
番号 参加者氏名 医療機関名 郵便番号 所在地

1 藤田　満 藤田医院 658-0014 神戸市東灘区北青木３－４－２０

2 神本　博勝 神本内科医院 658-0053 神戸市東灘区住吉宮町３－１－３

3 滝本　和雄 東神戸病院 658-0051 神戸市東灘区住吉本町１－２４－１３

4 大森　靖弘 六甲アイランド甲南病院 658-0032 神戸市東灘区向洋町中２－１１

5 北垣　一成 六甲アイランド甲南病院 658-0032 神戸市東灘区向洋町中２－１１

6 大西　祐子 うすき医院 657-0035 神戸市灘区友田町４－４－７

7 安藤　章文 六甲病院 657-0022 神戸市灘区土山町５－１

8 森　琢磨 森クリニック 657-0846 神戸市灘区岩屋北町３－２－１６

9 三好　喬 春日野会病院 651-0054 神戸市中央区野崎通４－１－２

10 西原　德文 にしはらクリニック 651-0056 神戸市中央区熊内町1-8-17

11 藤本　俊 藤本内科クリニック 650-0046 神戸市中央区港島中町2-1-12　北埠頭ビル2F

12 黄地　政則 黄地内科クリニック 650-0012 神戸市中央区北長狭通４－４－１８

13 南　和光 小沢医院 650-0004 神戸市中央区中山手通７－２３－１６

14 塩　せいじ 神鋼記念病院 651-0072 神戸市中央区脇浜町１‐4‐47

15 松田　耕作 三菱神戸病院 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通６－１－３４

16 田代　充生 三菱神戸病院 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通６－１－３４

17 島田　隆男 神戸百年記念病院 652-0855 神戸市兵庫区御崎町１－９－１

18 近藤　幹 甲北病院 651-1313 神戸市北区有野中町1-18-36

19 佐藤　芳子 新須磨クリニック 654-0046 神戸市須磨区村雨町５－１－４

20 井上　真也 井上クリニック 654-0162 神戸市須磨区神の谷２－１５－２

21 川　浩介 かわクリニック 655-0044 神戸市垂水区舞子坂3-16-12

22 金城　東浩 北畠内科 655-0032 神戸市垂水区星が丘1-4-19

23 中山　剛 なかやま診療所 651-2253 神戸市西区平野町向井53 

24 佐伯　啓三 みどり病院 651-2133 神戸市西区枝吉１－１６

25 吉田　輝夫 よしだ内科診療所 651-2276 神戸市西区春日台3-3-20

26 島田　真 尼崎医療生協病院 661-0033 尼崎市南武庫之荘12-16-1

27 勝二　名央子 岡本医院 661-0035 尼崎市武庫之荘1-22-11

28 大井　直子 小川医院 660-0083 尼崎市道意長4-40-3

29 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

30 日下　泰徳 くさか医院 661-0953 尼崎市東園田町6-104-10

31 高橋　洋二 高橋内科 660-0814 尼崎市杭瀬本町1-9-21

32 萩原　秀紀 関西労災病院 660-0064 尼崎市稲葉荘３－１－６９

33 三宅　淳史 三宅医院 661-0982 尼崎市食満５－１４－１

34 大野　秀規 大藤診療所 660-0862 尼崎市開明町２－４３

35 四元　百合子 白井医院 660-0051 尼崎市東七松町１－９－１８

36 宋　泰成 兵庫県立尼崎総合医療センター 660-8550 尼崎市東難波町二丁目17番77号

37 鈴木　典男 鈴木クリニック 661-0013 尼崎市栗山町２－１３－１

38 中田　雅之 野村医院 660-0823 尼崎市大物町1-9-25

39 大江　与樹子 上ヶ原病院 662-0884 西宮市上ヶ原十番町１－８５

40 坂尾　将幸 さかお内科消化器内科 662-0025 西宮市北名次町11-15

41 相馬　猛 相馬胃腸科医院 663-8204 西宮市高松町11-10

42 船本　全信 ふなもとクリニック 663-8165 西宮市甲子園浦風町７－１３

43 川添　智太郎 明和病院 663-8186 西宮市上鳴尾町4-31

44 池田　直人 兵庫医科大学病院 663-8131 西宮市武庫川町１－１

45 高嶋　智之 兵庫医科大学病院 663-8131 西宮市武庫川町１－１

