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氏名(五十音順）、所属施設、所在地を記載

あ 朝倉　徹 JCHO仙台南病院 宮城県

綾田　穣 医療法人社団あずま会 平安の森記念病院 静岡県

有本之嗣 須波宗斉会病院 広島県

い 飯田　武 地域医療機能推進機構　下関医療センター 山口県

石﨑淳子 ＪＡ広島総合病院 広島県

石田一彦 石田医院 宮城県

石田晋吾 津軽保健生活協同組合　健生病院 青森県

石塚　泉 石塚内科クリニック 滋賀県

伊東　徹 南薩ケアほすぴたる 鹿児島県

稲木英治 医仁会　中村記念病院 北海道

犬飼道雄 岡山済生会総合病院 岡山県

今枝博之 埼玉医科大学病院 埼玉県

今里　真 大分厚生連しおはま診療所 大分県

今本治彦 市立貝塚病院 大阪府

岩井孝史 北大阪ほうせんか病院 大阪府

岩井田智恵 介護付有料老人ホーム　光星苑 鹿児島県

う 上坂利絵子 東大阪生協病院 大阪府

上田　研 武蔵野赤十字病院 東京都

Wong Toh Yoon 広島医療生活協同組合　広島共立病院 広島県

お 大石英人 独立行政法人国立病院機構村山医療センター 東京都

大重和典 医療法人浩然会　指宿浩然会病院 鹿児島県

大嶋陽幸 東邦大学医療センター大森病院 東京都

大滝美恵 医療法人穂仁会　大滝病院 福井県

岡野　均 医療法人京真会岡野医院 京都府

岡山斉良 医療法人七徳会　大井病院 鹿児島県

小川滋彦 小川医院　 石川県

か 加藤智弘 東京慈恵会医科大学大学院 東京都

蟹江治郎 ふきあげ内科胃腸科クリニック 愛知県

金子哲也 わかば病院 群馬県

金田悟郎 独立行政法人国立病院機構 相模原病院　 神奈川県

き 菊地大輝 岩手医科大学付属病院 岩手県

菊地　勤 金沢西病院 石川県

北川泰久 東海大学医学部付属八王子病院 東京都

木村典夫 大綱白里市立国保大綱病院 千葉県

く 日下部俊朗 医療法人　東札幌病院 北海道

草間龍一 信愛医療療育センター 愛知県

久保朋子 医療法人　札幌清田病院 北海道

桑原和子 独)国立病院機構　新潟病院 新潟県

こ 小池智幸 東北大学病院 宮城県



合志　聡 新潟厚生連　上越総合病院 新潟県

古賀哲也 社会医療法人天陽会　中央病院 鹿児島県

児玉直美 医療法人善人会　市民の森病院 宮崎県

児玉佳之 佳生会 こだま在宅内科緩和ケアクリニック 北海道

小西英幸 京都府立医科大学大学院医学研究科 京都府

小濱博敏 ゆのもと記念病院 鹿児島県

駒込早苗 医仁会　中村記念病院 北海道

小松美和 すこやか医院 新潟県

さ 榊原年宏 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院 新潟県

佐藤貴幸 士別市立病院 北海道

佐藤雅子 大分健生病院 大分県

佐藤祐一 新潟県立吉田病院 新潟県

し 汐見幹夫 近畿大学医学部附属病院 大阪府

下地克正 沖縄メディカル病院 沖縄県

上甲秀樹 上甲外科クリニック 愛媛県

城本和明 イオンタウン田崎　総合診療クリニック 熊本県

す 末永　仁 医療法人惇慈会　日立港病院 茨城県

杉谷誠爾 湯布院病院 大分県

鈴木　裕 学校法人　国際医療福祉大学病院 栃木県

せ 瀬田真祐 北綾瀬駅前せたクリニック 東京都

た 平良明彦 津山中央記念病院 岡山県

妙中直之 一般財団法人　住友病院 大阪府

