
4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 赤松 信雄 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 石橋 杏里 広畑センチュリー病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 甲斐 恭平 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 革島 悟史 姫路中央病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 岸田 裕志 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 木田 好美 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 國富 彩 國富胃腸病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 橘 智靖 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 楯 笑美子 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 松村 正 姫路聖マリア病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 三浦 翔 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 水野 翔馬 姫路聖マリア病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 宮原 誠二 神崎総合病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 宮本 学 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 向原 恭子 綱島会 厚生病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 山下 昭彦 酒井病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 山田 隆年 姫路中央病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 山田 則夫 製鉄記念広畑病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 横山 未沙子 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 渡辺 直樹 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 山田 修太郎 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 稲井 舞夕子 姫路赤十字病院

4/23(土）・24(日） 姫路赤十字病院 中村 芳美 姫路赤十字病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 青山 正博 医療法人 三栄会 ツカザキ記念病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 安藤 俊弘 神戸アドベンチスト病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 家田 泰浩 西宮協立脳神経外科病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 磯 篤典 磯病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 伊東 史雄 適寿リハビリテーション病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 小原 茂次 小原病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 梶尾 圭介 協和会 協立病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 近藤 威 新須磨病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 高塚 二郎 医療法人 松藤会 入江病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 立原 素子 神戸大学医学部附属病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 茶屋原 菜穂子 神戸大学医学部附属病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 中島 瑠美子 医療法人社団 健裕会 中谷病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 濱野 玄弥 合志病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 半田 雅文 医療法人 明和病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 藤本 壮之 姫路医療生活協同組合 共立病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 古川 順也 神戸大学医学部附属病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 西尾 美帆 洲本伊月病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 松村 陽子 西宮市立中央病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 的場 是篤 神戸労災病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 的場 保巳 高砂市民病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 三村 卓也 兵庫県立がんセンター

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 森本 真輔 医療法人社団 汐咲会 井野病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 山下 幸政 神戸市立医療センター西市民病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 山本 暢之 神戸大学医学部附属病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 吉田 茂樹 神戸大学医学部附属病院

5/21(土）・22(日） 神戸大学医学部附属病院 吉田 優子 神戸大学医学部附属病院
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6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 森 允之 森 医院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 酒井 弘典 酒井医院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 長濱 通正 長浜医院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 清水 映二 清水内科医院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 川野 功雄 菅原病院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 正井 栄一 公立宍粟総合病院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 曽我 文隆 赤穂市民病院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 江本 憲央 赤穂市民病院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 岡村 泰義 赤穂市民病院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 吉松 茂 赤穂市民病院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 湯浅 貞稔 公立宍粟総合病院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 三上 雅美 松本クリニック

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 守屋 真示 赤穂市民病院

6/4(土）・5(日） 赤穂市民病院 金谷 欣明 姫路聖マリア病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 赤埴 詩朗 NTT西日本大阪病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 榎原 良一 大阪警察病院／クリニック内藤

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 大塚 誠治 大塚整形外科

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 田中 秀憲 三田市民病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 岩田 裕之 市立伊丹病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 中村 多一 中村内科クリニック

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 中村 清子 中村内科クリニック

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 相馬 逸郎 西宮市立中央病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 前橋 延光 前橋内科循環器科医院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 山川 純一 山川内科

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 藤本 真由美 市立小野市民病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 石川 靖二 神戸協同病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 田村 竜二 神戸赤十字病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 村上 雅一 西宮市立中央病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 福島 寿一 兵庫県立西宮病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 菅 泰彦 市立伊丹病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 満田 千晶 市立伊丹病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 三浦 由雄 市立伊丹病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 山口 典高 市立伊丹病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 北村 成司 市立伊丹病院

