
開催主催者 所属
病院名 機関名

前田　周造 前田医院
青木　茂 あおきクリニック
前田　憲志 大幸砂田橋クリニック
小沼　博嗣 小沼内科
堀尾　章代 愛知県がんセンター中央病院
松久　栄四郎 松久医院
光冨　徹哉 愛知県がんセンター中央病院
魚住　義明 表山クリニック
波戸岡　俊三 愛知県がんセンター中央病院
中西　透 愛知県がんセンター中央病院
小田　和重 蒲郡市民病院
松崎　安孝 津島市民病院
吉田　公秀 愛知県がんセンター中央病院
笹本　彰紀 春日井市民病院
宇都宮　節夫 名古屋共立病院
肱岡　範 愛知県がんセンター中央病院
渡辺　康介 渡辺クリニック
松井　隆則 愛知県がんセンター愛知病院
中津　みどり 愛知県がんセンター愛知病院
祖父江　聡 春日井市民病院
牛尾　文 愛知県がんセンター中央病院
小林　祥久 愛知県がんセンター中央病院
水野　伸匡 愛知県がんセンター中央病院
末永　雅也 厚生連渥美病院
牛島　洋子 愛知県がんセンター中央病院
中村　俊介 三つ葉在宅クリニック山中
藤田　崇史 愛知県がんセンター中央病院
加藤　夏美 あいち小児保健医療総合センター
服部　正也 愛知県がんセンター中央病院
小倉　友二 愛知県がんセンター中央病院
渡辺　正樹 渡辺クリニック
林　友樹 名古屋第一赤十字病院
川瀬　治美 藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院
松井　徹 社会保険中京病院
堀田　直樹 増子記念病院
河西　稔 藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院
上野　由衣 藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院
服部　昌志 山下病院
鷲見　肇 山下病院
梶浦　元晴 かじうらファミリークリニック
奥嶋　一武 中野胃腸病院
榛葉　誠 東栄病院
後藤　康友 名古屋第一赤十字病院
藤井　正宏 愛知県がんセンター愛知病院
矢崎　正一 北医療生活協同組合北病院
市原　透 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
加藤　健宏 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
上田　格弘 厚生連江南厚生病院
高木　康治 名鉄病院
唐渡　雅行 とわたり内科・心療内科
林　祐次 はやしクリニック
藤原　成祥 名古屋第一赤十字病院
竹田　欽一 名古屋共立病院
深野　英夫 愛知学院大学
湯浅　典博 名古屋第一赤十字病院
横山　俊彦 名古屋第一赤十字病院
青木　毅 青木内科
塩井　健介 高針クリニック
新田　正廣 にったクリニック
平岩　克正 富士病院
山田　祥之 厚生連江南厚生病院
柴田　真一 大清水クリニック
井手　宏 愛知国際病院
田中　明美 名古屋市立西部医療センター　城北病院
松本　幸浩 蒲郡市民病院
岡島　明子 総合上飯田第一病院
森　亮太 杉浦医院
舩木　良真 三つ葉在宅クリニック栄
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愛知県がんセンター
中央病院

