
日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 前田　裕斗 神戸市立医療センター中央市民病院・産婦人科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 末廣　篤 京都大学附属病院・耳鼻咽喉科頭頸部外科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 吉元　孝一 神戸市立医療センター中央市民病院・整形外科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 谷口　洋平 神戸市立医療センター中央市民病院・消化器内科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 谷池　直樹 神戸市立医療センター中央市民病院・歯科口腔外科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 前田　圭吾 神戸市立医療センター中央市民病院・歯科口腔外科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 藪下　知宏 神戸市立医療センター中央市民病院・血液内科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 堀田　怜 神戸市立医療センター中央市民病院・循環器内科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 伯田　琢郎 神戸市立医療センター中央市民病院・糖尿病内分泌内科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 乜　　也 神戸市立医療センター中央市民病院・形成外科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 堀内　一史 神戸市立医療センター中央市民病院・脳神経外科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 伊達　直希 神戸市立医療センター中央市民病院・呼吸器外科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 藤倉　航平 神戸市立医療センター中央市民病院・臨床病理科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 齊田　浩二 神戸市立医療センター中央市民病院・耳鼻咽喉科頭頸部外科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 豊永　啓翔 神戸市立医療センター中央市民病院・消化器内科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 緒方　貴次 神戸市立医療センター中央市民病院・腫瘍内科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 三村　直哉 神戸市立医療センター中央市民病院・神経内科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 松原　孝明 神戸市立医療センター中央市民病院・外科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 岡村　章平 神戸市立医療センター中央市民病院・麻酔科

平成28年４月16日(土)・17日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 前田　紘奈 神戸市立医療センター中央市民病院・臨床病理科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 青山　祐樹 姫路赤十字病院・内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 井上　翔太郎 姫路赤十字病院・臨床研修部

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 香川　英俊 姫路赤十字病院・内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 河合　清日 姫路赤十字病院・産婦人科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 佐々木　惇 姫路赤十字病院・歯科口腔外科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 立花　宏太 姫路赤十字病院・臨床研修部

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 玉城　雅史 姫路赤十字病院・整形外科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 内藤　洋一郎 姫路赤十字病院・循環器内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 難波　真太郎 姫路赤十字病院・内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 乘金　精一郎 姫路赤十字病院・放射線科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 藤井　寛之 姫路赤十字病院・臨床研修部
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日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 藤尾　栄起 姫路赤十字病院・循環器内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 藤本　卓也 姫路赤十字病院・外科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 水谷　尚雄 姫路赤十字病院・外科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 望月　直矢 姫路赤十字病院・内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 山下　真依 姫路聖マリア病院・臨床研修

平成28年5月21日(土)･22日(日) 姫路赤十字病院 山中　龍太郎 姫路赤十字病院・内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 林　紀夫 関西労災病院・消化器内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 赤坂　浩司  赤坂クリニック内科､血液腫瘍内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 錦織　英知  神鋼記念病院外科､大腸骨盤外科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 伊賀　順平  関西労災病院耳鼻咽喉科､頭頸部外科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 水本　塁  関西労災病院消化器内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 畑　陽介  関西労災病院循環器内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 辻　朱紀  関西労災病院循環器内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 湯川　芳郎  関西労災病院臨床研修医

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 桑原　隆一  関西労災病院外科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 川端　岳  関西労災病院泌尿器科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 田口　功  関西労災病院泌尿器科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 山本　夏希  関西労災病院臨床研修医

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 今村　宏輝  関西労災病院臨床研修医

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 遠矢　圭介  関西労災病院臨床研修医

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 松田　祥宏  関西労災病院循環器内科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 黒田　秀樹  関西労災病院臨床研修医

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 秋山　泰樹  関西労災病院外科

平成28年5月21日(土)･22日(日) 関西労災病院 後藤　摩耶子  関西労災病院産婦人科

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 清水　義文 宝塚市立病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 中山　真紀 宝塚市立病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 沖本　智昭 兵庫県立粒子線医療センター

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 志村　雄飛 ＪＣＨＯ大阪病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 小倉　哲 医療法人社団　快癒会

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 池田　裕美枝 神戸市立医療センター中央市民病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 藤田　慎二郎 宝塚市立病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 小野寺　建介 医療法人社団　小野寺医院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 菊地　珠希 宝塚市立病院



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 桑島　琢允 三田市民病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 濵田　哲宏 宝塚市立病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 後藤　公男 高槻赤十字病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 加来　聡一朗 市立芦屋病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 宇多　優吾 宝塚市立病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 畑中　宏史 三田市民病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 森田　宏紀 六甲アイランド甲南病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 重本　理花 三田市民病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 中出　幸克 中出医院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 京田　一矩 宝塚市立病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 服部　剛士 宝塚市立病院

