
研修会開催日 研修会の主催者名 氏名 所属

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 生田　肇 市立加西病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 内古閑　修 姫路聖マリア病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 岡本　拓也 姫路赤十字病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 小河原　悠哉 姫路赤十字病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 金居　義明 金居産婦人科医院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 北嶋　直人 市立加西病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 芝　俊成 明和病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 杉山　宏和 公立宍粟総合病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 多田羅　敬 製鉄記念広畑病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 田中　稔之 ツカザキ病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 中山　朋子 姫路赤十字病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 西村　東人 医療法人公人会　姫路中央病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 西脇　紀之 姫路赤十字病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 能勢　宏幸 姫路聖マリア病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 藤澤　諭 姫路赤十字病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 前田　晃宏 明和病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 増田　太志郎 ツカザキ病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 宮本　光 医療法人三栄会　ツカザキ病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 安田　武生 ツカザキ病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 山内　健史 製鉄記念広畑病院

5月18日(土）・19日(日） 姫路赤十字病院 山田　倫世 山田病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 山崎　真平 公立豊岡病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 日野　拓耶 公立豊岡病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 近藤　祐平 公立豊岡病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 清水　辰宣 公立八鹿病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 高津　南美子 公立豊岡病院出石医療センター

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 神納　幸治 公立豊岡病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 小中　義禎 公立豊岡病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 吉田　仁志 吉田クリニック

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 野々垣　比路史 公立豊岡病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 角井　和代 公立豊岡病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 冨岡　大寛 公立豊岡病院

6月1日(土）・2日(日） 公立豊岡病院 曲渕　敏博 公立豊岡病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 半田　齊 半田クリニック

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 味木　勝一 医療法人味木会　太子病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 荻野　充利 明石医療センター

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 一瀬　直日 赤穂市民病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 波戸本　理絵 赤穂市民病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 中村　洋一郎 明石医療センター

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 二ノ丸　平 赤穂市民病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 武居　晃平 赤穂市民病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 松川　浩之 赤穂市民病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 馬場　清志 てんわかかりつけ医院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 角田　誠 さくら内科クリニック

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 中川　暁雄 公立宍粟総合病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 青山　直樹 赤穂市民病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 梅本　芳寿 赤穂市民病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 釜本　宗史 姫路赤十字病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 花田　泰明 姫路赤十字病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 鈴木　靖史 公立宍粟総合病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 武田　則昭 祗園診療所

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 大岩　香苗 大岩診療所

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 川口　正志 姫路聖マリア病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 坂本　享史 兵庫県立尼崎病院

6月８日(土）・９日(日） 赤穂市民病院 岩間　英明 兵庫県立塚口病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 宮本　泰斗 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 宮本　和尚 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 小寺澤　康文 西神戸医療センター

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 原田　博之 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 大久保　祐 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 小川　智 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 白川　幸代 淀川キリスト教病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 橋本　智子 協和マリナホスピタル

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 藤田　幹夫 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 藤本　大智 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 上浦　望 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 滝本　和雄 東神戸病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 住井　敦彦 西神戸医療センター

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 杉之下　与志樹 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 玉井　浩二 神戸市立医療センター中央市民病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 邨田　裕子 兵庫県立塚口病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 出原　絵里 姫路赤十字病院

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 京極　高久 西神戸医療センター

6月1日(土）・2日(日） 神戸市立医療センター中央市民病院 道山　琴美 兵庫県立がんセンター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 石木　邦忠 野木病院

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 岩城　太 西神戸医療センター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 大岡　均至 神戸医療センター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 賀来　英俊 神戸医療センター
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7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 鷲見　真由子 神戸医療センター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 飛松　和俊 兵庫県立がんセンター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 中山　文仁 神戸医療センター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 原田　孝 神明病院

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 藤井　康弘 姫路愛和病院

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 藤井　芳夫 藤井内科クリニック

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 牧野　雄樹 西神戸医療センター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 松田　武 神戸医療センター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 毛利　健太朗 神戸大学大学院医学研究科

