
開催主催者 所属
病院名 機関名

永田　二郎 一宮市立市民病院
荒木　勇一朗 名古屋市立東部医療センター
荒木　幸子 名古屋市立東部医療センター
木下　朝博 愛知県がんセンター中央病院
樋口　悠介 愛知県がんセンター中央病院
横川　清 愛知県がんセンター中央病院
門脇　重憲 愛知県がんセンター中央病院
岩田　至紀 愛知県がんセンター中央病院
倉橋　真太郎 愛知県がんセンター中央病院
野村　基雄 愛知県がんセンター中央病院
木村　香菜 愛知県がんセンター中央病院
田中　広祐 愛知県がんセンター中央病院
小島　尚代 名古屋市立西部医療センター
松本　珠美 みよし市民病院
浅井　真理恵 名古屋第一赤十字病院
岡田恵梨子 岐阜県総合医療センター
河原　康 岐阜県立多治見病院
嘉悦　淳男 豊橋市民病院
中塚　雅雄 知多厚生病院
鈴木　健人 知多厚生病院
西﨑　章浩 知多厚生病院
的場　拓磨 愛知県がんセンター中央病院
山守　育雄 豊橋市民病院　
糸魚川　英之 名古屋掖済会病院　
秋田　憲志 名古屋市立西部医療センター　
山下　宏章 名古屋市立西部医療センター　
西垣　信宏 名古屋市立西部医療センター　
尾関　智紀 名古屋市立西部医療センター　
吉原　実鈴 名古屋市立西部医療センター　
榊原　堅式 名古屋市立西部医療センター　
杉浦　弘典 名古屋市立西部医療センター　
広川　高久 名古屋市立西部医療センター　
西川　さや香 名古屋市立西部医療センター　
加藤　智子 名古屋市立西部医療センター　
加藤　彩乃 名古屋市立西部医療センター
宮口　祐樹 名古屋市立西部医療センター
小崎　武 豊明老人保健施設
宇野　雅紀 津島市民病院
石川　紫都 名古屋第一赤十字病院
鬼頭　哲太郎 クリニックかけはし
佐藤　貴彦 名古屋第一赤十字病院
川原　侑子 名古屋第一赤十字病院
杉浦　誠治 碧南市民病院
新保　暁子 名古屋第一赤十字病院
岡崎　敦子 名古屋第一赤十字病院
伴　真由子 名古屋第一赤十字病院
山本　茂樹 名古屋第一赤十字病院
中村　京子 田辺中央病院
市川　紘 蒲郡市民病院
成田　幹誉人 蒲郡市民病院
荻野　敦弘 田辺中央病院
山田　元人 豊橋市民病院
瀬戸　愛花 名古屋第一赤十字病院
倉橋　信悟 名古屋第一赤十字病院
鈴木　省治 名古屋第一赤十字病院
加藤　翔子 名古屋第一赤十字病院
吉岡　裕一郎 名古屋第一赤十字病院
渡壁　恭子 名古屋第一赤十字病院
前田　真吾 名古屋第一赤十字病院
清水　大輔 名古屋第一赤十字病院
岩田　江里 一宮市立市民病院
笠原　高翔 一宮市立市民病院
八鹿　潤 名古屋第一赤十字病院
任　隆光 にん内科
林　重正 公立陶生病院
加藤　萌 公立陶生病院
森　裕太 公立陶生病院
加藤　豊 ちくさセントラルクリニック
神野　真穂 名古屋セントラル病院
小川　晴子 小川耳鼻咽喉科医院
五藤　大貴 名古屋逓信病院
鈴木　宣則 木村病院
鈴木　雅之 名古屋第二赤十字病院
荒木　博通 名古屋第二赤十字病院
小林　美希 名古屋第二赤十字病院
森山　佳奈 名古屋第二赤十字病院
久田　敦史 名古屋第二赤十字病院
山東　雅紀 名古屋第二赤十字病院
村岡　真輔 名古屋第二赤十字病院
丹羽　優莉 名古屋第二赤十字病院
田中　秀明 名古屋第二赤十字病院
小山　新一郎 名古屋第二赤十字病院
稲熊　裕香 名古屋第二赤十字病院
内田　絵理香 名古屋第二赤十字病院
奥村　圭 名古屋第二赤十字病院