6/11(土）・12(日） 市立伊丹病院 荻山 秀治 市立伊丹病院

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 由良 妃早子 由良内科クリニック

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 中村 武志 養父市国保出合診療所

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 青井 陽子 公立豊岡病院

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 八幡 晋輔 公立豊岡病院

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 馬庭 幸二 馬庭内科医院

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 野村 肇 公立豊岡病院

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 大久保 聡子 公立豊岡病院

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 小佐見 光樹 公立豊岡病院

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 姜 貴嗣 公立豊岡病院

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 熱田 雄 公立豊岡病院

6/25(土）・26(日） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 生田 寿彦 公立豊岡病院

6/25(土）・26(日） 兵庫県立淡路病院 曽山信彦 医療法人社団 曽山医院

6/25(土）・26(日） 兵庫県立淡路病院 島田 友香里
財団法人 神戸市地域医療振興財団
西神戸医療センター

6/25(土）・26(日） 兵庫県立淡路病院 大石 達郎 兵庫県立淡路病院

6/25(土）・26(日） 兵庫県立淡路病院 荒木 康宏 兵庫県立淡路病院

6/25(土）・26(日） 兵庫県立淡路病院 山本 裕之 兵庫県立淡路病院

6/25(土）・26(日） 兵庫県立淡路病院 池田 宜央 兵庫県立淡路病院



6/25(土）・26(日） 兵庫県立淡路病院 裵 牧子 兵庫県立淡路病院

6/25(土）・26(日） 兵庫県立淡路病院 山野 志真 兵庫県立淡路病院

6/25(土）・26(日） 兵庫県立淡路病院 春籐 真紀 兵庫県立淡路病院

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 下宮 一雄 医療法人社団 ぼうぜ病院

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 泉 融子 泉外科医院

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 大田 真路 医療法人社団真研会 大田医院

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 大西 康貴 姫路医療センター

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 四宮 弘隆 姫路医療センター

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 柴田 嶺 姫路医療センター

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 池内 春樹 小野寺医院

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 水守 康之 姫路医療センター

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 池上 修生 いけがみクリニック

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 岡田 浩和 姫路医療センター

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 段 美穂 段医院

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 柴田 智久 姫路医療センター

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 工藤 直子 医療法人沖縄徳洲会 高砂西部病院

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 中藤 正樹 医療法人沖縄徳洲会 高砂西部病院

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 夜久 大晃 姫路医療センター

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 水野 恵美 水野内科医院

7/9(土）・10(日） 国立病院機構 姫路医療センター 池村 隆弘 姫路医療センター

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 川田 公一 川田内科クリニック

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 近藤 千香子 近藤内科医院

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 三浦 正樹 三浦内科

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 近藤 幹 甲北病院

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 山本 一宏 神戸赤十字病院

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 國定 浩一 神戸赤十字病院

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 松本 善秀 神戸市立医療センター西市民病院

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 小野 洋嗣 神戸市立医療センター西市民病院

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 光辻 理顕 国立病院機構神戸医療センター

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 森田 瑞穂 国立病院機構神戸医療センター

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 西野 理一郎 国立病院機構神戸医療センター

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 平田 建郎 国立病院機構神戸医療センター

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 文 宣貴 国立病院機構神戸医療センター

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 林 陽次 国立病院機構神戸医療センター

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 八幡 知之 国立病院機構神戸医療センター

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 佐藤 悠 国立病院機構神戸医療センター

7/17(日）・18(月） 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 阪口 博哉 国立病院機構神戸医療センター

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 鍛治 良一 鍛治内科医院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 鈴木 淳一 鈴木医院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 村上 博 医療法人社団ユニコ

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 坂口 強 坂口泌尿器科クリニック

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 深田 正代 撫順医院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 藤森 永二郎 ふじもり診療所

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 奥村 好邦 市立伊丹病院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 池内 香子 明和病院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 堂垣 美樹 明和病院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 北田 学利 市立川西病院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 西村 憲二 県立西宮病院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 濱野 梨絵 県立西宮病院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 中西 克彦 県立西宮病院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 増原 完治 県立西宮病院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 玉田 拓也 県立加古川医療センター



7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 本間 丈博 県立姫路循環器病センター

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 赤松 貴彬 県立西宮病院

7/９(土）・10(日） 県立西宮病院 増井 美苗 県立西宮病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 植田 亜津紗 淀川キリスト教病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 植田 康司 神戸大学医学部附属病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 上田 舞 神戸大学医学部附属病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 鴨井 良明 神戸大学医学部附属病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 河北 由紀子 兵庫県立柏原病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 小池 哲史 医療法人社団 正峰会 大山病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 小見山 麻紀 京都医療センター

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 竹安 伸午 兵庫県立柏原病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 田中 幹人 神戸大学医学部附属病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 中島 高広 兵庫県立柏原病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 西本 昌司 兵庫県立柏原病院

８/２０(土）・２１(日） 県立柏原病院 丹羽 康江 兵庫県立粒子線医療センター

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 家本 孝雄 三木市民病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 伊藤 卓資 西脇市立西脇病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 上田 久美 上田医院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 金岡 保 加東市民病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 来住 稔 西脇市立西脇病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 木原 章雄 西脇市立西脇病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 辰巳 惠章 たつみクリニック

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 田中 善之 田中クリニック

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 田渕 光 田渕医院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 馬場口 由佳 西脇市立西脇病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 藤原 健一 西脇市立西脇病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 堀井 幸恭 堀井内科医院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 松本 幸平 松本医院渡瀬診療所