名古屋第一赤十字病院

名古屋第二赤十字病院
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氏名

倉内　修 名古屋第二赤十字病院
小笠原　智彦 名古屋第二赤十字病院
吉岡　洋 名古屋第二赤十字病院
加藤　紀子 名古屋第二赤十字病院
林　克巳 名古屋第二赤十字病院
棚橋　順治 名古屋第二赤十字病院
錦見　俊徳 名古屋第二赤十字病院
茶谷　順也 名古屋第二赤十字病院
吾妻　寛之 名古屋第二赤十字病院
綾川　志保 名古屋第二赤十字病院
石原　明典 名古屋第二赤十字病院
橋本　久実子 名古屋第二赤十字病院
塩井　蘭 名古屋第二赤十字病院
岡本　晃直 名古屋第二赤十字病院
呉　崇殷 名古屋第二赤十字病院
大村　浩之 医療法人財団愛泉会　愛知国際病院
森　義徳 名古屋市立大学病院
佐藤　春樹 名古屋第一赤十字病院
大岩　伊知郎 名古屋第一赤十字病院
安井　章裕 社会福祉法人　恩賜財団済生会　愛知県済生会病院
石黒　周平 名古屋市立大学病院
山田　菜央 名古屋市立大学病院
全並　秀司 名古屋市立東部医療センター　守山市民病院
矢﨑　信 名古屋市立東部医療センター　守山市民病院
佐伯　知昭 名古屋市立緑市民病院
西尾　昌之 医療法人　宏潤会　大同病院
大森　久紀 医療法人　名南会　名南診療所
山本　紘靖 山本内科
石田　高司 名古屋市立大学病院
渡辺　俊介 名古屋市立大学病院
梅本　幸裕 名古屋市立大学病院
濱川　隆 名古屋市立大学病院
加藤　勝也 医療法人雅修会　蒲郡深志病院
杉浦　博士 名古屋市立西部医療センター　城北病院
佐藤　幹則 名古屋市立大学病院
印牧　直人 医療法人　宏潤会　大同病院
松井　渉 三つ葉在宅クリニック
種田　靖久 医療法人社団喜峰会　東海記念病院
山川　慶洋 名古屋市立西部医療センター　城北病院
吉川　徹 名古屋大学医学部附属病院
稲垣　佑祐 名古屋市立西部医療センター　城北病院
後藤　友子 名古屋市立大学病院
佐川　竜一 名古屋市立大学病院
酒井　潔 酒井医院
曽我　太郎 曽我内科クリニック
加藤　真司 かとう医院
内藤　明広 名古屋共立クリニック内分泌外科
高見　修治 東洋病院
山本　雅史 名古屋掖済会病院
神部　隆吉 名古屋掖済会病院
小島　由美 名古屋掖済会病院
市野　学 名古屋掖済会病院
木村　俊介 名古屋掖済会病院
片山　良子 名古屋掖済会病院
米山　文彦 名古屋掖済会病院
小川　敦司 名古屋掖済会病院
小野　桜子 名古屋掖済会病院
平野　晋吾 名古屋掖済会病院
山内　裕士 名古屋掖済会病院
三澤　俊哉 名古屋掖済会病院
加藤　千豊 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
和田　健一 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
中江　治道 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
尾関　雅靖 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
児玉　佳子 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
若松　正樹 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
町田　和彦 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
安藤　もも 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
山下　真 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院

名古屋第二赤十字病院

独立行政法人
労働者健康福祉機構
中部労災病院

名古屋市立大学病院

名古屋掖済会病院
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氏名

石原　俊一 名古屋大学医学部附属病院
山口　由紀子 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
野坂　和外 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
小谷　俊一 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
石田　昇平 社会保険中京病院
磯部　祥 山下病院
岩村　美佳 社会保険中京病院
大島　啓嗣 知多市民病院
大野　智義 社会保険中京病院
岡本　知光 社会保険中京病院
桐山　昌伸 きりやまクリニック
小寺　雅也 社会保険中京病院
渋谷　正人 社会保険中京病院
清水　周哉 社会保険中京病院
杉浦　孝彦 大同病院
鈴木　晶貴 社会保険中京病院
辻村　朱音 社会保険中京病院
富永　雄一郎 山下病院
名和　晋輔 協立総合病院
原　春久 協立総合病院
古田　美保 春日井市民病院
堀井　清一 協立総合病院
松原　一仁 土岐市立総合病院
馬渕　まりえ 社会保険中京病院
宮松　晶子 社会保険中京病院
森本　剛彦 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
山本　磨早子 社会保険中京病院
坂元　史稔 社会保険中京病院
加藤　芳司 協立総合病院
伊藤　多紀 伊紀医院
川合　真令 常滑市民病院
鯉江　捷夫 こいえ内科
小松　智徳 社会保険中京病院
須知　雅史 内科・小児科　須知医院
高木　健裕 社会保険中京病院
竹田　泰史 常滑市民病院
辻　祥孝 辻整形外科外科クリニック
中村　慎吾 中村クリニック
中村　元典 常滑市民病院
中山　隆 常滑市民病院
西尾　直樹 社会保険中京病院
藤田　高史 社会保険中京病院
保里　惠一 厚生連知多厚生病院
松尾　宏 国立長寿医療研究センター
松田　眞佐男 社会保険中京病院
松永　誠治郎 社会保険中京病院
三井　健司 常滑市民病院
村川　公一 村川医院
山口　洋平 常滑市民病院
龍華　祥雄 社会保険中京病院
末次　勸 末次医院
小森　薫 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
河合　宏紀 愛知県がんセンター中央病院
吉田　達哉 名古屋市立大学病院
佐野　正明 名古屋記念病院
山田　芳久 名古屋記念病院
牛田　宣 名古屋記念病院
成田　朋子 名古屋記念病院
林　咲也子 名古屋記念病院
寄川　麻世 名古屋記念病院
大谷　享 国府病院
髙木　健太郎 設楽町つぐ診療所
相場　利貞 山下病院
野本　和孝 野本医院
松尾　康治 まつおクリニック
大舘　俊二 大舘内科胃腸科
神谷　厚 成田記念病院
石田　直子 厚生連江南厚生病院
山下　克也 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
浅田　崇洋 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