笠置　俊希 名古屋第二赤十字病院
鈴木　孝典 名古屋第二赤十字病院
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吉田　愛加 名古屋第二赤十字病院
鈴木　一弘 名古屋第一赤十字病院
西本　幸弘 中京厚生クリニック
服部　智司 ちくさ病院
鈴木　祐香 名古屋第二赤十字病院
齊藤　繁紀 名古屋第二赤十字病院
稲垣　朱実 名古屋第二赤十字病院
神谷　絵梨 名古屋第二赤十字病院
加藤　由貴 名古屋第二赤十字病院
大橋　朋悦 名古屋第二赤十字病院
水谷　輝之 名古屋第二赤十字病院
丸山　万理子 名古屋第二赤十字病院
酒井　敦子 名古屋第二赤十字病院
和田　明久 名古屋第二赤十字病院
岡本　眞宗 名古屋第二赤十字病院
亀谷　直輝 名古屋第二赤十字病院
服部　恭介 名古屋第二赤十字病院
牧野　佑斗 名古屋第二赤十字病院
鈴木　あゆみ 名古屋市立大学病院
田中　健太郎 名古屋市立大学病院
津田　曜 名古屋市立大学病院
松岡　哲平 名古屋市立大学病院
伊藤　彰悟 名古屋市立大学病院
大内田　絵美 名古屋市立大学病院
廣田　知之　 名古屋市立大学病院
鈴木　奈々 名古屋市立大学病院
黒木　亜津子 名古屋市立大学病院
大野　雄也 名古屋市立大学病院
横山　今日子 名古屋市立大学病院
加藤　千絵 名古屋市立大学病院
中西　未来子 名古屋市立大学病院
近藤　拓人 名古屋市立大学病院
桑原　絢也 名古屋市立大学病院
矢﨑　理沙 名古屋市立大学病院
海野　怜　 名古屋市立大学病院
森　亮介 名古屋市立大学病院
堀内　実 名古屋市立大学病院
真木　浩行 名古屋市立大学病院
亀位　翼 名古屋市立大学病院
石川　操 名古屋市立大学病院
式守　克容 名古屋市立大学病院
二村　真 名古屋市立大学病院
河邊　眞好 名古屋市立大学病院
堀田　明沙美 名古屋市立大学病院
安田　聡史 名古屋市立大学病院
加藤　寛之 名古屋市立大学病院
渡邊　安曇 名古屋市立大学病院
野村　佳美 名古屋市立大学病院
島内　理紗 名古屋市立大学病院
市田　美夕 名古屋市立大学病院
篠田　弥紀 名古屋市立大学病院
河田　侑 名古屋市立大学病院
野村　幸伸 名古屋市立大学病院
伊藤　桜 名古屋市立大学病院
後藤　多恵子 名古屋市立大学病院
岡野　将典 名古屋市立大学病院
伊井　友美　 名古屋市立大学病院
小崎　優 名古屋市立大学病院
土持　師 名古屋市立大学病院
青木　尚史 名古屋市立大学病院
堀井　幸一郎 名古屋市立大学病院
宮本　大模 名古屋市立大学病院
前田　道徳 名古屋市立大学病院
倉田　雅志 名古屋市立大学病院
竹内　集 名古屋市立大学病院
千賀　靖子 名古屋市立大学病院
菅原　望 いなべ総合病院
奥田　勝裕 名古屋市立大学病院
内藤　格 名古屋市立大学病院
横山　善弘 名古屋市立大学病院
武田　知樹 名古屋市立大学病院
山下　純世 名古屋市立大学病院
平松　美穂 知多市民病院
丸川　高弘 知多市民病院
水野　健太郎 名古屋市立大学病院
岩月　正一郎 名古屋市立大学病院
小林　大地 名古屋市立大学病院
谷　智満 名古屋市立大学病院
佐藤　諒 名古屋市立大学病院
白澤　祐一 名古屋市立大学病院
楠本　茂 名古屋市立大学病院
村嶋　寛子 名古屋市立大学病院
真田　祥太朗 蒲郡市民病院
荒川　恭宏 名鉄病院
石川　恵里 名鉄病院
大口　英臣 名古屋市立大学病院
山上　貴也 公立陶生病院
渡邊　宣之 公立陶生病院

