHO中京病院
湯口 友梨 JCHO中京病院
伊藤 康雄 JCHO中京病院
馬場 健太 JCHO中京病院
竹内 智子 JCHO中京病院
吉野 将平 JCHO中京病院
友松 莉子 JCHO中京病院
中村　昭伸 中村医院
長谷川　森一 成田記念病院　呼吸器内科
柄松　章司 豊川市民病院　乳腺内分泌外科
齋藤　正樹 豊川市民病院　外科
伊藤　史織 豊川市民病院　研修医
稲垣　勇輝 豊川市民病院　研修医
荻須　智之 豊川市民病院　研修医
鈴木　達朗 豊川市民病院　研修医
羽部　匠 豊川市民病院　研修医
宮地　昇 みやち内科　　
古澤　隆太朗 豊川市民病院　精神科　
酒井　寧 名古屋大学　精神科　
松本　明子 名古屋大学　精神科　
横山　雄俊 名古屋大学　精神科　
清水　保延 刈谷豊田総合病院　小児外科　
長谷川　正光 刈谷豊田総合病院高浜分院　
今田　数実 刈谷豊田総合病院高浜分院　
遠藤　克彦 刈谷豊田総合病院　外科　
青木　智英子 刈谷豊田総合病院　産婦人科
小湊　知 刈谷豊田総合病院　内科　
伊藤　千晴 刈谷豊田総合病院  内科
堀　智音 刈谷豊田総合病院　救急・集中治療部
伊勢村　昌也 刈谷豊田総合病院　内科　
久我　祐介 刈谷豊田総合病院　内科　
山添　大輝 刈谷豊田総合病院　麻酔科　
石井　一輝 刈谷豊田総合病院　臨床研修医　
山田　貴大 刈谷豊田総合病院　臨床研修医　
百田　綾菜 刈谷豊田総合病院　臨床研修医　
茂木　公佑 刈谷豊田総合病院　臨床研修医　
日比野　貴文 刈谷豊田総合病院　臨床研修医　
野村　貴紀 刈谷豊田総合病院　臨床研修医　
大竹　寛紀 刈谷豊田総合病院　臨床研修医　

刈谷豊田総合病院

独立行政法人地域医療機能推進機構
中京病院

豊川市民病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

安達健 小牧市民病院　循環器内科
新井健史 小牧市民病院　総合内科
伊藤弘幸 小牧市民病院　研修医
小原圭 小牧市民病院　消化器内科
加藤直毅 小牧市民病院　脳神経外科
全並正人 小牧市民病院　研修医
舘佳彦 小牧市民病院　消化器内科
成田正雄 小牧市民病院　研修医
東浦航 小牧市民病院　研修医
日比絵里菜 小牧市民病院　研修医
舩橋伸司 小牧市民病院　整形外科
本村名里子 小牧市民病院　総合内科
山形誠也 小牧市民病院　小児科
山本高士 小牧市民病院　脳神経外科
山本真由美 小牧市民病院　研修医
吉田武之輔 小牧市民病院　研修医
渡邉祥平 小牧市民病院　研修医
飯塚宏 済衆館病院　脳神経外科
近藤恭司 医療法人青伸会　近藤療院　内科
高見一徳 岐阜県立多治見病院　研修医
犬飼　庸介 大垣市民病院　消化器内科
森田　明理 名古屋市立大学
近藤　優人 名古屋市立大学
南木　那津雄 名古屋市立大学
栫　昭太 名古屋市立大学
岡本　泰幸 名古屋市立大学
守時　良演 名古屋市立大学
高桑　修 名古屋市立大学
西尾　英紀 名古屋市立大学
小山　博之 名古屋市立大学
梶山　加奈枝 名古屋市立大学
正木　克由規 名古屋市立大学
大原　弘隆 名古屋市立大学
宮本　駿 名古屋市立大学
伊藤　峻介 名古屋市立大学
清水　優希 名古屋市立大学
岩城　翔 名古屋市立大学
中谷　優子 名古屋市立大学
間瀬　光人 名古屋市立大学
西川　祐介 名古屋市立大学
柴田　帝式 名古屋市立大学
植松　宏 名古屋市立大学
茂木　奈保子 名古屋市立大学
福原　絵美 名古屋市立大学
五島　隆宏 名古屋市立大学
三輪　真嗣 名古屋市立大学
重政　勇介 名古屋市立大学
佐藤　慎太郎 名古屋市立大学
樋口　慎一 中京病院
三宅　隆史 社会医療法人宏潤会　大同病院
坂野　僚一 名古屋大学医学部附属病院
駒田　智大 名古屋大学医学部附属病院
住田　亙 名古屋大学医学部附属病院
生田　国大 名古屋大学医学部附属病院
渡邊　純奈 名古屋大学医学部附属病院
神尾　尚伸 名古屋大学医学部附属病院
中道　瑛司 名古屋大学医学部附属病院
外山　直人 名古屋大学医学部附属病院
荻須　宏太 名古屋大学医学部附属病院
真野　頌子 名古屋大学医学部附属病院
藤原　道隆 名古屋大学医学部附属病院
丹羽　由紀子 名古屋大学医学部附属病院
林　智子 名古屋大学医学部附属病院
深谷　昌秀 名古屋大学医学部附属病院
嶋本　正範 名古屋大学医学部附属病院
新藤　守孝 名古屋大学医学部附属病院
古家　和樹 名古屋大学医学部附属病院
松久　貴晴 名古屋大学医学部附属病院
岡﨑　研太郎 名古屋大学医学部附属病院
近藤　猛 名古屋大学医学部附属病院
丹羽　智彦 名古屋大学医学部附属病院
福井　高幸 名古屋大学医学部附属病院
勅使河原　利哉 名古屋大学医学部附属病院
横井　香平 名古屋大学医学部附属病院
杉山  純也 名古屋大学医学部附属病院
燒田　豊 名古屋大学医学部附属病院
吉川  由貴 名古屋大学医学部附属病院
笠井　雅信 名古屋第二赤十字病院（血液内科）

