
開催主催者 所属
病院名 機関名

花井　信広 愛知県がんセンター中央病院
吉田　雅博 愛知県がんセンター中央病院
佐藤　高光 愛知県がんセンター中央病院
川合　亮佑 愛知県がんセンター中央病院
村田　慎一 愛知県がんセンター中央病院
堤　英治 愛知県がんセンター中央病院
加藤　秀幸 打越かとうクリニック
伊東　仁美 公立陶生病院
加藤　賢史 公立陶生病院
後藤　洋輔 公立陶生病院
村瀬　洋介 公立陶生病院
伴　泰孝 公立陶生病院
安田　隆弘 栄エンゼルクリニック
稲垣　均 順和病院
薗田　順 薗田歯科醫院
梅村　敬治郎 もくれんクリニック
太田　佳子 ジョイデンタルクリニック
小島　和寿 公立陶生病院　
友杉　俊英 公立陶生病院　
竹下　樹 名古屋市立東部医療センター
中西　和久 名古屋市立西部医療センター
上田　悟郎 名古屋市立西部医療センター
渡邊　拓弥 名古屋市立西部医療センター　
加藤　伸一郎 名古屋市立西部医療センター　
浅野　千明 名古屋市立西部医療センター　
矢田　税 矢田内科循環器科
岡崎　由利子 中部労災病院
夏目　瑠奈 知多市民病院
水谷　哲之 中部労災病院
佐久間　英規 名古屋第一赤十字病院
坂堂　美央子 名古屋第一赤十字病院
青山　大輔 名古屋第一赤十字病院
吉川　大治 名古屋第一赤十字病院
永井　英雅 名古屋第一赤十字病院
加藤　哲朗 名古屋第一赤十字病院
山田　有佳里 名古屋第一赤十字病院
野田　晴菜 名古屋第一赤十字病院
横井　暁 名古屋第一赤十字病院
大西　貴香 名古屋第一赤十字病院
篠塚　怜衣 名古屋第一赤十字病院
石澤　芳子 青木内科
村松　雅人 豊田厚生病院
早川　彰紀 公立陶生病院
山内　康平 総合上飯田第一病院
新美　和寛 総合上飯田第一病院
波多野　範和 名古屋第二赤十字病院
石田　愛 名古屋第二赤十字病院
清水　顕 名古屋第二赤十字病院
松原 えり奈　 名古屋第二赤十字病院
牧野　安良能 名古屋第二赤十字病院
原　由美子 名古屋第二赤十字病院
小林　弘明 名古屋第二赤十字病院
野尻　優 名古屋第二赤十字病院
伊佐治　孝洋 名古屋第二赤十字病院
平光　高久 名古屋第二赤十字病院
末永　大介 名古屋第二赤十字病院
豊原　祥資 名古屋第二赤十字病院
柴田　俊輔 名古屋第二赤十字病院
二木　良太 名古屋第二赤十字病院
山田　浩史 名古屋第二赤十字病院
佐藤　康太郎 名古屋第二赤十字病院
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林　香月 名古屋市立大学病院
溝下　勤 名古屋市立大学病院
海老　正秀 名古屋市立大学病院
長野　郁夫 碧南市民病院
山口　美奈 大垣徳洲会病院
佐藤　起代江 公立陶生病院
岡田　節男 公立陶生病院
本田　浩一 杏嶺会　上林記念病院
小田　知生 知多市民病院
福井　貴巳 総合犬山中央病院
澤田　武 名古屋市立大学病院
寺田　満雄 蒲郡市民病院
安藤　拓也 中野胃腸病院
小栗　鉄也 名古屋市立大学病院
石黒　秀行 名古屋市立大学病院
小川　了 名古屋市立大学病院
鵜生　嘉也 豊橋医療センター
赤津　裕康 名古屋市立大学病院
宮部　悟 愛知学院大学歯学部
戸部　彰洋 公立陶生病院
久保田　英嗣 名古屋市立大学病院
今神　透 名古屋市立大学病院
坂野　哲哉 一色診療所　
山口　達也 中川診療所　
内田　昌良 名古屋セントラル病院　
大原　靖仁 大仁会髙木病院　
伊東　加弥子 笑顔のおうちクリニック名古屋
岡田　学 名鉄病院　
髙橋　典子 名古屋掖済会病院　
伊東　優 名古屋掖済会病院　　
風間　信吾 名古屋掖済会病院　
寺田　剛 名古屋掖済会病院　
平松　健 名古屋掖済会病院
藤井　詩子 名古屋掖済会病院
松川　展康 名古屋掖済会病院
小熊　哲史 名古屋掖済会病院　　
宮田　敬三 独立行政法人　労働者健康福祉機構　旭労災病院
開田　剛史 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
遠藤　雅行 独立行政法人　労働者健康福祉機構　旭労災病院
森　祐太 独立行政法人　労働者健康福祉機構　旭労災病院
町野　麻美 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
佐々木　槙子 独立行政法人　労働者健康福祉機構　旭労災病院
宿輪　和孝 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