名古屋市立大学病院
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氏名

山村　均 なごやメンタルクリニック
阿波根　千紘 名古屋掖済会病院　
尾辻　英彦 名古屋掖済会病院　
竹本　真紀 名古屋掖済会病院　
赤尾　謙 名古屋掖済会病院
黒川　貴司 名古屋掖済会病院
櫻井　綾 名古屋掖済会病院
早瀬　絢香 名古屋掖済会病院
松川　哲也 名古屋掖済会病院
伊藤　発明 名古屋掖済会病院　
服部　和良 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
佐野　塁 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
佐藤　文哉 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
向井　俊貴 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
藤原　玄 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
下川　秀彦 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
神山　潤二 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
宮田　裕大 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
山中　愛 独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院
柴田　雅央 独立行政法人　国立病院機構　豊橋医療センター
西　俊祐 協立総合病院
荒木　葉子 地域医療機能推進機構中京病院
浅野　貴裕 地域医療機能推進機構中京病院
鶴見　尚樹 地域医療機能推進機構中京病院
永島　吉孝 地域医療機能推進機構中京病院
飯田　浩貴 地域医療機能推進機構中京病院
長田　侃 地域医療機能推進機構中京病院
髙木　麻里 地域医療機能推進機構中京病院
大西　伸也 地域医療機能推進機構中京病院
川口 頌平 地域医療機能推進機構中京病院
柴田　知之 地域医療機能推進機構中京病院
山森　一輝 地域医療機能推進機構中京病院
小池　宏 名古屋記念病院
杉山　良太 医療法人　杉山会　杉山病院
澤木　康一 名古屋記念病院
長崎　一哉 名古屋記念病院
潘　鎮敬 名古屋記念病院
飯谷　友佳子 名古屋記念病院
宮本　圭輔 名古屋記念病院
竹中　宏之 公立陶生病院
林　大介 豊橋市民病院　
北見　和久 豊橋市民病院　
三竹　泰弘 豊橋市民病院　
三品　拓也 豊橋市民病院　
服部　晴吉 豊橋市民病院　
國島　温志 豊橋市民病院　
足立　潤哉 豊橋市民病院　
寺沢　史誉 豊橋市民病院　
石塚　紀江 豊橋市民病院　
熊谷　亮 くまがい医院　
井上　憲夫 豊橋市民病院
出井　秀幸 豊橋市民病院　
青葉　太郎 豊橋市民病院
飛田　恵美子 豊橋市民病院　
松尾　聖子 豊橋市民病院　
清水　浩之 豊橋市民病院　
中嶌　晃一朗 豊橋市民病院　
木下　雄貴 豊橋市民病院　
渡邊　麻希 豊橋市民病院　
渡邉　智仁 医療法人愛生館　小林記念病院　
横山　敦司 蒲郡厚生館病院　
安形　俊久 医療法人安形医院　
高橋　斉夫 高橋医院　
福井　一裕 福井脳神経外科　
神谷　仁孝 神谷内科整形外科　
奥村　徳夫 渥美病院　
鎌田　泰弘 医療法人カマタ内科小児科　
加藤　裕史 蒲郡市民病院　
篠﨑　理絵 下地医院　
渋谷　純輝 新城市民病院
西前　香寿 がんセンター愛知病院
山田　修司 愛知厚生連知多厚生病院
福原　伸彦 西尾市佐久島診療所
長井　辰哉 豊橋市民病院
小林　靖 岡崎市民病院
西　鉄生 岡崎市民病院
岩井　克成 豊橋市民病院
市橋　卓司 岡崎市民病院
大隅　縁里子 岡崎市民病院
大賀　真紀 医療法人鉄友会宇野病院
岩瀬　克敏 加藤産婦人科
山本　晶子 がんセンター愛知病院
西尾　沙矢子 岡崎市民病院
水野　史崇 岡崎市民病院
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開催主催者 所属
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伊藤　浩一 愛知県厚生連尾西病院
坂井　啓造 大雄会第一病院
志賀　敏彦 しがファミリークリニック
石川　衛 一宮西病院
初瀬　勝朗 一宮市立市民病院
満間　照之 一宮市立市民病院
佐藤　成憲 一宮市立市民病院
笹田　佳江 一宮市立市民病院
村井　俊文 一宮市立市民病院
平松　武 一宮市立市民病院
川口　祐貴子 一宮市立市民病院
中村　俊介 一宮市立市民病院
坪内　達郎 一宮市立市民病院
浅野　智子 一宮市立市民病院
吉原　紘行 一宮市立市民病院
谷口　誠治 一宮市立市民病院
二木良孝 公立陶生病院
櫻井公也 公立陶生病院
西村正士 公立陶生病院
纐纈直樹 公立陶生病院
山川耕二 公立陶生病院
成田英生 公立陶生病院
岡﨑大樹 公立陶生病院
鴨下園子 公立陶生病院
森裕 公立陶生病院
古川大記 公立陶生病院
速井俊策 公立陶生病院
清水三矢 公立陶生病院
溝口暁 公立陶生病院
足立謙一 公立陶生病院
大井肇 公立陶生病院
八木覚 公立陶生病院
林正吾 公立陶生病院
櫻井あや 公立陶生病院
松井義人 公立陶生病院
近藤　和彦 近藤歯科医院
田中　創始 知多厚生病院
林　宏子 常滑市民病院
高橋　　遼 半田市立半田病院
寺尾　尚哉 半田市立半田病院
山内　淳一 半田市立半田病院
久野　泰雅 半田市立半田病院
寺西　佳枝 半田市立半田病院
大高　圭司 半田市立半田病院
後藤　祐輝 半田市立半田病院
田村　正隆 半田市立半田病院
三木　雄輔 半田市立半田病院
林　葉子 半田市立半田病院
西井　智哉 半田市立半田病院
森　真理子 ピアーレクリニック
落合　勲 医療法人勲昇会　落合医院
森川　友裕 春日井市民病院
木村　幹俊 春日井市民病院
管野　琢也 春日井市民病院
田中　真己人 春日井市民病院
鳥本　敦史 春日井市民病院
菱田　雅之 春日井市民病院
佐藤　雄二 春日井市民病院
阿部　知司 森岡台あべ内科クリニック
早川　聡実 早川クリニック
杉浦　元紀 蒲郡市民病院
小林　一彦 西尾市民病院
井上　智司 中京病院
村田　悠記 八千代病院
豊田　哲郎 西中町クリニック
加藤　克己 刈谷豊田総合病院
山田　緑 刈谷豊田総合病院
梅津　朋和 刈谷豊田総合病院
坂巻　慶一 刈谷豊田総合病院
松井　純子 刈谷豊田総合病院
渡部　かをり 刈谷豊田総合病院
成田　知弥 刈谷豊田総合病院
柴田　寛史 刈谷豊田総合病院
後藤　聖也 刈谷豊田総合病院
溝上　雅也 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