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 山口　直城 西神戸医療センター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 山下　暢子 西神戸医療センター

7月14日(日）・１５日(月） 神戸医療センター 吉田　愛 神戸医療センター

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 桐場　千代 国立病院機構　あわら病院

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 宮本　至 姫路医療センター

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 福光　研介 姫路医療センター

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 平野　克也 姫路医療センター

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 玉村　宣尚 国立病院機構　兵庫青野原病院

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 松田　歩 姫路医療センター

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 村田　祥武 姫路医療センター

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 土屋　健 明石回生病院

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 藤原　仁志 西江井島病院

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 米田　雅洋 祐生病院

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 北浦　達也 安藤病院

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 津村　英隆 兵庫県立がんセンター

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 木田　啓章 阪本内科

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 佐々木　亨 市立芦屋病院

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 北川　泰生 市立芦屋病院

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 清水　洋祐 西神戸医療センター

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 大山　直雄 姫路中央病院

7月20日(土）・２１日(日） 姫路医療センター 中村　久美子 製鉄記念広畑病院

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 秋田　真之 兵庫県立柏原病院

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 大西　康文 兵庫県立加古川医療センター

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 尾﨑　元昭 兵庫県立柏原病院

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 金城　和美 三木市民病院

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 河﨑　　悟 兵庫県立柏原病院

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 西崎　　朗 兵庫県立柏原病院

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 長谷川　稔文 三田市民病院

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 東田　　歩 兵庫県立加古川医療センター

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 藤田　雅広 兵庫県立加古川医療センター

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 丸中　　淳 兵庫県立加古川医療センター

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 箕畑　順也 兵庫県立西宮病院

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 安井　不二男 上久下の森診療所

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 山田　佳子 兵庫県立加古川医療センター

7月27日(土）・２8日(日） 県立柏原病院 夕部　富三 いずみの病院

8月17日(土）・18日(日） 西脇市立西脇病院 河原　淳 河原医院

8月17日(土）・18日(日） 西脇市立西脇病院 許　永龍 市立西脇病院

8月17日(土）・18日(日） 西脇市立西脇病院 小山　敦史 市立西脇病院

8月17日(土）・18日(日） 西脇市立西脇病院 田中　智浩 市立西脇病院

8月17日(土）・18日(日） 西脇市立西脇病院 中川　嘉宏 市立西脇病院

8月17日(土）・18日(日） 西脇市立西脇病院 林　武志 はやし内科クリニック

8月17日(土）・18日(日） 西脇市立西脇病院 樋口　泰雄 市立西脇病院

8月17日(土）・18日(日） 西脇市立西脇病院 森岡　純一 西江井島病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 木下　道廣 木下内科診療所

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 中田　精三 市立伊丹病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 明田　寛史 市立伊丹病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 澤見　浩和 市立伊丹病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 小山　太一 市立伊丹病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 八木　智子 市立伊丹病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 笹生　和宏 市立伊丹病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 植阪　真弓 市立伊丹病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 小山　秀和 市立伊丹病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 中野　為夫 なかのクリニック

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 田幡　江利子 市立池田病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 深田　武久 兵庫県立尼崎病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 澤田　尚 兵庫県立尼崎病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 山本　修平 兵庫県立尼崎病院

8月24日(土）・25日(日） 市立伊丹病院 上村　加奈子 林医院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 片岡 伸一 ベリタス病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 須澤　佳香 市立伊丹病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 柳　秀憲 明和病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 澤田　幸男 澤田肝臓・消化器内科クリニック

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 松尾　信昭 松尾医院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 堀　理照 明和病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 前田 裕輔 西脇市立西脇病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 水田　直樹 大阪大学　医学部　精神医学教室

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 今戸　健人 宝塚市立病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 山田　祐介 宝塚市立病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 宮﨑　純一 宝塚市立病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 助永　憲比古 宝塚市立病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 小西　倫之 宝塚市立病院