平成28年5月28日(土)･29日(日) 宝塚市立病院 脇野　耕一 宝塚医療生協　良元診療所

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 荒井　宏之 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 石津　賢一 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 上田　潤 神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 大﨑　　恵 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 北本　博規 神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 木下　啓太 神戸市立医療センター中央市民病院 腎臓内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 木下　裕規 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 桑原　佑典 神戸市立医療センター中央市民病院 救急科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 河野　裕之 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 嶋田　博樹 神戸市立医療センター中央市民病院 救急科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 城田　祥吾 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 武田　勇毅 神戸市立医療センター中央市民病院 麻酔科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 冨田　裕之 神戸市立医療センター中央市民病院 産婦人科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 濱田　航平 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 福島　政司 神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 堀内　大右 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 松岡　直樹 神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病・内分泌内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 松田　靖弘 神戸市立医療センター中央市民病院 心臓血管外科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 水野　敬介 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 南　　遼平　　　 神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 村上　　学 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 山口　尊 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 和田　将弥 神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 舛本　慧子 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 森　充広 神戸市立医療センター中央市民病院 　臨床研修センター

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 井上　幸治 神戸市立医療センター中央市民病院 泌尿器科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 佐々木　翔 神戸市立医療センター中央市民病院 腎臓内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 三木　宏志 三木内科・内科、循環器科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 佐伯　忠彦 製鉄記念広畑病院・耳鼻咽喉科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 藤井　隆 赤穂市民病院・循環器科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 田中　真 赤穂市民病院・研修医

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 水谷　直也 赤穂市民病院・研修医

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 高石　侑 赤穂市民病院・研修医

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 安井　裕美 赤穂市民病院・研修医

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 峯　昌啓 赤穂市民病院・研修医

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 田中　麗子 赤穂市民病院・研修医

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 河上　晋也 赤穂市民病院・心療内科・精神科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 山本　昭成 赤穂市民病院・研修医

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 橋本　真哉 赤穂市民病院・研修医

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 林　海輝 ＩＨＩ播磨病院・内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 瀬野　匡巳 せの内科クリニック・循環器科、内科、呼吸器科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 野田　万理 赤穂市民病院・内科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 桑山　雅行 公立宍粟総合病院・泌尿器科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 赤穂市民病院 福岡　正人 製鉄記念広畑病院・消化器外科、血管外科

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 有本　聡 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 泉　彩夏 神戸市立医療センター中央市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 大國　まりか 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 大月　直樹 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 梶本　裕人 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 勝盛　柚木子 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 上地　貴 五誓会　あさひ病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 小濱　みずき 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 鮫島　智大 姫路赤十字病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 髙岡　亮裕 神戸百年記念病院



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 髙成田　祐希 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 中馬　正志 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 長畑　洋司 長畑医院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 西村　公志 大阪府済生会茨木病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 畑森　裕之 神戸市立医療センター中央市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 原田　仁 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 東野　展英 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 平川　旭人 神戸市立医療センター西市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 増井　秀行 神戸市立医療センター中央市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 松岡　崇志 神戸市立医療センター中央市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 松崎　光博 神戸市立医療センター中央市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 松本　讓 神戸市立医療センター中央市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 三宅　秀明 浜松医科大学

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 向仲　佑美香 神戸市立医療センター中央市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 許沢　尚弘 神戸市立医療センター中央市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 山添　正敏 神戸市立医療センター西市民病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 吉田　卓矢 神戸大学医学部附属病院

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 吉田　正志 メディクス舞子クリニック

平成28年6月4日(土)･5日(日) 神戸大学医学部附属病院 和田　謙 サンスマイル診療所

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 坂田　隆造  神戸市立医療センター中央市民病院院長（心臓血管外科）

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 中北　麦  神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 大西　国夫  いこまクリニック院長（消化器内科）

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 大植　孝治  兵庫医科大学病院小児外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 銭谷　昌弘  兵庫医科大学病院小児外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 三好　康雄  兵庫医科大学病院乳腺・内分泌外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 岸本　圭互  岸本おはなクリニック院長（消化器外科）

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 山本　雅章  兵庫医科大学病院皮膚科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 永井　諒  兵庫医科大学病院皮膚科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 井上　裕香子  兵庫医科大学病院皮膚科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 伊藤　孝明  兵庫医科大学病院皮膚科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 園田　隆  明和病院腫瘍内科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 岩田　恵典  兵庫医科大学病院肝・胆・膵内科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 池田　直人  兵庫医科大学病院肝・胆・膵内科