社会保険中京病院

名古屋記念病院

独立行政法人
労働者健康福祉機構
中部労災病院

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

廣田　政志 愛知県がんセンター愛知病院
原田　直太郎 静巌堂医院
中西　亨 知多市民病院　
寺部　里美 豊橋市民病院
藤田　靖明 豊橋市民病院
平田　明裕 豊橋市民病院
雄谷　慎吾 豊橋市民病院
大原　教知可 大原医院
大原　紀予章 大原医院
山田　彩 豊橋市民病院
佐野　逸郎 豊橋市民病院
稲垣　大輔 豊橋市民病院
池山　隆 豊橋市民病院
桐山　宗泰 豊橋市民病院
與語　直之 豊橋市民病院
跡見　等 大石医院
児玉　佳久 こだま内科クリニック
矢野　佳子 医療法人大雄会　総合大雄会病院
吉矢　和彦 医療法人大雄会　総合大雄会病院
水野　進 医療法人大雄会　総合大雄会病院
秋山　崇 医療法人大雄会　総合大雄会病院
近藤　三隆 医療法人大雄会　総合大雄会病院
井上　雅樹 医療法人　井上内科クリニック
甲村　稔 医療法人大雄会　総合大雄会病院
永田　剛史 医療法人大雄会　総合大雄会病院
嶋津　光真 医療法人大雄会　大雄会第一病院
高田　基志 医療法人大雄会　総合大雄会病院
堀江　正宣 医療法人大雄会　大雄会第一病院
長澤　範和 医療法人大雄会　総合大雄会病院
山羽　正義 医療法人大雄会　大雄会第一病院
大圓　修身 医療法人大雄会　総合大雄会病院
伊藤　雄二 総合大雄会病院　
武鹿　良規 総合大雄会病院　
吉原　正 総合大雄会病院　
筒井　茂 つつい内科クリニック
田中　彰 内科・小児科・耳鼻咽喉科　田中医院
吉川　武志 一宮市立木曽川市民病院　
松友　将純　　　 一宮市立木曽川市民病院　
徳丸　勝悟 山下病院
稲垣　英一郎 稲垣医院
石川　玲 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
櫻井　義也 桜井クリニック
内村　正史　　 一宮西病院　
近藤　優 一宮西病院　
北村　邦朗 一宮市立市民病院　
水谷　恵至 一宮市立市民病院　
森部　一穂 一宮市立市民病院　
服部　毅之 一宮市立市民病院　
本多　豊大 一宮市立市民病院　
松浦　倫三郎 一宮市立市民病院　
福本　良平 一宮市立市民病院　
倉兼　さとみ 一宮市立市民病院　
欄　芳郎 ませき医院
髙橋　正行 たかはしクリニック
新川　正治 あらかわ医院
井垣　啓 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院
加藤　宗博 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院
小笹　貴士 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院
大橋　満 大橋医院
樋口　和宏 厚生連江南厚生病院
東野　一二 ひがしの医院
藤本　牧生 藤本クリニック
近藤　康博 公立陶生病院
片岡　健介 公立陶生病院
波多野　裕子 公立陶生病院
梶口　智弘 公立陶生病院
武田　宗万 公立陶生病院
小島　佐和子 公立陶生病院
髙見　悠子 公立陶生病院
水野　亮 公立陶生病院

