
番号 参加者氏名 医療機関名 郵便番号 所在地

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

2 水間　美宏 東神戸病院 658-0051 神戸市東灘区住吉本町1-24-13

3 三浦　永充 三浦内科クリニック 658-0015 神戸市東灘区本山南町9-7-26

4 松田　康章 まつだ内科クリニック 658-0072 神戸市東灘区岡本１－６－１２

5 川北　直人 川北クリニック 658-0084 神戸市東灘区甲南町３－９－８

6 森垣　驍　 森垣胃腸科外科 658-0047 神戸市東灘区御影１丁目１２番９号

7 瀧口　安彦 瀧口クリニック 658-0027 神戸市東灘区青木５－２－１７

8 澁谷　浩二 住吉川病院 658-0084 神戸市東灘区甲南町5-6-7

9 澁谷　浩司 住吉川病院 658-0084 神戸市東灘区甲南町5-6-7

10 森野　隆広 住吉川病院 658-0084 神戸市東灘区甲南町5-6-7

11 冨田　周介 冨田クリニック 658-0011 神戸市東灘区森南町1-12-19

12 木本　直哉 きもと内科クリニック 657-0845 神戸市灘区岩屋中町4-2-7シマブンビルBBプラザ3F

13 藤井　正俊 神戸赤十字病院 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３番１号

14 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

15 中山　志郎 中山内科リウマチ・アレルギー科 650-0044 神戸市中央区東川崎町１－７－４

16 松尾　玲子 岡川医院 651-0095 神戸市中央区旭通４－１－３８

17 塚野　豊彦 三聖病院 651-0094 神戸市中央区琴ノ緒町4-2-5

18 林　宏樹 神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町７丁目５番２号

19 塩見　優紀 神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町７丁目５番２号

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

21 鄭　浩柄 神戸市立医療センター中央市民病院 650-0047 神戸市中央区港島南町２－１－１

22 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

23 多田　秀敏 川崎病院 652-0042 神戸市兵庫区東山町3‐3‐1

24 于　志峰 川崎病院 652-0042 神戸市兵庫区東山町3‐3‐1

25 福島　豊実 神戸アドベンチスト病院 651-1321 神戸市北区有野台８－４－１

26 久木田　和夫 神戸アドベンチスト病院 651-1321 神戸市北区有野台８－４－１

27 坂下　正典 坂下内科消化器科 651-1121 神戸市北区星和台6-28-4

28 小山　晋太郎 ほくと記念こやまクリニック 651-1143 神戸市北区山田町下谷上字梅木谷42-4

29 三田　正樹 社会保険神戸中央病院 651-1145 神戸市北区惣山町２－１－１

30 江原　重幸 江原内科クリニック 653-0843 神戸市長田区御屋敷通3-1-34

31 金　守良 神戸朝日病院 653-0801 神戸市長田区房王寺町3-5-25

32 清水　一也 神戸医療センター 654-0155 神戸市須磨区西落合３－１－１

33 佐藤　芳子 新須磨病院 654-0048 神戸市須磨区衣掛町３丁目１－１４

34 阿部　泰尚 阿部内科医院 654-0162 神戸市須磨区神の谷７-１-３

35 髙橋　知三郎 髙橋医院 655-0029 神戸市垂水区天ノ下町１－１－１７５

36 島津　敬 神戸掖済会病院 655-0004 神戸市垂水区学が丘１－２１－１

37 高橋　完治 高橋クリニック 655-0881 神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口707‐1

38 長畑　洋司 長畑医院 651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬８３８－４

39 水野　秀隆 水野クリニック 651-2224 神戸市西区秋葉台２－１４９－３９

40 藤見　忠生 ふじみ内科医院 651-2275 神戸市西区樫野台5‐4‐3

41 藤原　晃 藤原医院 651-2273 神戸市西区糀台４丁目７−４

42 瀧内　鳩子 滝内医院 661-0002 尼崎市塚口町１－１４－１

43 北村　輝男 北村クリニック 661-0002 尼崎市塚口町６－２０－１３

44 味元　秀樹 みもと内科クリニック 661-0001 尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内ﾓｰﾙ西Ｍ-181