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 楊　和典  兵庫医科大学病院肝・胆・膵内科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 由利　幸久  兵庫医科大学病院肝・胆・膵内科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 金村　晋吾  兵庫医科大学病院呼吸器内科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 小林　正弥  兵庫医科大学病院消化管内科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 西村　平八郎  兵庫医科大学病院消化管内科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 森下　大輔  兵庫医科大学病院消化管内科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 須川　敏光  兵庫医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 篠田　裕一朗  兵庫医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 赤澤　和之  兵庫医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 岡　直人  兵庫医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 黒田　一毅  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 西村　理宇  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 土井　裕美子  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 馬場　識至  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 黒住　日出夫  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 文　亜也子  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 八木　千佐子  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 石川　恵理  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 永井 貴子  兵庫医科大学病院麻酔科・疼痛制御科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 近藤 展行  兵庫医科大学病院呼吸器外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 中道 徹  兵庫医科大学病院呼吸器外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 古川 達也  兵庫医科大学病院眼科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 首藤 敦史  兵庫医科大学病院歯科口腔外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 中村　祐己  兵庫医科大学病院歯科口腔外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 上田　美帆  兵庫医科大学病院歯科口腔外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 玉岡　丈二  兵庫医科大学病院歯科口腔外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 荒木　華子  兵庫医科大学病院歯科口腔外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 福田　章浩  兵庫医科大学病院呼吸器外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 松田　麻里子  兵庫医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 木村　慶  兵庫医科大学病院下部消化管外科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫医科大学病院 應田　義雄  兵庫医科大学病院消化管内科

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 赤松　義樹 赤松医院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 芦田　定 あしだ内科医院



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 荒賀　哲也 西神戸医療センター

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 柿崎　結美 兵庫県立柏原病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 小松　弘和 兵庫県立柏原病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 坂本　健一 さかもと医院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 鈴木　智大 兵庫県立柏原病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 竹田　淑恵 竹田医院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 辻本　誠長 兵庫県立柏原病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 新谷　潔 兵庫県立柏原病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 西村　哲範 姫路医療生活協同組合 共立病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 松本　正憲 兵庫県立柏原病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 三栖　卓也 兵庫県立柏原病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 美田　良保 三田市民病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 宮田　潮 兵庫県立柏原病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 山本　幸代 兵庫県立西宮病院

平成28年7月2日(土)･3日(日） 兵庫県立柏原病院 前田　晃央 ひだまりクリニック

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 中澤　浩志 姫路赤十字病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 田内　俊輔 明石医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 加藤　祥穂 加古川医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 平島　相治 神戸中央病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 河合　穂高 姫路赤十字病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 北瀬　裕敏 北瀬循環器科内科

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 常深　聡一郎 つねみ医院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 松本　藍 神戸中央病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 田村　証司 神戸中央病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 樋口　彰宏 彦坂病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 冨田　照見 真星病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 森川　輝久 明石市立市民病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 山田　明 北須磨病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 田中　宏和 加古川医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 石田　常之 春日病院

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 宇野　耕吉 神戸医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 三輪　陽一 神戸医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 本山　新 神戸医療センター



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 乾　義弘 神戸医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 中村　礼恵 神戸医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 衣笠　允雄 神戸医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 進藤　千尋 神戸医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 武田　晃子 神戸医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 小倉　佑太 神戸医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 若林　潤二 神戸医療センター

平成28年7月9日(土)･10日(日） 神戸医療センター 村井　佑輔 神戸医療センター

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 井口  基 市立西脇病院　脳神経外科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 伊藤  淳 市立西脇病院　整形外科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 片山　篤志 市立西脇病院　研修医

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 川　浩介 かわクリニック　内科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 小猿　恒志 市立西脇病院　皮膚科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 清水　真央 市立西脇病院　内科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 高取　健人 正峰会大山病院　消化器内科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 髙野　貴継 健会髙野内科　内科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 辰岡　沙織 市立西脇病院　研修医

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 土田　拓実 市立西脇病院　研修医

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 原田　昌明  みきやまリハビリテーション病院総合診療科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 外間　之貴 市立西脇病院　麻酔科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 三丸　敦洋 自衛隊阪神病院　外科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 森　智寿  みきやまリハビリテーション病院心療内科

平成28年8月6日(土)・7日(日) 西脇市立西脇病院 安田　矩明 市立西脇病院　研修医

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 平田　展也 姫路医療センター　内科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 金城　洋介 姫路医療センター　外科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 横井　陽子 姫路医療センター　内科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 小南　亮太 姫路医療センター　内科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 松岡　勝成 姫路医療センター　呼吸器外科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 門脇　志帆 姫路医療センター　研修医

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 髙田　知和 姫路医療センター　研修医

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 藤本　真由 姫路医療センター　研修医

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 兼本　洋介 姫路医療センター　研修医

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 赤路　啓 姫路医療センター　研修医



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 岩本　哲好 姫路医療センター　外科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 福岡　惠子 姫路医療センター　消化器内科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 髙橋　清香 姫路医療センター　内科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 熊田　早希子 姫路医療センター　呼吸器外科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 岩村　博史 姫路医療センター　泌尿器科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 長井　信二郎 姫路医療センター　呼吸器外科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 辻　博文 姫路医療センター　脳神経外科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 落合　智志 ツカザキ病院　消化器内科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 北村　寛之 ツカザキ病院　消化器内科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 清家　翔平 姫路医療センター　放射線科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 木村　彰吾 姫路赤十字病院　研修医

