
番号 参加者氏名 医療機関名 郵便番号 所在地

1 安藤　章文 六甲病院 657-0022 神戸市灘区土山町５－１

2 塚野　豊彦 三聖病院 651-0094 神戸市中央区琴ノ緒町4-2-5

3 田中　幸弘 たなかクリニック 650-0025 神戸市中央区相生町5-10-21相生ビル107

4 芦名　謙介 芦名医院 652-0816 神戸市兵庫区永沢町３－２－２２

5 新井　修 真星病院 651-1242 神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3

6 松尾　直仁 神戸協同病院 653-0041 神戸市長田区久保町２－４－７

7 津田　清 神戸協同病院 653-0041 神戸市長田区久保町２－４－７

8 牧野　哲哉 尾原病院 654-0121 神戸市須磨区妙法寺字荒打308-1

9 椎名　佳子 新須磨病院 654-0048 神戸市須磨区衣掛町３丁目１－１４

10 前田　達生 前田医院 651-2109 神戸市西区前開南町1-2-1市営地下鉄伊川谷駅ビル１Ｆ

11 木下　雅博 木下内科クリニック 651-2113 神戸市西区 伊川谷町有瀬字一の谷３０８－１

12 北逵　光史郎 きたつじクリニック 660-0054 尼崎市西立花町3-1-1

13 藤川　亮 藤川医院 660-0063 尼崎市大庄北４－１８－６

14 山前　浩一郎 やまさきファミリークリニック 660-0861 尼崎市御園町54　カーム尼崎3F

15 火置　登 阪神医生協診療所 661-0803 尼崎市長洲本通1-16-17

16 小西　長生 芦屋グランデクリニック 659-0071 芦屋市前田町3－5

17 田村　和民 田村胃腸科内科 665-0034 宝塚市小林５－４－１９

18 具　光成 ひかりクリニック 673-0878 明石市山下町８－１０

19 菊間　智征 明舞中央病院 673-0862 明石市松が丘4丁目1-32

20 小林　哲夫 大西医院 675-0026 加古川市尾上町旭３丁目５８

21 野﨑　豊 ノザキクリニック 675-0122 加古川市別府町別府９７８−１

22 野﨑　恵子 ノザキクリニック 675-0122 加古川市別府町別府９７８−１

23 岡田　寛史 兵庫県立加古川医療センター 675-8555 加古川市神野町神野203

24 三宅　一彰 みやけ内科クリニック 675-0066 加古川市加古川町寺家町303ニッケパークタウンクリニックモール加古川 2F

25 中田　邦也 中田医院 675-0101 加古川市平岡町新在家３－２８６－５

26 堀　公行 堀胃腸科外科 675-0017 加古川市野口町良野７９４－１

27 塩津　一男 塩津外科胃腸科 675-0104 加古川市平岡町土山字東山１－２０

28 高澤　一男 高砂市民病院 676-8585 高砂市荒井町紙町３３－１

29 三木　正敏 三木内科クリニック 675-1127 加古郡稲美町中一色青の井825-1

30 木村　祥子 西脇市立西脇病院 677-0043 西脇市下戸田６５２－１

31 宮田　恵吉 西脇市立西脇病院 677-0043 西脇市下戸田６５２－１

32 森田　須美春 三木山陽病院 673-0501 三木市志染町吉田１２１３－１

33 百々　まゆみ 栄宏会小野病院 675-1316 小野市天神町973番

34 堀井　幸恭 堀井内科医院 675-2113 加西市網引町５１８番地

35 芦田　久美代 加東市民病院 673-1451 加東市家原85

36 武地　美保 多可赤十字病院 679-1114 多可郡多可町中区岸上280

37 迫　順一 多可町国民健康八千代診療所 677-0105 多可町八千代区下村109-1

38 加古　雅子 阿佐美内科医院 670-0831 姫路市城見町72

39 大田　真路 大田医院 670-0081 姫路市田寺東２－２３－１

40 神頭　勝 神頭医院 670-0884 姫路市城北本町１６－１４

41 寒原　誠一 かんばら医院 670-0948 姫路市北条宮の町221

42 来栖　昌朗 くるす医院 671-1107 姫路市広畑区西蒲田37-１

43 石井　好之 姫路第一病院 671-0234 姫路市御国野町国分寺143

44 福本　淳 福本内科 670-0985 姫路市玉手3-62-1

45 松浦　伸郎 松浦診療所 671-2121 姫路市夢前町宮置232-7

46 丸尾　幸喜 丸尾外科医院 671-2103 姫路市夢前町前之庄2197-15

47 水野　修 水野内科医院 670-0011 姫路市坊主町５５ 

48 吉川　誠之 吉川内科医院 670-0083 姫路市辻井7-14-13 

49 森本　真輔 井野病院 671-0102 姫路市大塩町汐咲１－２７