久保田　博也 久保田クリニック
野場　広子 野場医院
新城　加奈子 愛知県厚生連　豊田厚生病院
青山　広希 愛知県厚生連　豊田厚生病院
大岩　孝 愛知県厚生連　豊田厚生病院
池田　脩太 愛知県厚生連　豊田厚生病院
服部　奈瑠子 愛知県厚生連　豊田厚生病院
黒部　亮 愛知県厚生連　豊田厚生病院
杉田　美津子 愛知県厚生連　豊田厚生病院
杉山　壮 杉山医院
竹内　淳史 愛知県厚生連　豊田厚生病院
岡部　一登 愛知県厚生連　豊田厚生病院
野元　正崇 愛知県厚生連　豊田厚生病院
山田　徳久 山田醫院
中野　浩一郎 中野胃腸病院
齋藤　慎一郎 中野胃腸病院
奥村　直哉 トヨタ記念病院
永井　真吾 トヨタ記念病院
岩田　麻衣 トヨタ記念病院
加藤　早紀 トヨタ記念病院
吉原　雅人 トヨタ記念病院
渡邊　大祐 トヨタ記念病院
藤田　康平 トヨタ記念病院
池田　知世 トヨタ記念病院
阪中　英里加 トヨタ記念病院
津本　知沙 トヨタ記念病院
加藤　明子 トヨタ記念病院
来川　歩未 トヨタ記念病院
傳田　悠貴 トヨタ記念病院
山田　雅彦 安城更生病院
廣瀬　泰彦 安城更生病院
神谷　文雅 幸田中央クリニック
笠井　保志 高須病院
関　崇 安城更生病院
濱田　琴巳 西尾市民病院
川口　道子 西尾市民病院
藤田　陽奈 安城更生病院
滝　奉樹 安城更生病院
日比　道昭 老人保健施設ひまわり
大立　知子 安城更生病院
藤永　一弥 安城更生病院
久保　貞祐 安城更生病院
勝　佳奈子 安城更生病院
安達　慶高 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院
横澤　敏也 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
神谷　将臣 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
古田　慎司 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院　
北村　久美子 総合在宅医療クリニック 
森川　重彦 小牧市民病院
平林　裕樹 小牧市民病院
間下　優子 小牧市民病院
中西　香企 小牧市民病院
平田　伸也 小牧市民病院
笹原　正寛 小牧市民病院
内山田　修一 小牧市民病院
水野　孝昭 小牧市民病院
山下　有己 小牧市民病院
伊藤　洋 小牧市民病院
古川　陽子 小牧市民病院
加藤　治朗 小牧市民病院
石栗　有美 小牧市民病院
濱田　博史 小牧市民病院
辻　清太 辻医院
吉田　康太 きたおわり在宅支援クリニック
岩田　晋 春日井市民病院