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 御井 保彦 三木市民病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 宮村 一雄 大久保病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 柳井 亜矢子 兵庫医科大学病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 山口 陽二 西脇市立西脇病院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 山本 篤 山本医院

８/２７(土）・２８(日） 西脇市立西脇病院 横山 和永 横山外科胃腸科医院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 飯田 健二郎 宝塚市立病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 太田垣 裕子 宝塚市立病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 大原 重保 宝塚市立病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 蒲 学 かば内科クリニック

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 児島 正道 宝塚市立病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 齋藤 宜之 西宮市立中央病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 白鹿 正通 市立芦屋病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 杉原 伸夫 杉原医院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 鈴木 啓史 市立伊丹病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 田村 公佑 宝塚市立病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 田村 大介 神戸大学

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 筒井 秀作 市立伊丹病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 十倉 正朗 多可赤十字病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 畠山 由記久 神戸大学

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 林 明男 宝塚市立病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 安田 潤 宝塚市立病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 山﨑 純也 宝塚市立病院

９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 柳澤 高道 宝塚市立病院



９/１７(土）・１８(日） 宝塚市立病院 田中 圭一 宝塚市立病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 橋本 昌樹 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 金澤 理一郎 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 伊藤 善啓 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 岸本 昌浩 明和病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 西野 雅行 宝塚市立病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 黒瀬 博計 協和マリナホスピタル

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 篠原 悦子 介護老人保健施設みずほ倶楽部

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 奥井 森 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 門井 謙典 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 山本 真嗣 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 内田 祐理 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 中野 智景 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 長谷川 国大 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 石井 紀子 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 稲永 淳一 兵庫医科大学病院

９/２４(土）・２５(日） 兵庫医科大学病院 早川 勇二 明和病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 板井 良輔 神戸市立医療センター西市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 猪熊 哲朗 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 今井 聡士 神戸市立医療センター西市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 宇都宮 紀明 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 岡村 新一 やまぐちクリニック

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 木田 陽子 神戸市立医療センター西市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 佐々木 徹 佐々木内科医院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 庄司 浩気 神戸市立医療センター西市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 鄒 美千代 王子クリニック

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 高安 幸生 たかやすクリニック

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 瀧内 曜子 神戸市立医療センター中央市民病院 免疫血液内科

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 竹下 純平 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 竹田 淳恵 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 竹信 俊彦 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 巽 香織 兵庫県立西宮病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 田中 晴夫 田中医院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 寺師 卓哉 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 中川 淳 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 中路 太門 蒼生病院 総合診療科

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 長野 徹 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 中野 康治 中野泌尿器科

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 松本 健 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 光岡 英世 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 道上 哲也 みつわ診療所

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 門田 和也 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 山崎 博司 神戸市立医療センター中央市民病院

１０/１(土）・２(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 吉川 均 吉川クリニック

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 青木 裕加 医療法人社団 魚川医院

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 阿部 申次 医療法人社団 阿部医院

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 新井 修 医療法人社団まほし会 真星病院

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 植野 さやか 兵庫県立がんセンター

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 岡林 豊晃
医療法人沖縄徳洲会
高砂西部病院

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 古東 秀介 兵庫県立加古川医療センター

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 坂井 文 神戸大学医学部附属病院

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 清水 俊和 清水クリニック



１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 多木 拓子 兵庫県立加古川医療センター

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 多田 公英 西神戸医療センター

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 田村 勇 加古川東市民病院

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 友永 達也 神戸大学医学部附属病院

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 西田 勝浩 加古川東市民病院

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 根來 俊一 兵庫県立がんセンター

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 藤原 孝志 兵庫県立姫路循環器病センター

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 松本 光史 兵庫県立がんセンター

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 宮崎 彰 兵庫県立がんセンター

１０/１5(土）・16(日） 県立がんセンター 山木 愛久 兵庫県立淡路病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 久野 高義 神戸大学大学院医学研究科

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 南 博信 神戸大学大学院医学研究科

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 須藤 洋崇 神戸大学医学部附属病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 西川 真一郎 魚橋病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 佐埜 勇 医療法人社団あおぞら会 あおぞらクリニック

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 宮下 勝 財団法人甲南病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 関谷 怜奈 神戸市立西市民病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 松本 綾希子 加古川医療センター

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 安福 富彦 原泌尿器科病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 西村 英輝 神戸大学医学部附属病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 横尾 貴史 神戸協同病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 吉田 彰 神戸協同病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 兵頭 建樹 あさひ病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 森 正夫 財団法人甲南病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 木島 寿久 公立八鹿病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 大塚 崇史 神戸赤十字病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 白石 一郎 ツカザキ記念病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 大村 典子 製鉄記念広畑病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 長谷川 巧実 神戸大学医学部附属病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 森本 浩一 神戸大学医学部附属病院