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 小松　弘明 姫路赤十字病院　心臓血管外科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 幡中　邦彦 姫路赤十字病院　循環器内科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 増田　拓郎 姫路赤十字病院　循環器内科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 牧野　琢丸 姫路赤十字病院　耳鼻咽喉科

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 山本　敬祐 製鉄記念広畑病院　研修医

平成28年9月3日(土)･4日(日) 姫路医療センター 黒木　茂信 製鉄記念広畑病院　研修医

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 川野　宏樹 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 日向　信之 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 南川　勉 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 田中　雄悟 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 千葉　公嗣 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 奥　幸樹 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 法華　大助 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 三好　園子 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 重村　克巳 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 四宮　瞳 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 江島　徳子 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 蔵満　薫 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 白井　寿行 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 河野　未樹 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 大塚　晴彦 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 星　奈美子 神戸大学医学部附属病院



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 出田　眞一郎 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 古閑　紀雄 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 藤井　那津美 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 鞆津　匡宏 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 松澤　惇 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 原　翔平 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 西川　遼 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 杉谷　諭奈 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 堀地　祐人 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 上中　美月 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 鰐渕　聡 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 平岡　佑二郎 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 木下　秘我 神戸大学医学部附属病院

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 鈴木　哲平 神戸医療センター

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 蔵川　拓外 神戸医療センター

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 中井　達也 神戸医療センター

平成28年9月3日(土)･4日(日) 神戸大学医学部附属病院 小坂　博志 神戸医療センター中央市民病院

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 吉崎　仁胤 兵庫県立淡路医療センター／皮膚科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 小川　聡 兵庫県立淡路医療センター／皮膚科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 山下　健太郎 兵庫県立淡路医療センター／循環器内科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 西本　華子 兵庫県立淡路医療センター

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 井上　貴裕 兵庫県立淡路医療センター／精神科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 木下　恵里沙 兵庫県立淡路医療センター

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 渡部　晃大 兵庫県立淡路医療センター／外科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 岡　頼子 兵庫県立淡路医療センター／麻酔科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 小坂　恭子 明石医療センター／総合内科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 河野　孝一朗 兵庫県立淡路医療センター／消化器内科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 國政　啓 兵庫県立淡路医療センター／呼吸器内科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 阪口　愛祐 明石医療センター／総合内科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 西坂　一馬 北野病院

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 孝橋　信哉 明石医療センター／総合内科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 近藤　友里子 兵庫県立淡路医療センター

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 伊井　邦雄 南淡路病院／内科



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 阪上　義雄 兵庫県立淡路医療センター／脳神経外科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 片山　直弥 平成病院／内科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 田中　浩之 兵庫県立淡路医療センター／泌尿器科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 金子　めぐみ 兵庫県立淡路医療センター／産婦人科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 津田　大輔 兵庫県立淡路医療センター／循環器内科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 山田　潤 兵庫県立淡路医療センター

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 原田　みどり 兵庫県立淡路医療センター

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 増田　重人 兵庫県立淡路医療センター／消化器内科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 曽山　みさを 兵庫県立がんセンター／乳腺外科

平成28年9月17日(土)･18日(日) 兵庫県立淡路医療ｾﾝﾀｰ 井上　琢海 兵庫県立淡路医療センター／循環器内科

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 雲井
クモイ

　一夫
カズオ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 長井
ナガイ

　和之
カズユキ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 長田
ナガタ

　駿一
シュンイチ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 鷲尾
ワシオ

　健
ケン

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 矢部
ヤベ

　慎二
シンジ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 小河
オガワ

　孝輔
コウスケ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 松浦
マツウラ

　正
マサ

徒
ト

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 猪股
イノマタ

　典子
ノリコ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 瀧本
タキモト

　郁
イク

久
ヒサ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 原田
ハラダ

　樹
シゲ

幸
ユキ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 三好
ミヨシ

　悠太郎
ユウタロウ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 奥
オク

小路
ショウジ

　明子
アキコ

西神戸医療センター

平成28年10月22日(土)･23日(日) 西神戸医療センター 長野
ナガノ

　紀也
ミチヤ

西神戸医療センター

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 宮　章博 隈病院・外科

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 岸本　裕充 兵庫医科大学病院・歯科口腔科学

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 桃園　宏之 神戸大学医学部・泌尿器科

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 澤田　茉美子 国立病院機構神戸医療センター・研修医

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 楢原　啓之 県立西宮病院・内科

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 安永　祐一 県立西宮病院・消化器病センター

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 泉山　一隆 県立西宮病院・放射線科

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 金城　友紘 県立西宮病院・研修医

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 瀧口　暢生 県立西宮病院・研修医

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 谷 優 県立西宮病院・研修医



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 谷口　マリア 県立西宮病院・研修医

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 中井　慈人 県立西宮病院・研修医

平成28年9月24日(土)･25日(日) 兵庫県立西宮病院 福田　俊悟 県立西宮病院・研修医

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 高橋　玲子 関西労災病院・皮膚科

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 北村　龍二 関西労災病院・口腔外科

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 北村　香奈子 関西労災病院・臨床研修医

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 三田　正樹  国立神戸医療センター・消化器内科

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 杉野　智子 姫路赤十字病院・産婦人科

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 村蒔　基次  兵庫県立尼崎総合医療センター・泌尿器科

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 北口　宏樹  桂クリニック・診療訪問・麻酔科

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 藤原　進 神戸大学　皮膚科

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 射手矢　侑大  医療法人幸人会田島クリニック・内科・整形外科・小児科