名古屋市立大学病院

名古屋大学医学部附属病院

小牧市民病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

東　慶成 名古屋第二赤十字病院（内分泌内科）
櫻井　ともえ 名古屋第二赤十字病院（麻酔科）
野崎　裕介 名古屋第二赤十字病院（麻酔科）
コウ　イチオ 名古屋第二赤十字病院（研修医）
伊佐治　博章 名古屋第二赤十字病院（研修医）
服部　渉 名古屋第二赤十字病院（研修医）
近藤　彩乃 名古屋第二赤十字病院（研修医）
布施　佑太郎 名古屋第二赤十字病院（研修医）
廣瀬　未来 名古屋第二赤十字病院（研修医）
関戸　康祐 名古屋第二赤十字病院（研修医）
山上　綾菜 名古屋第二赤十字病院（研修医）
関戸　優 名古屋第二赤十字病院（研修医）
渡邊　崇 名古屋第二赤十字病院（研修医）
高橋　まり 名古屋第二赤十字病院（研修医）
竹田　明宏 岐阜県立多治見病院（副院長）
高士　宗久 岐阜県立多治見病院（泌尿器）
平松　哲夫 平松内科・呼吸器内科・小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック（院長）

小澤　幸泰 名古屋第一赤十字病院（血液内科）
飯田　章人 成田記念病院（消化器内科）
金森　史哲 公立陶生病院（脳神経外科）
河野　優 中部労災病院（麻酔科）
有竹　典 津島市民病院（外科）
伊吉　祥平 トヨタ記念病院（研修医）
赤坂　義矢 トヨタ記念病院（研修医）
上松　万里子 津島市民病院（研修医）
加納　史也 名古屋大学医学部付属病院（口腔外科）
山田　博久 名古屋大学医学部付属病院（口腔外科）
山口　純矢 一宮市立市民病院（脳神経外科）
渡辺　洋樹 西尾市民病院・内科
近藤　紘司 西尾市民病院・内科
堺　　寿保 岡崎市民病院・血液内科
鈴木　このみ 安城更生病院・小児科
松澤　克治 安城更生病院・産婦人科
水上　さと子 安城更生病院・研修医
前原　めぐみ 安城更生病院・研修医
山田　涼子 安城更生病院・研修医
毛受　大也 安城更生病院・研修医
横田　裕史 安城更生病院・研修医
吉村　崇志 安城更生病院・研修医
武田　　理 安城更生病院・研修医
角　　真徳 安城更生病院・研修医
小原　一輝 安城更生病院・研修医
岡本　あずさ 安城更生病院・研修医
片山　高明 安城更生病院・研修医
藤田義人 愛知医科大学病院
大野泰昌 愛知医科大学病院
田中久美子 愛知医科大学病院
鹿田百合 愛知医科大学病院
髙柳博子 愛知医科大学病院
佐藤啓 愛知医科大学病院
小林郁生 愛知医科大学病院
大野隆之 愛知医科大学病院
安井愛純 愛知医科大学病院
土屋吉正 愛知医科大学病院
犬飼大輔 愛知医科大学病院
大嶋雄一郎 愛知医科大学病院
恒川新 愛知医科大学病院
杉浦有加子 愛知医科大学病院
井戸美来 愛知医科大学病院
長尾恵理子 愛知医科大学病院
名倉崇弘 愛知医科大学病院
岡佑典 愛知医科大学病院
牛尾由希子 愛知医科大学病院
北野礼奈 愛知医科大学病院
中村佑典 愛知医科大学病院