春田　尚樹 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
森　康一郎 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
松尾　正樹 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
石田　知之 社会保険中京病院
可世木　聡 社会保険中京病院
近藤　雅美 社会保険中京病院
佐野　優太 社会保険中京病院
菅原　京子 社会保険中京病院
鳥居　直矢 社会保険中京病院
藤井　孝之 社会保険中京病院
箕浦　千恵 社会保険中京病院
稲葉　由季 社会保険中京病院
春日　輝明 医療法人かすが　一社クリニック
山本　直彦 有松診療所
中川　知紗 公立陶生病院
吉﨑　道代 公立陶生病院
梅田　俊 名古屋記念病院
後藤　大輝 豊橋市民病院  
若林　健一 豊橋市民病院  
河崎　能久 畑川クリニック
伊藤　之一 伊藤医院
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長屋　孝美 医）善恵会　長屋病院
篠原　健太郎 豊橋市民病院  
弥田　武 蒲郡市民病院 
木全　敏夫 木全内科
松川　哲 豊橋市民病院　
神野　敏美 蒲郡市民病院　
山口　恭平 豊橋市民病院　
萩原　里香 豊橋市民病院　
白井　百合子 松山診療所
小松　義直 厚生連　渥美病院　
伴野　千尋 豊橋市民病院　
古池　真也 厚生連　渥美病院　
夏目　誠治 豊橋市民病院　
石田　順造 愛知県がんセンター愛知病院
上岡　久人 愛知県がんセンター愛知病院
内山　薫 愛知県がんセンター愛知病院
小野田　浩 愛知県がんセンター愛知病院
北村　由香 愛知県がんセンター愛知病院
近藤　明日香 岡崎市民病院
齋藤　祐一郎 ゆうクリニック
榊原　真肇 愛知県がんセンター愛知病院
阪田　由美 岡崎市民病院
佐藤　敏 岡崎市民病院
辻　　麗 岡崎市民病院
寺本　彰 岡崎市民病院
徳井　未奈礼 岡崎市民病院
長谷川　裕高 岡崎市民病院
藤竹　信一 蒲郡市民病院
不破　嘉崇 愛知県がんセンター愛知病院
宮川　尚之 美合クリニック
三輪　高嗣 岡崎市民病院
山口　哲士 岡崎市民病院
山田　玲菜 岡崎市民病院
小島　圭太郎 大雄会第一病院　
浅井　秀司 あさいクリニック　
西垣　英治 山下病院　
野嵜　悠太郎 一宮市立市民病院　
小川　紫野 一宮市立市民病院　
澤田　祐季 一宮市立市民病院　
原田　生功磨 一宮市立市民病院　
川井　陽平 一宮市立市民病院　
梶川　 豪 一宮市立市民病院　
藤井　義敬 名古屋市立大学病院
坂田　成一郎 坂田内科
加藤　伸幸 中央病院
淺井　健次 やまぐち病院
松浦　哲生 公立陶生病院
山野　泰彦 公立陶生病院
荘加　道太 公立陶生病院
宇野　泰朗 公立陶生病院
榊原　利博 公立陶生病院
古根　聡 公立陶生病院
犬塚　早紀 公立陶生病院
松井　康賢 公立陶生病院
井上　昌也 常滑市民病院
岡田　明子 常滑市民病院
小野　和臣 蒲郡市民病院
成田　　圭 蒲郡市民病院
木村　嘉宏 半田市立半田病院
丹羽　英之 半田市立半田病院
林　　知孝 半田市立半田病院
大岩　　晋 半田市立半田病院
富田　早紀 半田市立半田病院
則武　　統 半田市立半田病院
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奥田　夕真 半田市立半田病院
秋山　荘二郎 半田市立半田病院
小林　明裕 半田市立半田病院
山際　加代 山際クリニック
関本　洋一 関本内科医院
前田　誠司 川瀬医院
森　研一 森内科クリニック
藤沢　和弘 春日井セントラルクリニック
脇田　壮 春日井市民病院
奥田　悠介 春日井市民病院
杉山　智哉 春日井市民病院
玉内　学志 春日井市民病院
糸井　達哉 於大クリニック阿久比
原山　浩聡 東海市民病院
清水　稔 名鉄病院
安藤　めぐむ 近藤医院
小林　健一 刈谷豊田総合病院
田中　英仁 刈谷豊田総合病院
中村　謙一 刈谷豊田総合病院
牛込　創 刈谷豊田総合病院
坂根　理司 刈谷豊田総合病院
小田　梨紗 刈谷豊田総合病院
室井　航一 刈谷豊田総合病院
服部　萌 刈谷豊田総合病院
水野　裕文 みずの内科クリニック
兼子　隆次 JA愛知厚生連　豊田厚生病院
山本　圭一 岐阜県立多治見病院
小石川　功 内科・小児科　小石川医院
加藤　拓樹 JA愛知厚生連　豊田厚生病院
波多野　克 JA愛知厚生連　豊田厚生病院