医療法人大雄会
総合大雄会病院

一宮市立市民病院

豊橋市民病院

公立陶生病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

公立陶生病院 清水　裕子 公立陶生病院
間瀬　武則 間瀬医院
都築　徹哉 内科・小児科　都築医院
杉石　識行 すこやかクリニック
石川　和夫 石川病院
村松　哲雄 石川病院
土屋　良記 西尾市民病院
三田　三郎 知多市民病院
宇治　敬浩 小林記念病院
竹本　達哉 竹本クリニック
新美　親紀 中町クリニック
堀尾　建太 半田市立半田病院
大塚　泰郎 半田市立半田病院
荒木　一将 半田市立半田病院
森井　正哉 半田市立半田病院
浅野　周一 半田市立半田病院
浅井　健太郎 半田市立半田病院
光本　一樹 半田市立半田病院
廣瀨　善道 ひろせ内科
石川　平八 石川内科
河合　雄 カワイ外科
鈴木　嘉洋 刈谷豊田総合病院
岡田　木綿 刈谷豊田総合病院
幸　大輔 刈谷豊田総合病院
野澤　雅之 刈谷豊田総合病院
松下　知可 刈谷豊田総合病院
長船　綾子 刈谷豊田総合病院
居城　類 刈谷豊田総合病院
小島　昌泰 刈谷豊田総合病院
菅沼　正司 菅沼医院
松本　英司 斉藤病院
澤本　晶代 厚生連豊田厚生病院
伊藤　哲 厚生連豊田厚生病院
安藤　啓 厚生連豊田厚生病院
髙木　健司 厚生連豊田厚生病院
小林　聡 厚生連豊田厚生病院
惠谷　俊紀 厚生連江南厚生病院
池内　政弘 厚生連江南厚生病院
川瀬　義久 公立陶生病院
岡本　喜一郎 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
白井　量久 山下病院
矢内　良昌 厚生連江南厚生病院
渡邊　真哉 春日井市民病院
金井　道夫 春日井市民病院
松崎　明日香 厚生連豊田厚生病院
松崎　一平 公立陶生病院
門松　由佳 厚生連豊田厚生病院
谷川　吉政 厚生連豊田厚生病院
伊藤　隆徳 厚生連豊田厚生病院
橋詰　清孝 厚生連豊田厚生病院
池田　昇平 厚生連豊田厚生病院
浅井　裕充 公立陶生病院
金森　淳 厚生連豊田厚生病院
渡邉　博行 厚生連豊田厚生病院
伊藤　直史 あさひが丘クリニック
中村　英治 中村医院
山口　久 豊田地域医療センター
伊藤　和子 トヨタ記念病院
宇佐美　彰久 トヨタ記念病院
奥村　隼也 トヨタ記念病院
小口　秀紀 トヨタ記念病院
呉原　裕樹 トヨタ記念病院
杉浦　正彦 トヨタ記念病院
鈴木　亨 トヨタ記念病院
篠田　昌孝 トヨタ記念病院
曽田　智大 トヨタ記念病院
高須　惟人 トヨタ記念病院
立松　勉 トヨタ記念病院
前田　真一 トヨタ記念病院
松田　勇紀 トヨタ記念病院