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 野﨑　高史 JCHO神戸中央病院・総合内科

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 古川　一隆 明和病院・救急科(外科)

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 大仲　慶 明和病院・臨床研修医

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 戎谷　信彦 明和病院・臨床研修医

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 高瀬　洪生 関西労災病院・臨床研修医

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 野﨑　謙吾 関西労災病院・臨床研修医

平成28年10月29日(土)･30日(日) 関西労災病院 藤田　祐也  大阪府立成人病センター・脳神経外科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 伊賀　真紀子 明石仁十病院内科・糖尿病内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 鈴木　雄二郎 神鋼記念病院呼吸器内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 八尾　昭久 県立がんセンター泌尿器科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 林　賢一 明石医療センター消化器内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 生田　由佳子 明石仁十病院消化器内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 井上　知久 井上外科胃腸科外科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 沖波　武 明石仁十病院泌尿器科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 佐久間　淑子 県立がんセンター病理診断科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 吉田　誠 吉田医院内科・呼吸器内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 戸田　美佐 明石仁十病院内科・糖尿病内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 河野　祐子 県立がんセンター呼吸器内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 小澤　一之 明石仁十病院内科・耳鼻咽喉科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 松本　瑠以子 姫路赤十字病院リハビリテーション科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 平崎　智士 平崎循環器内科クリニック内科・循環器内科



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 森田　圭一 県立こども病院小児外科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 前田　弘彰 県立がんセンター放射線診断科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 中村　靖 明石仁十病院消化器内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 西井　琢磨 県立がんセンター麻酔科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 藤原　絢子 姫路赤十字病院小児科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 新里　偉咲 西神戸医療センター免疫血液内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 北山　和道 県立がんセンター整形外科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 木田　和貴 西神戸医療センター泌尿器科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 櫻武　敬真 姫路赤十字病院　臨床研修医

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 大山　正人 県立がんセンター消化器外科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 伊藤　彰一 県立がんセンター呼吸器内科

平成28年11月5日(土)･6日(日) 兵庫県立がんセンター 大坪　大 県立がんセンター消化器外科

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 重成　憲爾  姫路医療生活協同組合共立病院・内科

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 和田　郁美  公立豊岡病院立豊岡病院・臨床研修医

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 坪野　充彦  公立豊岡病院立豊岡病院・外科

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 中溝　聡  兵庫県立淡路医療センター・脳神経外科

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 茂木　千聡  公立豊岡病院立豊岡病院・臨床研修医

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 山﨑　海成  公立豊岡病院立豊岡病院・臨床研修医

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 山ノ井　康二  公立豊岡病院立豊岡病院・産婦人科

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 三上　修司   一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院・循環器内科

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 上田　拓耶  公立豊岡病院立豊岡病院・臨床研修医

平成28年11月26日(土)･27日(日) 公立豊岡病院 田中　一寛  公立豊岡病院立豊岡病院・脳神経外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 北　祥男 兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 佐藤　幸人 兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 鈴木　尚子 兵庫県立尼崎総合医療センター　産婦人科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 渡邊　光正 兵庫県立尼崎総合医療センター　血液内科・腫瘍内科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 岩切　章太郎 兵庫県立尼崎総合医療センター　呼吸器外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 髙田　斉人 兵庫県立尼崎総合医療センター　小児外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 山田　耕作 兵庫県立尼崎総合医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 黒住　祐磨 兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 堀谷　亮介 兵庫県立尼崎総合医療センター　ER総合診療科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 牛塲　彩 兵庫県立尼崎総合医療センター　ER総合診療科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 平山　安見子 兵庫県立尼崎総合医療センター　呼吸器外科