45 藤野　隆興 阪神医生協診療所 661-0803 尼崎市長洲本通1-16-17

46 内藤　彰彦 内藤クリニック 661-0012 尼崎市南塚口町1-30-10

47 樫原　博史 西宮市立中央病院 663-8014 西宮市林田町8-24

48 鬣　瑛 西宮市立中央病院 663-8014 西宮市林田町8-24

49 鄭　漢龍 てい外科胃腸科 663-8165 西宮市甲子園浦風町16-35

50 飯尾　禎元 兵庫県立西宮病院 662-0918 西宮市六湛寺町１３－９
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51 横山　和武 横山クリニック 662-0946 西宮市荒戎町5番18号

52 松本　浩彦 松本クリニック 659-0086 芦屋市三条南町13-16　ソレイユ芦屋3F

53 冨永　幸治 冨永医院 659-0065 芦屋市公光町１０－２０

54 臼井　健郎 市立芦屋病院 659-8502 芦屋市朝日ヶ丘町３９－１

55 村山　洋子 市立伊丹病院 664-8540 伊丹市昆陽池1-100

56 筒井　秀作 市立伊丹病院 664-8540 伊丹市昆陽池1-100

57 伊原　啓雄 近畿中央病院 664-8533 伊丹市車塚３－１

58 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

59 田村　和民 田村胃腸科内科 665-0034 宝塚市小林５－４－１９

60 市川　佐知子 協立病院 666-0016 川西市中央町16-5

61 石井　洋光 石井病院 673-0881 明石市天文町１－５－１１

62 小原　一朗 石井病院 673-0881 明石市天文町１－５－１１

63 三村　卓也 兵庫県立がんセンター 673-0021 明石市北王子町１３－７０

64 吉田　昭雄 近藤内科胃腸科 674-0074 明石市魚住町清水151-4

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

66 名生　諭史 平崎内科循環器科クリニック 674-0081 明石市魚住町錦が丘4丁目7-2 中西駅前ビル3F 

67 織田　大介 加古川中央市民病院 675-8611 加古川市加古川町本町439

68 當銘　成友 加古川中央市民病院 675-8611 加古川市加古川町本町439

69 小林　哲夫 大西医院 675-0026 加古川市尾上町旭３丁目５８

70 髙田　政文 たずみ病院 675-0022 加古川市尾上町口里７９０－６６

71 長谷川　裕 はせがわ内科クリニック 675-0045 加古川市西神吉町岸100-11

72 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

73 木下　恵介 市立加西病院 675-2393 加西市北条町横尾1-13

74 坂本　泰三 坂本医院 673-1464 加東市上中３－２９

75 大竹　啓夫 加東市民病院 673-1451 加東市家原85

76 平野　淨子 城陽江尻病院 670-0947 姫路市北条１丁目２７９ 

77 綱島　武彦 綱島会厚生病院 670-0074 姫路市御立西４－１－２５

78 水野　修 水野内科医院 670-0011 姫路市坊主町５５ 

79 長野　秀信 井野病院 671-0102 姫路市大塩町汐咲１－２７

80 中村　晃 なかむら内科クリニック 670-0054 姫路市南今宿3-1-2階

81 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

82 大本　明義 赤穂中央病院 678-0241 赤穂市惣門町52-6

83 森　光樹 佐用共立病院 679-5301 佐用郡佐用町佐用1111番地

84 吉田　浩 クリニックよしだ 669-5215 朝来市和田山町枚田岡139-2

85 栖田　道雄 栖田内科 669-2321 篠山市黒岡１８４

86 髙見　啓央 髙見医院 669-4123 丹波市春日町多利１７９５－１

87 芦田　兆 芦田内科 669-3309 丹波市柏原町柏原3590

88 雜賀　聰 さいか医院 656-0045 洲本市木戸アグリ６８５

89 新井　憂 兵庫県立淡路医療センター 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-137

90 齊藤　雅文 斉藤内科クリニック 656-0405 南あわじ市榎列小榎列２０６－１

91 福原　正博 福原医院 656-0332 南あわじ市湊５６９－１

92 小笠　延昭 東浦平成病院 656-2311 淡路市久留麻1867