森　万希子 JA愛知厚生連　豊田厚生病院
成田　伸伍 JA愛知厚生連　豊田厚生病院
倉沢　史門 JA愛知厚生連　豊田厚生病院
神谷　賢吾 中野胃腸病院
小澤　明日香 JA愛知厚生連　豊田厚生病院
小岩　哲 JA愛知厚生連　豊田厚生病院
小澤　憲司 JA愛知厚生連　豊田厚生病院
平吹　広一 平吹医院
平山　眞彦 京町クリニック
上本　康明 トヨタ記念病院
大田　亜希子 トヨタ記念病院
小川　実加 トヨタ記念病院
加藤　瑛 トヨタ記念病院
鈴木　貴久 トヨタ記念病院
高杉　浩司 トヨタ記念病院
山田　健太朗 トヨタ記念病院
米田　圭佑 トヨタ記念病院
渡邉　拓 トヨタ記念病院
本田　あや子 安城更生病院
寺西　智史 安城更生病院
牧野　一重 安城更生病院
一澤　敦 安城更生病院
三浦　眞之祐 安城更生病院
脇田　重徳 安城更生病院
岡田　昭久 安城更生病院
秋田　英俊 安城更生病院
山田　健司 安城更生病院
坪内　寛文 安城更生病院
東堀　諒 安城更生病院
津下　奈都子 安城更生病院
梅村　晃史 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
加藤　裕 ゆたかクリニック　
河村　英徳 カワムラ整形外科　
栗本　景介 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
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中村　陽介 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
丹羽　慶嗣 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
平松　武幸 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
廣瀬　真仁 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
丸尾　尚伸 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
山田　英貴 山田外科内科　
竹村 隆志 竹村整形外科クリニック
高山 悟 名古屋徳州会病院
横山 俊樹 公立陶生病院
黒川 覚史 名古屋徳州会病院
伊藤 彩 公立陶生病院
山家 誠 小牧市民病院
鈴木 雄之典 小牧市民病院
岸田 貴喜 小牧市民病院
上嶋 三千年 小牧市民病院
石栗 知美 小牧市民病院
松永 有里 小牧市民病院
渡辺 隆 小牧市民病院
金原　香織 中部ろうさい病院
水野　愛弓 中部ろうさい病院
橋本　瑞生 中部ろうさい病院
長坂　聡 藤田保健衛生大学病院
中川　量晴 藤田保健衛生大学病院
垣内　孝史 藤田保健衛生大学病院
佐野　晶代 藤田保健衛生大学病院
木口　剛造 藤田保健衛生大学病院
嶋崎　宏明 藤田保健衛生大学病院
三浦　浩樹 藤田保健衛生大学病院
石丸　聡一郎 藤田保健衛生大学病院
神尾　健士郎 藤田保健衛生大学病院
河合　香代子 藤田保健衛生大学病院
斎藤　恵美 藤田保健衛生大学病院
齋藤　健太 藤田保健衛生大学病院
鈴木　啓太 藤田保健衛生大学病院
平松　吉孝 藤田保健衛生大学病院
堀口　智也 藤田保健衛生大学病院
松清　亮 藤田保健衛生大学病院
吉田　洋平 藤田保健衛生大学病院
河村　京子 藤田保健衛生大学病院
末永　昌宏 あいち肝胆膵消化器クリニック
古橋　功一 藤田保健衛生大学病院
水田　秀一 藤田保健衛生大学病院
磯野　すみれ 藤田保健衛生大学病院
久保　桃子 藤田保健衛生大学病院
後藤　祐介 藤田保健衛生大学病院
志貴　知彦 藤田保健衛生大学病院
髙村　知希 藤田保健衛生大学病院
竹中　章倫 藤田保健衛生大学病院
鄭　栄哲 藤田保健衛生大学病院
船橋　拓哉 藤田保健衛生大学病院
森　秀介 藤田保健衛生大学病院
中井　慶一 藤田保健衛生大学病院
藤井　航 藤田保健衛生大学病院七栗サナトリウム
山下　美紀 大垣市民病院
中澤　信 （医）仁医会あいちリハビリテーション病院
小出　紀正 稲沢市民病院
坂崎　多佳夫 藤田保健衛生大学病院
伊藤　辰将 藤田保健衛生大学病院
倉下　貴光 藤田保健衛生大学病院
清久　里菜 藤田保健衛生大学病院
田中　靖子 藤田保健衛生大学病院
福富　啓 藤田保健衛生大学病院
船戸　優佑 藤田保健衛生大学病院
松井　佑樹 藤田保健衛生大学病院