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 森村　祐樹 兵庫県立尼崎総合医療センター　呼吸器外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 藤田　悠介 兵庫県立尼崎総合医療センター　外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 並川　実桜 兵庫県立尼崎総合医療センター　消化器内科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 甲田　一馬 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 前田　登史 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 佐野　翔平 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 菅　恵梨 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 岡　祥次郎 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 横川　暢 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 岡﨑　沙麗 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 辻本　泰貴 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 内山　奏 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 横山　浩子 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 中田　理佐 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 奥立　大樹 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 大久保　佑樹 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 大久保　万理江 兵庫県立西宮病院　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 県立尼崎総合医療センター 本　奈央 兵庫県立尼崎総合医療センター　研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 内田　孝宏 神戸大学医学部附属病院・呼吸器外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 酒井　秀都 神戸大学医学部附属病院・呼吸器外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 東南　杏香 神戸大学医学部附属病院・麻酔科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 丸口　勇人 神戸大学医学部附属病院・研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 渋谷　尚樹 神戸大学医学部附属病院・食道胃腸外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 福本　巧 神戸大学医学部附属病院・肝胆膵外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 川口　徹也 神戸大学医学部附属病院・産科婦人科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 髙橋　良輔 神戸大学医学部附属病院・産科婦人科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 竹内　仁一 神戸大学医学部附属病院・研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 武田　涼輔 神戸大学医学部附属病院・研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 丹生　健一 神戸大学医学部附属病院・耳鼻咽喉頭頸部外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 小松原　秀紀 JCHO　神戸中央病院・歯科口腔外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 前田　俊恒 神戸大学医学部附属病院・リハビリテーション部

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 酒井　新 神戸大学医学部附属病院・消化器内科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 松下　経 神戸大学医学部附属病院・手術部



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 江夏　徳寿 神戸大学医学部附属病院・泌尿器科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 綿越　健太 神戸大学医学部附属病院・歯科口腔外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 森上　聡子 神戸大学医学部附属病院・産科婦人科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 石原　伸朗 神戸大学医学部附属病院・研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 江崎　友美 神戸大学医学部附属病院・歯科口腔外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 浅井　雅敏 神戸大学医学部附属病院・歯科口腔外科

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 平野　愛紗 神戸大学医学部附属病院・研修医

平成28年11月19日(土)･20日(日) 神戸大学医学部附属病院 鈴木　泰明 神戸大学医学部附属病院・歯科口腔外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 宮本　優帆  兵庫医科大学病院肝・胆・膵内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 中村　智子  兵庫医科大学病院呼吸器内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 金田　好弘  兵庫医科大学病院リハビリテーション科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 川邊　睦記  兵庫医科大学病院歯科口腔外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 定兼　亜弓  兵庫医科大学病院歯科口腔外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 神田　修治  兵庫医科大学病院歯科口腔外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 富田　寿彦  兵庫医科大学病院消化管内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 田中　夏美  兵庫医科大学病院小児外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 三浦　昂  兵庫医科大学病院消化管内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 澤井　幸代  兵庫医科大学病院精神科神経科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 川谷　冴子  兵庫医科大学病院精神科神経科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 山口　恵理子  兵庫医科大学病院精神科神経科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 都井　渚  兵庫医科大学病院精神科神経科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 裵　正寛  兵庫医科大学病院肝・胆・膵外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 宮本　正喜  兵庫医科大学病院総合内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 赤木　直紀  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 井上　美奈子  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 木俵　米一  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 福本　篤史  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 本藤　宜嗣  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 吉田　真一郎  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 鴨田　信子  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 湯浅　翠  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 河本　悠  兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 田口　元博  兵庫医科大学病院泌尿器科



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 楊　東益  千船病院泌尿器科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 上田　友子  兵庫医科大学病院産科婦人科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 木村　知子  兵庫医科大学病院腎・透析内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 山本　清子  兵庫医科大学病院腎・透析内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 今川　礼子  兵庫医科大学病院歯科口腔外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 吉川　恭平  岸和田徳洲会病院歯科口腔外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 吉川　卓宏  兵庫医科大学病院リウマチ・膠原病内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 槇野　秀彦  兵庫医科大学病院リウマチ・膠原病内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 荻田　千愛  兵庫医科大学病院リウマチ・膠原病内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 三好　晶雄  兵庫医科大学病院糖尿病・内分泌・代謝内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 渡邉　佳穂里  兵庫医科大学病院糖尿病・内分泌・代謝内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 大東　真菜  兵庫医科大学病院糖尿病・内分泌・代謝内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 大杉　敬子  兵庫医科大学病院糖尿病・内分泌・代謝内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 助永　匡比古  兵庫医科大学病院糖尿病・内分泌・代謝内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 坂田　寛之  姫路赤十字病院外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 兵庫医科大学病院 坂本　峻  兵庫医科大学病院神経内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 髙田　尚哉 神鋼記念病院 総合内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 平野　智紀 神鋼記念病院　消化器内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 結縁　敬治 神鋼記念病院　　泌尿器科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 佐藤　克哉 神鋼記念病院　　泌尿器科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 結縁　幸子 神鋼記念病院　乳腺科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 藤代　早月 神鋼記念病院　　放射線治療科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 青山　有美 神鋼記念病院　研修医