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



開催主催者 所属
病院名 機関名

氏名

権田 秀雄 豊橋市民病院
戸松　瑛介 藤田保健衛生大学病院
山本　幸也 藤田保健衛生大学病院
松岡　伸司 藤田保健衛生大学病院
内田　大樹 藤田保健衛生大学病院
日比　八束 藤田保健衛生大学病院
石田　善敬 藤田保健衛生大学病院
奥井　太郎 藤田保健衛生大学病院
犬塚　雄貴 藤田保健衛生大学病院
大城　友有子 藤田保健衛生大学病院
川西　慧子 藤田保健衛生大学病院
天神　千春子 藤田保健衛生大学病院
堀井　敦史 藤田保健衛生大学病院
前田　篤志 藤田保健衛生大学病院
小澤　慶 藤田保健衛生大学病院
愛甲　碧 藤田保健衛生大学病院
吉澤　篤彦 藤田保健衛生大学病院
樋口　智子 藤田保健衛生大学病院
濱屋　寧 浜松医科大学
水谷　武史 東名古屋病院
趙　岳人 藤田保健衛生大学病院
後藤　愛 藤田保健衛生大学病院
伊藤　圭介 藤田保健衛生大学病院
山田　薫 藤田保健衛生大学病院
松岡　宏 藤田保健衛生大学病院
棚橋　義直 藤田保健衛生大学病院
磯部　恵里 藤田保健衛生大学病院
大山　希里子 藤田保健衛生大学病院
白川　陽子 藤田保健衛生大学病院
中島　理之 藤田保健衛生大学病院
河合　宏 藤田保健衛生大学病院
田中　知香 藤田保健衛生大学病院
藤田　正博 藤田保健衛生大学病院
宮田　康平 藤田保健衛生大学病院
森本　絵美 藤田保健衛生大学病院
若子　哲 藤田保健衛生大学病院
奈倉　裕子 藤田保健衛生大学病院
松本　尚子 藤田保健衛生大学病院
桺澤　力 藤田保健衛生大学病院
岡山　未奈実 いなべ総合病院
定藤　章代 藤田保健衛生大学病院
佐藤　美信 藤田保健衛生大学病院
内海　俊明 藤田保健衛生大学病院
加藤　悠太郎 藤田保健衛生大学病院
所　隆昌 藤田保健衛生大学病院
安藤　亜希 藤田保健衛生大学病院
梶原　脩平 藤田保健衛生大学病院
小野木　啓子 藤田保健衛生大学病院
齋藤　彩子 藤田保健衛生大学病院
大槻　藍 藤田保健衛生大学病院
熊谷　怜子 藤田保健衛生大学病院
桒原　聖典 藤田保健衛生大学病院
相馬　智英 藤田保健衛生大学病院
永田　紘之 藤田保健衛生大学病院
野村　小百合 藤田保健衛生大学病院
本多　真澄 藤田保健衛生大学病院
松尾　悠志 藤田保健衛生大学病院
渡邉　あゆみ 藤田保健衛生大学病院
渡邊　俊和 藤田保健衛生大学病院
井上　敬浩 藤田保健衛生大学病院
菊池　洸一 藤田保健衛生大学病院
公文　将備 藤田保健衛生大学病院
波多野　和樹 藤田保健衛生大学病院
良元　亮 藤田保健衛生大学病院
長野　裕充 藤田保健衛生大学病院
小林　大悟 ＪＡ愛知県厚生連　海南病院
熊谷 幸代 ＪＡ愛知県厚生連　江南厚生病院
谷脇　聡 名古屋市立東部医療センター
香川　友祐 JA愛知県厚生連　海南病院
浅井　俊亘 JA愛知県厚生連　海南病院
野々垣　禅 JA愛知県厚生連　海南病院
野崎　哲史 JA愛知県厚生連　海南病院
杉野　輝明 JA愛知県厚生連　海南病院
山田　誠吾 医療法人　森栄病院
加賀　充朗 JA愛知県厚生連　海南病院
雄山　博文 豊橋市民病院
飯田　啓太郎 名古屋市立大学病院
山口　悦郎 愛知医科大学病院
波々伯部　隆紀 津島市民病院
林　晃弘 岡崎市民病院
大橋　紀文 愛知医科大学病院
梶川　圭史 愛知医科大学病院
若尾　典充 愛知医科大学病院
好中　久晶 碧南市民病院
長江　翔平 公立陶生病院
大野木　宏洋 公立陶生病院
佐竹　美芽 公立陶生病院
星野　弘典 愛知医科大学病院
天池　真名美 愛知医科大学病院
松岡　直也 愛知医科大学病院
木村　研吾 愛知医科大学病院
安井　講平 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