１1/5(土）・6(日） 神戸大学医学部附属病院 花房 正雄 大阪府立成人病センター

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 谷岡 康喜 春日病院 消化器外科

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 西澤 昭彦 加古川西市民病院 内科

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 松本 正行 協立温泉病院 内科

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 市橋 研一 市橋クリニック 整形外科

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 藤井 宏子 にしき記念病院 放射線科

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 水田 誠 公立八鹿病院 外科

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 田畑 知己 医療法人社団 石橋内科 広畑ｾﾝﾁｭﾘｰ病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 別府 直仁 明和病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 足立 陽子 社会保険神戸中央病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 高 利守 社会保険神戸中央病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 岡本 将裕 社会保険神戸中央病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 渡邉 大樹 社会保険神戸中央病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 吉行 一馬 社会保険神戸中央病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 西尾 実 社会保険神戸中央病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 婦木 秀一 社会保険神戸中央病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 松田 英士 社会保険神戸中央病院

１1/１２(土）・１３(日） 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 笠原 優人 社会保険神戸中央病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 塚本 哲也 さくら内科クリニック

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 鯨岡 寧 岡田病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 眞弓 勝志 合志病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 松岡 隆久 兵庫県立尼崎病院



１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 稲熊 洸太郎 兵庫県立尼崎病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 宇山 紘史 兵庫県立尼崎病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 鯨 千勢 兵庫県立尼崎病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 小林 泰士 兵庫県立尼崎病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 四宮 春輝 兵庫県立尼崎病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 鈴木 光太郎 兵庫県立尼崎病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 太治 智愛 兵庫県立尼崎病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 中井 敦史 兵庫県立尼崎病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 山﨑 友裕 兵庫県立尼崎病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 鈴木 久美子 兵庫県立塚口病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 田村 誠朗 兵庫県立塚口病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 中田 礼 兵庫県立塚口病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 中田 茉由莉 兵庫県立西宮病院

１1/２６(土）・２７(日） 県立尼崎病院 樋口 奈苗 兵庫県立西宮病院

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター
朴 聖雨
（荒井 啓輔）

兵庫県立加古川医療センター

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 池田 篤紀 兵庫県立がんセンター

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 石川 雄一 加古川西市民病院

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 伊東 真人 関西労災病院

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 太田 昌資 太田クリニック

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 小川 裕行 兵庫県立がんセンター

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 北尾 章人 兵庫県立がんセンター

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 小山 美鳥 神鋼病院

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 酒井 哲也 加古川西市民病院

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 清水 政美 清水メディカルクリニック

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 谷岡 真樹 兵庫県立がんセンター

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 常見 幸三 兵庫県立加古川医療センター

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 福正 りさ 兵庫県立がんセンター

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 目黒 文朗 目黒医院

１/２１(土）・２２(日） 県立がんセンター 吉田 泰昭 春日野会病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 増田 安紀子 近畿中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 三浦 宏之 近畿中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 朝倉 麻紀子 近畿中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 崎元 和子 近畿中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 上原 満 近畿中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 渡辺 梨砂 近畿中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 蝶野 晃弘 近畿中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 葉山 善友 西宮市立中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 菅島 裕美 西宮市立中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 藤本 由希枝 西宮市立中央病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 吉川 潤一 県立尼崎病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 智多 昌哉 神戸市立医療センター西市民病院

１/２８(土）・２９(日） 近畿中央病院 片岡 裕貴 県立尼崎病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 堀 謙輔 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 山根 歳章 医療法人 岡田病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 小林 圭介 医療法人 一誠会 大原病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 伊藤 公彦 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 谷本 道則 医療法人 中馬医療財団 西武庫病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 両角 隆一 おおはら内科循環器科クリニック

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 水谷 直揮 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 須永 晃弘 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 岩田 隆 関西労災病院



３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 友田 要 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 沖代 格次 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 山野 潤 神戸市立医療センター西市民病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 村井 大毅 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 尾上 正浩 おのえ泌尿器科皮膚科医院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 上田 康生 宝塚市立病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 藤木 博 明石市立市民病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 望月 圭 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 武田 裕 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 竹村 忠晴 市立芦屋病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 池田 公一郎 市立芦屋病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 森本 祥悠 関西労災病院

３/４(日）・１１(日） 関西労災病院 濵中 美千子 関西労災病院

※ただし、この名簿は、研修会受講の際、氏名及び所属を公開することの本人の同意のあった医師に限る。