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 井出　裕季子 神鋼記念病院　研修医

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 口分田　亘 神鋼記念病院　研修医

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 春原　大輔 神鋼記念病院　研修医

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 肘井　慧子 神鋼記念病院　研修医

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 山本　哲司 香川大学医学部附属病院 整形外科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 寺尾　秀一 加古川中央市民病院　消化器内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 中村　徹 加古川中央市民病院　放射線科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 井谷　智尚 西神戸医療センター　消化器内科

平成28年12月3日(土)･4日(日) 神鋼記念病院 前田　晃作 製鉄記念広畑病院　内科

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 磯野　路善 兵庫医科大学病院 卒後臨床研修センター



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 今田　絢子 兵庫医科大学病院 卒後臨床研修センター

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 梶浦　晋司 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研修センター

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 片山　宜郎 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研修センター

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 川崎　翠 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研修センター

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 木澤　薫 近畿中央病院 耳鼻咽喉科

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 北野　翔一 神戸市立医療センター中央市民病院 外科

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 重坂　光二 兵庫医科大学病院 卒後臨床研修センター

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 田村　亮太 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研修センター

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 辻･･坂　勇太 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研修センター

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 中野　由美子 神戸低侵襲がん医療センター 放射線科

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 牧田　哲幸 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研修センター

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 桝田　崇一郎 神戸市立医療センター中央市民病院 整形外科

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 宮田　智弘 西神戸医療センター 研修医

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 山下　修司 神戸市立医療センター西市民病院 呼吸器内科

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 山田　翔 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研修センター

平成28年12月17日(土)･18日(日) 神戸市立医療センター中央市民病院 山本　覚 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床研修センター

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 稲葉　洋子 神戸掖済会病院泌尿器科、透析科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 丸山　勝也 大澤病院　内科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 櫻井　稔泰 西神戸医療センタ－呼吸器内科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 太田　匠悟 西神戸医療センタ－　研修医

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 黒田　一範 姫路聖マリア病院　研修医

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 津田　桂子 姫路聖マリア病院　研修医

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 武縄　　淳 高槻赤十字病院泌尿器科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 橘　　進彰 加古川中央市民病院歯科口腔外科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 佐古田　洋子 加古川医療センタ－乳腺外科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 千草　壽々子 加古川医療センタ－麻酔科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 日野　泰久 加古川医療センタ－糖尿病・内分泌内科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 﨏本　喜雄 加古川医療センタ－消化器内科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 大場　健史 加古川医療センタ－泌尿器科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 白川　　裕 加古川医療センタ－消化器内科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 八木　佑加子 加古川医療センタ－緩和ケア内科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 片岡　　俊哉 加古川医療センタ－循環器内科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 廣畑　成也 加古川医療センタ－消化器内科



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 盛房　　槙子 加古川医療センタ－　研修医

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 西村　真人 県立淡路医療センタ－　研修医

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 山田　裕二 県立尼崎総合医療センタ－泌尿器科

平成28年12月10日(土)･11日(日) 兵庫県立加古川医療センター 青木　光 県立尼崎総合医療センタ－　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 田中　麻理 西宮市立中央病院（初期研修医）

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 鬣　瑛 西宮市立中央病院（初期研修医）

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 福田　空 西宮市立中央病院（初期研修医）

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 八木田　隼啓 西宮市立中央病院（初期研修医）

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 山田　あゆ 神戸市立医療センター中央市民病院（初期研修医）

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 林　克磨 神戸市立医療センター中央市民病院（初期研修医）

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 米ケ田　真之介 神戸市立医療センター中央市民病院（初期研修医）

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 由井　光子 神戸市立医療センター西市民病院　耳鼻咽喉科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 辛　龍文 こうべ神経内科ホームクリニック

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 山村　悠大 西神戸医療センター　耳鼻咽喉科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 坂東 憲司 明和病院　呼吸器内科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 田中　由希奈 明和病院　（初期研修医）

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 中西　貴士 明和病院　（初期研修医）

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 松原　千里 市立豊中病院　麻酔科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 角田　紗保里 兵庫県立がんセンター　婦人科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 大野　木之香 兵庫県立がんセンター　皮膚科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 西宮市立中央病院 三浦　弓佳 尼崎医療生協病院　ＣＦＭＤﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｰ近畿　家庭医専攻医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 江木　盛時 神戸大学医学部附属病院　麻酔科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 押切　太郎 神戸大学医学部附属病院　食道胃腸外科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 秋山　真吾 神戸大学医学部附属病院　食道胃腸外科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 福岡　英志 神戸大学医学部附属病院　食道胃腸外科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 小寺　卓 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 生間　友季子 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 大西　章仁 神戸大学医学部附属病院　放射線科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 北山　翠 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 松本　学 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 木村　恭子 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 矢野　翔也 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 小川　悟史 神戸大学医学部附属病院　泌尿器科



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 岡本　隼樹 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 片山　義雄 神戸大学医学部附属病院　血液内科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 川野　佑輝 神戸大学医学部附属病院　消化器内科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 石村　武志 神戸大学医学部附属病院　泌尿器科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 福田　輝雄 神戸大学医学部附属病院　泌尿器科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 吉田　俊彦 神戸大学医学部附属病院　肝胆膵外科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 山下　祐司 神戸大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 西本　華子 神戸大学医学部附属病院　リハビリテーション部