9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 相原　衣江 宝塚市立病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 岡本　隆弘 宝塚市立病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 八尋　剛 宝塚市立病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 稲垣　佳苗 宝塚市立病院

9月15日(日）・16日(月） 宝塚市立病院 宇山　直樹 宝塚市立病院

9月７日(土）・８日(日） 県立西宮病院 原　良和 県立塚口病院　

9月７日(土）・８日(日） 県立西宮病院 横町　順 谷向病院

9月７日(土）・８日(日） 県立西宮病院 三橋　徹 田島診療所

9月７日(土）・８日(日） 県立西宮病院 上村　尚 西宮市立中央病院

9月７日(土）・８日(日） 県立西宮病院 小嶋　和絵 市立芦屋病院　

9月７日(土）・８日(日） 県立西宮病院 德山　信嗣 兵庫県立西宮病院

9月７日(土）・８日(日） 県立西宮病院 松井　雄一 兵庫県立西宮病院

9月７日(土）・８日(日） 県立西宮病院 松岡　孝典 兵庫県立西宮病院

9月７日(土）・８日(日） 県立西宮病院 松下　萌未 兵庫県立西宮病院

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 平瀨　仁志 兵庫県立西宮病院

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 鎌田　太郎 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 水口　貴雄 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 山本　雄介 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 清水　亜麻 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 垣内　誠司 神戸大学医学部附属病院

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 久住　研人 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 横田　駿 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 野村　哲彦 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 澤田　隆一郎 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 大原　雅代 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 高橋　応典 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 藤本　恒 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 福岡　達郎 兵庫県立淡路医療センター

9月14日(土）・15日(日） 県立淡路医療センター 正木　幸作 兵庫県立淡路医療センター

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 佐竹　悠良 神戸市立医療センター中央市民病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 中井　啓介 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 西井　謙夫 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 坂本　明香 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 中野　孝司 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 祢木　芳樹 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 竹中　雄也 明和病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 小野 朋二郎 明和病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 吉江　秀範 明和病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 島田　誠治 明和病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 中村　光宏 石井病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 住本　恵子 製鉄記念広畑病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 津田賀　俊 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 水谷　玲子 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 西庵　邦彦 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 矢野　雄三 市立芦屋病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 紺屋　浩之 市立芦屋病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 棚田　大輔 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 木原　智子 製鉄記念広畑病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 山中　若樹 明和病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 中村　吉貴 済生会兵庫県病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 黒田　暢一 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 岡田　敏弘 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 冨田　尚裕 兵庫医科大学病院

9月21日(土）・22日(日） 兵庫医科大学病院 森寺　邦康 兵庫医科大学病院

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 下野　洋平 神戸大学大学院医学研究科

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 山下　博成 神戸大学医学部附属病院

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 味木　徹夫 神戸大学医学部附属病院

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 村上　正治 ろっこう医療生活協同組合

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 水野　石一 兵庫県立がんセンター

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 廣田　一仁 介護老人保健施設

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 濱野　美奈 大阪厚生年金病院

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 金光　聖哲 神戸大学医学部附属病院

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 髙田　耕二 医療法人　愛和会　金沢病院

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 岩本　善嵩 伊丹恒生脳神経外科病院

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 金谷　蔵人 三木山陽病院

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 向原　徹 神戸大学医学部附属病院　

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 高瀬　信尚 神戸大学医学部附属病院　

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 南　陽介 神戸大学医学部附属病院　

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 祖父江　慶太郎 神戸大学医学部附属病院　

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 宮地　千尋 医療法人　明倫会　本山リハビリテーション病院