医療法人豊田会
刈谷豊田総合病院

愛知県厚生農業
協同組合連合会
豊田厚生病院

半田市立半田病院

トヨタ記念病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

溝口　公士 トヨタ記念病院
宮﨑　のどか トヨタ記念病院
邨瀬　智彦 トヨタ記念病院
水野　健雄 水野内科クリニック
小島　泰樹 こじまファミリークリニック
田中　厚志 田中ハートクリニック
長谷　誠 長谷医院
伊藤　孝夫 伊藤整形外科
青柳　武法 中部在宅ターミナルクリニック・愛知
深尾　俊一 中野胃腸病院
神取　慶治 あけぼのクリニック
永田　英生 おくやしきクリニック
髙木　大志 西尾市民病院
森　紀久朗 秋田病院
田上　鑛一郎 厚生連渥美病院
岡田　禎人 厚生連安城更生病院
雨宮　剛 厚生連安城更生病院
澤　正史 厚生連安城更生病院
水野　紘樹 厚生連安城更生病院
木原　俊裕 厚生連安城更生病院
富田　英臣 厚生連安城更生病院
中根　明宏 厚生連安城更生病院
中畑　征史 厚生連安城更生病院
浅岡　恭介 厚生連安城更生病院
木野本　武久 厚生連安城更生病院
菅沼　貴康 厚生連安城更生病院
船橋　重喜 北里クリニック
森　真理子 ピアーレクリニック
鈴木　秀昭 半田市立半田病院
根東　順子 名城病院　
高野　健市 たかの内科クリニック
谷村　葉子 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院
加藤　聡 加藤クリニック
丹羽　克司 丹羽外科内科
武田　秀夫 たけだクリニック整形外科内科
舟橋　國博 舟橋外科クリニック
田代　佳子 田代クリニック
宮田　章弘 小牧市民病院
和田　応樹 小牧市民病院
伊藤　由美子 小牧市民病院
深津　顕俊 小牧市民病院
小島　美保 小牧市民病院
藤　武智 小牧市民病院
後藤　大輝 小牧市民病院
清水　隆宏 小牧市民病院
柳原　尚 名古屋栄ペインクリニック
宮崎　仁 宮崎医院
近藤　晃司 近藤内科医院
富田　崇由 ケアプラスクリニック
濱田　芳郎 海老名あおばクリニック
杉上　勝美 杉上クリニック
山際　加代 山際クリニック
鈴木　竜世 桶狭間病院藤田こころケアセンター
青木　茂 豊明団地診療所
伊藤　文隆 藤田保健衛生大学病院
石井　梨沙 藤田保健衛生大学病院
松井　俊和 藤田保健衛生大学病院
松永　佳世子 藤田保健衛生大学病院
大原　邦仁 藤田保健衛生大学病院
森田　功 藤田保健衛生大学病院
吉田　耕一郎 藤田保健衛生大学病院
三和　拓人 藤田保健衛生大学病院
山田　智洋 藤田保健衛生大学病院
市川　亮子 藤田保健衛生大学病院
平野　泰広 藤田保健衛生大学病院
村嶋　智明 藤田保健衛生大学病院
礒垣　淳 藤田保健衛生大学病院
塩田　規帆 藤田保健衛生大学病院
加藤　充純 藤田保健衛生大学病院
小橋　保夫 藤田保健衛生大学病院