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 小路田　泰之 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 松尾　圭朗 神戸大学医学部附属病院　放射線腫瘍科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 橋本　慎吾 神戸大学医学部附属病院　リハビリテーション部

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 松本　高典 神戸大学医学部附属病院　呼吸器外科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 古川　竜也 神戸大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 田中　恵里加 神戸大学医学部附属病院　産科婦人科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 天野　利香 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 喜村　友花里 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 八谷　奈苗 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 中川　明美 神戸大学医学部附属病院　麻酔科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 小田　晃廉 神戸大学医学部附属病院　泌尿器科

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 川口　亜記 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 井上　聖也 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 林　優介 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 丸大　満 神戸大学医学部附属病院　研修医

平成29年1月28日(土)・29日(日) 神戸大学医学部附属病院 竹森　俊幸 神戸大学医学部附属病院　整形外科

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 出口　均 近畿中央病院 免疫内科

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 末光　聡子 近畿中央病院　腎臓内科

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 暮部　裕之 近畿中央病院　呼吸器内科

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 中川　真理 近畿中央病院　腎臓内科

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 松本　大輝 近畿中央病院　研修医

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 中坪　大亮 近畿中央病院　研修医

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 吉本　崇典 近畿中央病院　研修医

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 仁和　浩貴 兵庫医科大学病院　上部消化器外科

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 大西　友佑子 豊中市立豊中病院　精神科



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成29年1月21日(土)・22日(日) 近畿中央病院 白川　透 豊中市立豊中病院　研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 石原　敦 医療法人三栄会ツカザキ病院　外科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 菅　もも子 三田市民病院　消化器内科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 池田　敦史 三田市民病院　消化器内科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 上宮　健太郎 市立伊丹病院　泌尿器科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 金子　雄 市立伊丹病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 栗原　拓也 市立伊丹病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 近藤　聖子 市立伊丹病院　放射線科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 佐竹　真 市立伊丹病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 仲田　庄志 市立伊丹病院　呼吸器外科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 宮沢　顕輝 市立伊丹病院　老年内科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 横内　隆 市立伊丹病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 前田 真吾 市立伊丹病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 小川　勝洋 市立伊丹病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 橋本 和樹 市立伊丹病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 杉野 仁美 市立伊丹病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 廣海 汐理 市立伊丹病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 向江 翔太 神戸大学医学部附属病院　臨床研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 小南 裕明 神戸労災病院　外科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 邱 智前 製鉄記念広畑病院　初期研修医

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 大塚　俊宏 大阪医科大学付属病院　皮膚科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 阿部　友太朗 大阪府立成人病センター　肝胆膵内科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 黒河内 和貴 島根大学医学部総合医療学講座・大田総合医育成センター

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 柏木　聡 尼崎医療生協病院　リウマチ科医長

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 桝井　敦史 市立伊丹病院　歯科口腔外科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 松宮　由香 明和病院　歯科口腔外科

平成29年2月11日(土)･12日(日) 市立伊丹病院 芝辻　豪士 医療法人社団　関田会　ときわ病院　歯科口腔外科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 鈴木　志保  加古川中央市民病院内科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 金澤　健司  加古川中央市民病院総合内科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 古松　恵介  加古川中央市民病院消化器内科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 石原　広之  加古川中央市民病院神経内科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 髙松　学  加古川中央市民病院消化器外科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 上野　公彦  加古川中央市民病院消化器外科



日時 主催者病院名 氏名 所属

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 谷　孝文  加古川中央市民病院消化器外科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 福井　慶介  加古川中央市民病院消化器外科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 岩永　幸一郎  加古川中央市民病院呼吸器外科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 岩田　帆波  加古川中央市民病院呼吸器内科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 辻　和志  加古川中央市民病院歯科口腔外科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 中西　洋介  加古川中央市民病院歯科口腔外科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 大河原　悠介 加古川中央市民病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 犬養　純子 加古川中央市民病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 平位　恵梨 加古川中央市民病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 井上　綾華 加古川中央市民病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 栖田　園子 加古川中央市民病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 小川　令 加古川中央市民病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 戸邉　泰将 加古川中央市民病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 樫原　咲 加古川中央市民病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 北角　英晶 加古川中央市民病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 松尾　容子  兵庫県立がんセンター乳腺外科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 井上　達也  製鉄記念広畑病院外科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 武木田　茂樹  製鉄記念広畑産婦人科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 井上　由子  神戸大学医学部附属病院放射線腫病科

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 田中　太郎 製鉄記念広畑病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 町田　怜央 神戸大学医学部附属病院

平成29年2月25日(土)･26日(日) 加古川中央市民病院 松岡　和子  兵庫県立がんセンター婦人科