名古屋第二赤十字病院

安城厚生病院

愛知医科大学病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

山本　達仁 独立行政法人地域医療推進機能機構中京病院　放射線科

大原　令子 名古屋第一赤十字病院　歯科研修医
伊藤　瑞穂 国立長寿医療研究センター　循環器科
上田　遼太 名古屋第一赤十字病院　研修医
山下　大紀 名古屋第一赤十字病院　研修医
酒井　麻里 名古屋第一赤十字病院　研修医
橋本　悠作 独立行政法人地域医療推進機能機構中京病院　腎臓内科
一木　朝絵 名古屋第一赤十字病院　研修医
木村　仁美 名古屋第一赤十字病院　研修医
上野　陽史 名古屋第一赤十字病院　呼吸器外科
坂口　晃平 名古屋大学医学部附属病院　歯科口腔外科
松本　悠平 名古屋第一赤十字病院　研修医
大平　秀典 名古屋徳洲会総合病院　研修医
坂東　皓介 中東遠総合医療センター　研修医
柴田　克晃 岡崎市民病院　総合研修センター　研修医
伊藤　藍 名古屋第一赤十字病院　病理
杉浦　孝太 名古屋第一赤十字病院　研修医
正橋　佳樹 名古屋第一赤十字病院　研修医
澤田　英良 独立行政法人地域医療推進機能機構中京病院　整形外科

紀平　大介 独立行政法人地域医療推進機能機構中京病院　整形外科

石口恒男 愛知医科大学病院
下村毅 愛知医科大学病院
後藤麻友子 愛知医科大学病院
森美雅 愛知医科大学病院
小笠原尚高 愛知医科大学病院
小島智花 愛知医科大学病院
宮田憲二 愛知医科大学病院
阿部壮一郎 愛知医科大学病院
池田秀次 愛知医科大学病院
井上匡央 愛知医科大学病院
米田政志 愛知医科大学病院
坂本和賢 愛知医科大学病院
中出幸臣 愛知医科大学病院
長谷川美有貴 愛知医科大学病院
石井紀光 愛知医科大学病院
折本有貴 愛知医科大学病院
岡田浩章 愛知医科大学病院
毛利有佳子 愛知医科大学病院
星野哲朗 愛知医科大学病院
山本敬子 愛知医科大学病院
安藤高志 愛知医科大学病院
安藤与里子 愛知医科大学病院
武藤太一朗 愛知医科大学病院
松井　直樹 岡崎市民病院　救急科
鳥居　行雄 岡崎市民病院　整形外科
佐藤　菜々子 岡崎市民病院産　婦人科
宮地　博子 岡崎市民病院　腎臓内科
竹田　菜穂子 岡崎市民病院　呼吸器内科
後藤　祐香 岡崎市民病院　歯科口腔外科
伴　友弥 岡崎市民病院　外科
大河内　智子 岡崎市民病院　総合内科
川西　秀治 岡崎市民病院　研修医
水谷　栄介 岡崎市民病院　研修医
鳥井　恒作 岡崎市民病院　研修医
藤田　雄也 岡崎市民病院　研修医
光松　孝真 岡崎市民病院　研修医
村上　典寛 名古屋大学附属病院　小児科

岡崎市民病院

名古屋第一赤十字病院

愛知医科大学病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

吉野　寧維 藤田保健衛生大学病院　内分泌･代謝内科学
山蔦　久美子 碧南市民病院　呼吸器内科
山田　努 名古屋医療センター　糖尿病・内分泌内科
山田　高彰 名古屋医療センター　循環器科
伊藤　和彦 名古屋医療センター　眼科
浅井　琢美 名古屋医療センター　脳神経外科
東　真規子 名古屋医療センター　産婦人科
森　和孝 名古屋医療センター　循環器科
榊原　健二 名古屋医療センター　神経内科
服部　友洋 名古屋医療センター　眼科
越前　康明 名古屋医療センター　神経内科
伊藤　将一朗 名古屋医療センター　研修医１年次
水野　秀紀 名古屋医療センター　泌尿器科
熊澤　詔子 名古屋医療センター　産婦人科
竹内　想 名古屋医療センター　研修医１年次
副田　雄也 名古屋医療センター　泌尿器科
松前　彰紘 名古屋医療センター　総合診療科
西本　優弥 名古屋医療センター　総合診療科
安藤　遼 名古屋医療センター　脳神経外科
宮澤　卓真 名古屋医療センター　脳神経外科
白石　和寛 名古屋医療センター　神経内科
山田　尚人 名古屋医療センター　総合診療科
中村　ゆい 名古屋医療センター　総合診療科
川田　しお梨 名古屋医療センター　総合診療科
大島　加帆里 名古屋医療センター　膠原病内科
横井　俊介 名古屋医療センター　膠原病内科
峯村　信嘉 名古屋医療センター　膠原病内科
山口　仁 名古屋医療センター　循環器科
今村　淳治 名古屋医療センター　感染症内科
鬼頭　勲 名古屋医療センター　眼科
春田　一行 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　内科

有吉　陽 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　内科
佐合　健 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　内科
淺野　由子 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　内科
石川　英昭 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　内科
川崎　雅史 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　整形外科
藤林　孝義 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　整形外科
中島　宏彰 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　整形外科
大内田　隼 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　整形外科
武井　新吾 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　歯科口腔外科
鬼頭　周大 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　小児科
馬渕　青陽 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
船橋　脩 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
神谷　幸余 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
奥村　彰太 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
平松　泰 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
横井　寛之 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
齋藤　剛 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医
竹内　昭憲 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　救急科

鈴村優茉 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　研修医

※　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。

名古屋医療センター

江南厚生病院
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