46 本田　泰啓 本田医院 664-0855 伊丹市御願塚1丁目5-20

47 芦田　卓也 伊丹恒生脳神経外科病院 664-0028 伊丹市西野1-300-1

48 大橋　修 大橋クリニック 664-0028 伊丹市西野3-258

49 林　宗茂 林医院 664-0023 伊丹市中野西３－１３１

50 前田　憲男 けいしん内科クリニック 665-0874 宝塚市中筋7丁目95-4
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51 山﨑　之良 山﨑医院 665-0836 宝塚市清荒神2-20-27

52 中出　幸克 中出医院 665-0824 宝塚市金井町４－５４井上マンション１階

53 太田垣　裕子 宝塚市立病院 665-0827 宝塚市小浜４－５－１

54 大室　達也 宝塚第一病院 665-0832 宝塚市向月町１９－５

55 山口　晃良 協立病院 666-0016 川西市中央町１６番５号

56 市川　佐知子 協立病院 666-0016 川西市中央町16-5

57 加藤　恭一 協立病院 666-0016 川西市中央町16-5

58 新丸　博志 新丸クリニック 674-0095 明石市二見町西二見駅前4-3

59 兵頭　建樹 あさひ病院 673-0033 明石市林崎町２－１－３１

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

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

62 井垣　直哉 高砂市民病院 676-8585 高砂市荒井町紙町３３－１

63 廣末　好昭 高砂市民病院 676-8585 高砂市荒井町紙町３３－１

64 小出　亮 西脇市立西脇病院 677-0043 西脇市下戸田６５２－１

65 中川　雅史 ときわ病院 673-0541 三木市志染町広野５－２７１

66 伊東　俊夫 三木山陽病院 673-0501 三木市志染町吉田１２１３－１

67 藤井　郁三 三木山陽病院 673-0501 三木市志染町吉田１２１３－１

68 佐貫　毅 北播磨総合医療センター 675-1392 小野市市場町926-250

69 大瀬　貴之 北播磨総合医療センター 675-1392 小野市市場町926-250

70 堀井　幸恭 堀井内科医院 675-2113 加西市網引町５１８番地

71 中條　武彦 嬉野診療所 673-1421 加東市山国2014-239

72 坂本　泰三 坂本医院 673-1464 加東市上中３－２９

73 来栖　昌朗 くるす医院 671-1107 姫路市広畑区西蒲田37-１

74 市川　靖二 城陽江尻病院 670-0947 姫路市北条１丁目２７９ 

75 南堂　吉紀 製鉄記念広畑病院 671-1122 姫路市広畑区夢前町３丁目１番地

76 白石　一郎 ツカザキ記念病院 670-0053 姫路市南車崎１－５－５

77 深津　泰英 深津内科診療所 672-8035 姫路市飾磨区中島7

78 廣辻　紀子 藤井内科クリニック 670-0807 姫路市増位本町1-7-14

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

80 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

81 半田　佳彦 半田中央病院 678-0031 相生市旭３－２－１８

82 田淵　真彦 田渕内科医院 679-4129 たつの市龍野町堂本４８-5

83 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

84 味木　勝一 太子病院 671-1561 揖保郡太子町鵤３８７

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

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

87 塩貝　陽而 佐津診療所 669-6401 香美町香住区無南垣165

88 栖田　道雄 栖田内科 669-2321 篠山市黒岡１８４

89 籠重　昌弘 鮎原診療所 656-1313 洲本市五色町鮎原西１－１ 

90 児玉　和也 こだまクリニック 656-0101 洲本市納２１５－１

91 宋　桂子 大英診療所 555-0021 大阪市西淀川区歌島2-3-2