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 今西　達也 神戸大学医学部附属病院　

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 大幡　真也 神戸大学医学部附属病院　

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 鷹津　英 神戸大学医学部附属病院　

9月22日(日）・23日(月） 神戸大学医学部附属病院 奥本　聡 北都病院

11月9日(土）・10日(日） 県立がんセンター 山本　佳宣 兵庫県立がんセンター

11月9日(土）・10日(日） 県立がんセンター 阿部　紘一郎 兵庫県立加古川医療センター

11月9日(土）・10日(日） 県立がんセンター 久島　健之 兵庫県立淡路医療センター

11月9日(土）・10日(日） 県立がんセンター 前川　陽子 神戸医療センター

11月9日(土）・10日(日） 県立がんセンター 奥田　祐亮 兵庫県立がんセンター

11月9日(土）・10日(日） 県立がんセンター 保本　卓 豊中市立豊中病院



11月9日(土）・10日(日） 県立がんセンター 横山　直己 兵庫県立がんセンター

11月9日(土）・10日(日） 県立がんセンター 富永　正寛 兵庫県立がんセンター

11月9日(土）・10日(日） 県立がんセンター 田島　翔子 兵庫県立がんセンター

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 川本　晋一郎 神戸大学医学部附属病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 濱見　　學 浜見泌尿器科

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 角井　健太 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 三木　生也 兵庫県立がんセンター

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 牧　　淳彦 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 竹村　知容 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 嶋田　雅俊 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 山道　　深 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 遠藤　和夫 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 原　　秀憲 はらクリニック

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 爲金　　現 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 楠田　雄司 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 木村　利幸 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 竹本　有里 西宮市立中央病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 坂本　沙織 西宮市立中央病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 平山　貴視 神戸赤十字病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 梅田　　誠 兵庫県立尼崎病院

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 蓼原　　瞬 兵庫県立がんセンター

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 濵田　健輔 西神戸医療センター

11月23日(土）・24日(日） 県立尼崎病院 入谷　啓介 兵庫県立がんセンター

1月25日(土）・26日(日） 近畿中央病院 有田　憲生 近畿中央病院

1月25日(土）・26日(日） 近畿中央病院 高見　宏 近畿中央病院

1月25日(土）・26日(日） 近畿中央病院 上田　順二 近畿中央病院

1月25日(土）・26日(日） 近畿中央病院 尾都野　一刀 近畿中央病院

1月25日(土）・26日(日） 近畿中央病院 小山　真揮枝 近畿中央病院

1月25日(土）・26日(日） 近畿中央病院 西村　恭雄 上ヶ原病院

1月25日(土）・26日(日） 近畿中央病院 牧尾　健史 大阪大学医学部付属病院

1月25日(土）・26日(日） 近畿中央病院 田坂　佳資 西神戸医療センター

1月25日(土）・26日(日） 近畿中央病院 井上　貴裕 西神戸医療センター

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 松本　佑介 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 千田　永理 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 浅利　建吾 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 草間　俊行 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 三浦　徹也 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 上野　泰 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 山村　愛 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 阿部　京介 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 志智　大城 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 曽根　尚彦 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 山脇　緑 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 三浦　晋 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 小柴　孝友 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 岩本　典子 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 濱田　水鈴 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 岡　成光 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 末松　佳奈 神鋼病院

1月18日(土）・19日(日） 神鋼病院 前川　嵩太 神鋼病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 伊阪　大二 市立芦屋病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 石本　俊介 関西労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 裏辻　悠子 神戸労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 賀川　義規 関西労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 桂　宜輝 関西労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 桑鶴　知一郎 関西労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 後藤　精司 医療法人 社団三輝会 後藤医院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 向坂　英樹 関西労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 清水　華子 兵庫県立塚口病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 髙松　典子 尼崎医療生協病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 樽谷　勝仁 近畿中央病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 土居　哲 関西労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 新田　佳苗 関西労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 平井　崇士 関西労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 藤末　洋 医療法人社団 雄敬会 藤末医院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 松岡　裕大 関西労災病院

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 山根　広之 山根内科クリニック

3月2日(日）・9日(日） 関西労災病院 吉水　祥一 関西労災病院