50 花房　純弘 花房内科・消化器科 671-0234 姫路市御国野町国分寺649-8
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51 重成　憲爾 共立病院 670-0822 姫路市市川台３－１２

52 西村　哲範 共立病院 670-0822 姫路市市川台３－１２

53 川口　巧太郎 共立病院 670-0822 姫路市市川台３－１２

54 荻野　仁志 酒井病院 671-2216 姫路市飾西412-1

55 木村　研吾 酒井病院 671-2216 姫路市飾西412-1

56 仲井　常雄 酒井病院 671-2216 姫路市飾西412-1

57 大島　誠一郎 大島内科クリニック 672-8071 姫路市飾磨区構３丁目２３３

58 渡部　義則 日並内科外科医院 679-2131 姫路市香寺町犬飼５０２

59 上田　直樹 入江病院 672-8092 姫路市飾磨区英賀春日町２－２５

60 久保田　裕之 入江病院 672-8092 姫路市飾磨区英賀春日町２－２５

61 立花　光夫 姫路愛和病院 670-0974 姫路市飯田三丁目219番地の1 

62 池村　隆弘 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町68

63 村上　坤太郎 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町６８

64 福岡　惠子 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町６８

65 和泉　才伸 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町68

66 壺阪　真子 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町68

67 夜久　大晃 姫路医療センター 670-8520 姫路市本町68

68 笠原　明宣 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野６５０

69 澤田　幸子 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野６５０

70 塩見　耕平 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野６５０

71 深津　遥香 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野６５０

72 松本　眞一郎 松本内科クリニック 670-0876 姫路市西八代町９−２６

73 瀬尾　靖 せおクリニック 672-8002 姫路市北原266-1

74 藤川　泰博 藤川医院 679-2337 神崎郡市川町屋形５２０－１

75 森下　哲 とくなが病院 679-4109 たつの市神岡町東觜崎字鍵田473-5

76 仁科　慎一 赤穂中央病院 678-0241 赤穂市惣門町52-6

77 髙尾　雄二郎 赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広１０９０

78 勝谷　誠 赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広１０９０

79 正井　栄一 公立宍粟総合病院 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢９３番地

80 山城　有機 公立宍粟総合病院 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢９３番地

81 松森　正温 太子病院 671-1561 揖保郡太子町鵤３８７

82 織田　一弘 織田医院 679-5133 佐用郡佐用町三日月２８０－１

83 田頭　良章 佐用中央病院 679-5301 佐用郡佐用町佐用3529番地3

84 新美　百合子 しらゆり診療所 668-0022 豊岡市小田井町１７－７

85 上田　通雅 公立豊岡病院 668-8501 豊岡市戸牧1094番地

86 髙内　善 公立八鹿病院 667-0021 養父市八鹿町八鹿１８７８－１

87 三浦　治郎 上垣医院 669-5201 朝来市和田山町和田山４７

88 吉田　寛 洲本伊月病院 656-0014 洲本市桑間428

89 三木　隆彦 三木内科医院 656-0053 洲本市上物部1-2-9

90 藤井　貴子 東浦平成病院 656-2311 淡路市久留麻1867

91 有馬　範幸 有馬内科消化器科 656-2311 淡路市久留麻１９０７