愛知県厚生農業
協同組合連合会
江南厚生病院

藤田保健衛生大学病院

小牧市民病院



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

池岡　裕子 藤田保健衛生大学病院
奥山　龍之介 藤田保健衛生大学病院
田中　毅 藤田保健衛生大学病院
金　成愛 大幸砂田橋クリニック
堀部　兼孝 藤田保健衛生大学病院
眞弓　純 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院　
成山　泰道 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院　
吉岡　直輝 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院　
橋本　清 桑名西医療センター　
青木　聡典 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院　
下野　一子 森栄病院
秋山　登 桑名西医療センター　
清水　薫 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院　
武嶋　宏治 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院　
今村　明 愛知医科大学病院
下起　明 公立陶生病院
北川　渡 愛知医科大学病院
金尾　健人 愛知医科大学病院
西村　眞樹 愛知医科大学病院
八木　光昭 公立陶生病院
内野　大倫 愛知医科大学病院
後藤　峰明 愛知医科大学病院
伊藤　邦弘 愛知医科大学病院
富貴原　淳 公立陶生病院
鈴木　淳 公立陶生病院
手塚　理恵 愛知医科大学病院
寺町　涼 公立陶生病院
鈴木　和志 大同病院
髙栁　一三 髙栁歯科医院
長谷川　太作 西尾市民病院
嶋﨑　宏 幡豆クリニック
平松　憲樹 平樹クリニック
猪川　祥邦 名古屋大学医学部附属病院
中村　博式 名古屋セントラル病院
三浦　悟 三浦内科クリニック
松井　智子 名古屋大学医学部附属病院
目々澤　遥 名古屋大学医学部附属病院
藤崎　芙紗子 名古屋大学医学部附属病院
鶴留　一誠 名古屋大学医学部附属病院
下野　真理子 名古屋大学医学部附属病院
一柳　知里 名古屋大学医学部附属病院
水谷　太郎 国家公務員共済組合連合会　名城病院
杉本　博行 名古屋大学医学部附属病院
十九浦　宏明 名古屋大学医学部附属病院
松永　亮 医療法人松栄会アスタークリニック
青山　貴彦 青和会　中央病院
柘植　南美 岐阜県立多治見病院
向田　美保 名古屋大学医学部附属病院
佐藤　光夫　　 名古屋大学医学部附属病院
犬飼　昭夫　 医療法人　孝慈会　大平病院
市川　敏男 名古屋逓信病院
西尾　雄司 名鉄病院
渡邊　正 東海中央病院
小池　佳勇 中部ろうさい病院
戸田　崇之 かわな病院
初野　剛 おおすぎハツノ内科クリニック
石原　政光 聖霊病院
後藤　百子 名古屋医療センター
加藤　文一朗 名古屋医療センター
関　　幸雄 名古屋医療センター
堀　　和美 名古屋医療センター
稲岡　健一 名古屋医療センター
山本　秀行 名古屋医療センター

愛知県厚生農業
協同組合連合会
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独立行政法人国立病院機構
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川角　佑太 名古屋医療センター
中西　　豊 名古屋医療センター
長谷川　祐太 名古屋医療センター
小川　靖貴 名古屋医療センター
篠田　憲幸 豊川市民病院　
鈴木　慎太郎 豊川市民病院　
加納　正也 豊川市民病院　
堅田　武保 豊川市民病院　
遠藤　純央 豊川市民病院　
完山　紘平 豊川市民病院　
神野　成臣 豊川市民病院　
安藤　菜奈子 豊川市民病院　
武田　淳 豊川市民病院　
徳山　錦蘭 豊川市民病院　

 ※　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。
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