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

トヨタ記念病院

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

木村　直美 厚生連江南厚生病院
中村　さつき 大雄会病院
三村　民江 三村医院
芳野　純治 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
鈴木　賢二 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
堀口　高彦 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
金子　宏 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
梅本　俊治 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
田中　博章 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
大平　大介 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
鳥井　淑敬 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
川端　真仁 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
木村　尚平 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
星野　多美 藤田保健衛生大学病院
稲熊　容子 藤田保健衛生大学病院
村尾　道人 藤田保健衛生大学病院
冨重　博一 藤田保健衛生大学病院
石川　健 藤田保健衛生大学病院
小出　欣和 藤田保健衛生大学病院
長久　伸也 藤田保健衛生大学病院
矢上　晶子 藤田保健衛生大学病院
堀部　晴司 藤田保健衛生大学病院
市川　茉莉 藤田保健衛生大学病院
吉山　和代 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
引地　理浩 藤田保健衛生大学病院
西　健太郎 光輝病院
藤田　真吾 大阪市立池田病院
村上　慎一郎 大阪市立池田病院
麩山　勇 大阪市立池田病院
北村　宅矢 大阪市立池田病院
中井　理恵 大阪市立池田病院
荒木　ひろみ 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
湯澤　則子 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
大石　正隆 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
牛窓　かおり 藤田保健衛生大学病院
大江　収子 藤田保健衛生大学病院
安達　一英 藤田保健衛生大学病院
伊佐見　真実子 藤田保健衛生大学病院
橋本　千樹 藤田保健衛生大学病院
加賀谷　斉 藤田保健衛生大学病院
大家　祐実 藤田保健衛生大学病院
外山　宏 藤田保健衛生大学病院
春田　周宇介 藤田保健衛生大学病院
德田　倍将 藤田保健衛生大学病院
吉岡　大介 藤田保健衛生大学病院
西野　将 藤田保健衛生大学病院
高瀬　恒信 厚生連海南病院
都島　由希子 厚生連海南病院
小野　玲子 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
村松　秀樹 厚生連海南病院
渡辺　一正 厚生連海南病院
田中　友理 厚生連海南病院
中澤　幸久 協立総合病院
加藤　哲也 協立総合病院
岡田　則男 大同病院
梶川　真樹 厚生連海南病院
横井　宏志 横井クリニック
宮尾　浩美 独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院
松本　尚也 独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院
山本　恭史 厚生連海南病院
窪田　裕樹 厚生連海南病院
高村　真一 高村メディカルクリニック
中村　善則 三重厚生連 いなべ総合病院
村井　太郎 名古屋市立大学病院
加藤　元久 加藤クリニック
直海　晃 厚生連海南病院
小島　久典 総合大雄会病院
阿知波　宏一 厚生連海南病院
矢野　寛樹 厚生連海南病院
古閑　寛 厚生連海南病院

藤田保健衛生大学病院

愛知県厚生農業
協同組合連合会
海南病院
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開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

國井　伸 厚生連海南病院
森下　剛久 厚生連江南厚生病院
河野　彰夫 厚生連江南厚生病院
古田　武久 厚生連江南厚生病院
石田　英樹 市立恵那病院
澤田　憲朗 社会保険中京病院
馬場　研二 愛知医科大学病院
三原　英嗣 愛知医科大学病院
中村　小源太 愛知医科大学病院
篠原　淳 愛知医科大学病院
山本　英督 愛知医科大学病院
小林　佑次 愛知医科大学病院
片平　信行 愛知医科大学病院
田中　博之 愛知医科大学病院
大島　章 春日井市民病院
横江　徳仁 愛知医科大学病院
田嶋　久子 愛知医科大学病院
藪下　廣光 愛知医科大学病院
青木　桃子 愛知県がんセンター愛知病院
浅野　昌彦 知多市民病院
稲垣　克久 稲垣レディスクリニック
岩本　公一 知多市民病院
岩本　靖彦 新潟厚生連魚沼病院
小川　和昭 大同病院　
小川　拓男 おがわ内科クリニック
小田　高司 愛知県がんセンター愛知病院
木村　智政 きむらクリニック
櫻井　悠加里 大同病院　
佐藤　太一 大同病院　
佐藤　元紀 名古屋大学医学部附属病院
柴田　恒洋 柴田内科クリニック
清水　秀康 としわ会診療センターレクリニック
高野　映子 高野医院
高野　学 独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院
中川　ひふみ 中川整形外科・内科
藤本　保志 名古屋大学医学部附属病院
藤原　晃 大同病院　
舩橋　克明 照が丘クリニック
横山　正 横山胃腸科病院
森　文美 名春中央病院
小田　雄一 山下病院
種廣　健治 知多市民病院
菅　敏樹 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
高村　卓志 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院
佐々　治紀 厚生連江南厚生病院
宇野　雄祐 大同病院
青山　吉位 名古屋逓信病院
中前　勝視 名古屋市立西部医療センター　城北病院
近藤　直人 名古屋市立西部医療センター　城北病院
山村　智美 聖霊病院
飛田　拓哉 安心生活在宅クリニックあおい
木股　貴哉 あおい在宅診療所
中川　綾 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
北川　智余恵 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
龍華　美咲 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
関水　匡大 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
大嶋　久和 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
井本　直人 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
長谷川　和也 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
玉置　大 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

※　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。

名古屋大学
医学部附属病院

独立行政法人
国立病院機構

名古屋医療センター

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
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