髙島元成 徳山医師会病院 山口県

高橋美香子 庄内医療生協　鶴岡協立病院 山形県

瀧藤克也 社会福祉法人恩賜財団　済生会有田病院 和歌山県

田中育太 高松市立みんなの病院 香川県

田中達也 伊万里有田協立病院 佐賀県

玉森　豊 大阪市立総合医療センター 大阪府

つ 塚越正章 こやぎ内科 群馬県

津川信彦 健生五所川原診療所 青森県

土田　茂 土田病院 北海道

で 出口隆造 東海大学医学部付属大磯病院 神奈川県

と 徳光誠司 医療法人社団綱島会　厚生病院 兵庫県

徳毛宏則 ＪＡ広島総合病院 広島県

戸丸悟志 利根中央病院 群馬県

冨澤勇貴 社団医療法人久仁会　内丸病院 岩手県

な 中井昭宏 ナカイ　クリニック 大阪府

中尾加代子 医療社団法人八千代会 メリィホスピタル 広島県

仲田恵子 土田病院 北海道

中村和巳 うしいけホームクリニック 群馬県

中村良一 医社）良優会　駒沢腎クリニック 東京都



に 西口幸雄 大阪市立十三市民病院 大阪府

西野圭一郎 村上記念病院 愛媛県

西山順博 医療法人　西山医院 滋賀県

西脇伸二 ＪＡ岐阜厚生連　西美濃厚生病院 岐阜県

の **匿名希望 大阪府

野﨑　晃 綱島会　厚生病院 兵庫県

は 畠山　元 盛岡赤十字病院 岩手県

花ヶ崎和夫 我孫子聖仁会病院 千葉県

林　達彦 新潟県厚生連村上総合病院 新潟県

春田祐郎 松尾内科病院 広島県

ひ 東　雅司 医療法人けやき会　東 病院 福岡県

引地拓人 福島県立医科大学附属病院 福島県

ふ 福田　俊 埼玉県立がんセンター 埼玉県

藤田昌明 東大阪生協病院 大阪府

藤盛修成 市立横手病院 秋田県

鮒田昌貴 ふなだ外科内科クリニック 三重県

ほ 細川直人 城東中央病院 大阪府

ま 前川隆文 医療法人高邦会　中央病院 福岡県

前田恒宏 橋本市民病院 和歌山県

前谷　容 東邦大学医療センター大橋病院 東京都

松田香純 さくら訪問看護ステーション 大阪府

松原康美 北里大学看護学部 神奈川県

松本敏文 国立病院機構　別府医療センター 大分県

松本昌美 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 奈良県

的場秀亮 社会医療法人　さいたま市民医療センター 埼玉県

み 三上公子 津軽保健生活協同組合　健生病院 青森県

宮内邦浩 あげお在宅医療クリニック 埼玉県

宮崎　卓 医療法人弘恵会ヨコクラ病院　 福岡県

三吉政道 独）国立病院機構　新潟病院 新潟県

む 村上晶彦 岩手県立宮古病院 岩手県

村上匡人 村上記念病院 愛媛県

村上恭紀 山梨厚生会　山梨厚生病院 山梨県

村田和弘 山口県立総合医療センター 山口県

村松博士 留萌市立病院 北海道

も 毛利郁朗 医療法人社団映寿会　みらい病院 石川県

望月弘彦 相模女子大学 神奈川県

元木由美 博愛記念病院 徳島県

森瀬昌樹 東芝林間病院 神奈川県

や 八木恵子 医療法人有誠会　手束病院 徳島県



矢野謙二 医療法人七徳会　大井病院 鹿児島県

山田圭子 愛生会山科病院 京都府

よ 吉田篤史 大船中央病院 神奈川県

吉野すみ 屋島総合病院 香川県

吉野浩之 群馬大学教育学部 群馬県

米田かおり 広島医療生活協同組合　広島共立病院 広島県

り 笠　健児朗 笠外科胃腸内科医院 福岡県

わ 鷲澤尚宏 東邦大学医療センター大森病院 東京都