真弓　友介 済衆館病院
川井　覚 津島市民病院
鈴木　祐一 岡崎市民病院
森　俊明 岡崎市民病院
上野　泰明 名鉄病院
奥田　圭子 坂文種報徳會病院
市川　俊介 西尾市民病院
小南　あおい 公立陶生病院
津留　香里 公立陶生病院
西垣　瑠璃子 名古屋市立大学病院
松岡　歩 岡崎市民病院
織田　恒幸 名古屋大学医学部附属病院
安藤　友一 名古屋大学医学部附属病院
濱家　千絵 名古屋大学医学部附属病院
髙添　裕子 名古屋大学医学部附属病院
西川　大輔 名古屋大学医学部附属病院
近藤　五郎 名古屋大学医学部附属病院
本村　和也 名古屋大学医学部附属病院
山本　憲幸 名古屋大学医学部附属病院
古江　浩樹 名古屋大学医学部附属病院
下方　智也 名古屋大学医学部附属病院
森下　喬允 名古屋大学医学部附属病院
浦川　浩 名古屋大学医学部附属病院
麻生　幸三郎 愛知県心身障害者コロニーこばと学園
林　晋太郎 一宮西病院
山内　髙峰 蒲郡東部病院
菱田　光洋 名鉄病院
矢田　吉城 公立陶生病院
堀部　敬三 名古屋医療センター
服部　浩佳 名古屋医療センター
竹田　伸 名古屋医療センター
木村　恭祐 名古屋医療センター
石田　あかね 名古屋医療センター
能澤　一樹 名古屋医療センター
柴　田　佳　久 豊橋市民病院　
浦　野　文　博 豊橋市民病院　
岡　田　真由美 豊橋市民病院　
栗　原　リ　ナ （医）さわらび会　福祉村病院
髙　嶋　伸　宏 豊川市民病院　
佐久間　英　伸 豊川市民病院　
水　野　裕　介 豊川市民病院　
原　田　真之資 豊川市民病院　
藤　岡　一　敏 豊川市民病院　
坪　内　希　親 豊川市民病院　
木村　次郎 岡崎市民病院
新美　誠次郎 岡崎市民病院
近藤　勝 岡崎市民病院
横井　一樹 岡崎市民病院
加藤　陽一 岡崎市民病院
小澤　竜三 岡崎市民病院
本田　倫代 岡崎市民病院
加治　源也 岡崎市民病院
池野　世新 岡崎市民病院
吾妻　祐哉 岡崎市民病院
飯塚　彬光 岡崎市民病院
平松　美緒 岡崎市民病院
江間　菜々恵 岡崎市民病院
後藤　研人 岡崎市民病院
高原　紀博 岡崎市民病院

※　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

豊川市民病院

岡崎市民病院

国立大学法人名古屋大学
医学部附属病院


