
中級認定者⼀覧   2022年4⽉1⽇現在 1478名
  ※都道府県ごとに五⼗⾳順掲載（所属施設名は本⼈記載名称のまま）

都道府県 ⽒名 所属施設名
1 北海道 ⻘⼭ 恵⾥佳 北海道⼤学病院
1 北海道 五⼗嵐 稔 釧路労災病院
1 北海道 ⽯本 莉奈 北⾒⾚⼗字病院
1 北海道 伊藤 早代 ⼿稲渓仁会病院
1 北海道 岩⽥ 和久 留萌市⽴病院
1 北海道 碓井 夏海 市⽴釧路総合病院
1 北海道 梅津 恵利菜 社会医療法⼈禎⼼会札幌禎⼼会病院
1 北海道 遠藤 浩児 国家公務員共済組合連合会⽃南病院
1 北海道 延藤 雅仁 王⼦総合病院
1 北海道 ⼤野 みどり 社会医療法⼈北楡会札幌北楡病院
1 北海道 岡本 志津⾹ 旭川医科⼤学病院
1 北海道 川名 利晃 市⽴札幌病院
1 北海道 川村 卓⽮ 釧路労災病院
1 北海道 ⼩⽯ 隆亨 総合病院伊達⾚⼗字病院
1 北海道 幸松 由佳 市⽴旭川病院
1 北海道 近藤 奈々海 国⽴病院機構北海道がんセンター
1 北海道 ⿑藤 桂⼦ 旭川⾚⼗字病院
1 北海道 ⿑藤 真美 北海道がんセンター
1 北海道 境 嘉奈美 ⼿稲渓仁会病院
1 北海道 佐藤 育美 製鉄記念室蘭病院
1 北海道 佐藤 昌克 函館五稜郭病院
1 北海道 佐藤 由季 北海道⼤学病院
1 北海道 重綱 沙耶 旭川厚⽣病院
1 北海道 清⽔ 歩 市⽴旭川病院
1 北海道 清⽔ 梨良 北海道勤労者医療協会勤医協中央病院
1 北海道 庄武 美加⼦ ⼩樽市⽴病院
1 北海道 鈴⽊ いづみ ⼿稲渓仁会病院
1 北海道 鈴⽊ 留奈 市⽴札幌病院
1 北海道 鷲⾒ 孝⼈ 国家公務員共済組合連合会⽃南病院
1 北海道 髙橋 志穂 王⼦総合病院
1 北海道 髙松 伸⾏ 北⾒⾚⼗字病院
1 北海道 ⼾⽥ 奈美絵 札幌医科⼤学附属病院
1 北海道 中川 ⼤輝 札幌医科⼤学附属病院
1 北海道 中塚 知⼦ NTT東⽇本札幌病院
1 北海道 中原 友紀 北⾒⾚⼗字病院
1 北海道 中⼭ 幸 深川市⽴病院
1 北海道 林 沙織 札幌医科⼤学附属病院
1 北海道 藤井 貴⽂ 北⾒⾚⼗字病院
1 北海道 藤⽥ 尚孝 市⽴室蘭総合病院
1 北海道 古川 真紀⼦ 社会医療法⼈⺟恋⽇鋼記念病院
1 北海道 逸⾒ 幸⼦ 旭川⾚⼗字病院
1 北海道 堀 りん⼦ 釧路労災病院
1 北海道 本⽥ 千晶 北海道⼤学病院
1 北海道 松嶋 ゆかり 砂川市⽴病院
1 北海道 ⼭⼝ 華代⼦ 北海道⼤学病院
1 北海道 ⼭⼝ ⼩百合 社会医療法⼈恵佑会札幌病院
1 北海道 ⼭崎 明美 札幌医科⼤学附属病院
1 北海道 吉井 寛⼦ 市⽴札幌病院
1 北海道 吉⽥ ⼀史 岩⾒沢市⽴総合病院
1 北海道 磯野 冬佳



都道府県 ⽒名 所属施設名
1 北海道 上⼾ 理恵
1 北海道 的場 美智⼦
1 北海道 他 21名   計73名

2 ⻘森県 椛本 祐 ⼋⼾⾚⼗字病院
2 ⻘森県 佐々⽊ 光 ⼋⼾⾚⼗字病院
2 ⻘森県 葛⻄ 憲⼦
2 ⻘森県 軍司 ⿇⼦
2 ⻘森県 他 9名   計13名

3 岩⼿県 芦 直⼦ 岩⼿県⽴⼤船渡病院
3 岩⼿県 熊坂 尚⼦ 岩⼿県⽴磐井病院
3 岩⼿県 永井 順⼦ 岩⼿県⽴釜⽯病院
3 岩⼿県 藤根 良江 岩⼿県⽴中央病院
3 岩⼿県 真下 純⼦ 岩⼿県⽴久慈病院
3 岩⼿県 ⽔堀 路⼦ 岩⼿県⽴久慈病院
3 岩⼿県 吉⽥ 誠⼀ 岩⼿県⽴中央病院
3 岩⼿県 吉⽥ 美保 岩⼿県⽴中央病院
3 岩⼿県 永⼭ 留美⼦
3 岩⼿県 名郷根 幸枝
3 岩⼿県 平野 留美⼦
3 岩⼿県 前川 江吏⼦
3 岩⼿県 他 8名   計20名

4 宮城県 相澤 絵⾥⾹ ⽯巻⾚⼗字病院
4 宮城県 ⼤沢 理恵 公益財団法⼈仙台市医療センター仙台オープン病院
4 宮城県 ⼤槻 みなみ ⼀般財団法⼈厚⽣会仙台厚⽣病院
4 宮城県 ⼤渕 明美 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構仙台医療センター
4 宮城県 ⼩野 茉⾐⼦ 東北医科薬科⼤学病院
4 宮城県 粕⾕ 遼太 坂総合病院
4 宮城県 栗原 誠 東北労災病院
4 宮城県 斎藤 雅博 気仙沼市⽴病院
4 宮城県 佐々⽊ 真理⼦ 東北⼤学病院
4 宮城県 佐々⽊ 祐⼦ ⼤崎市⺠病院
4 宮城県 佐藤 真⼸ 地⽅独⽴⾏政法⼈宮城県⽴病院機構宮城県⽴がんセンター
4 宮城県 佐藤 未沙 東北⼤学病院
4 宮城県 助川 素⼦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 仙台医療センター
4 宮城県 髙橋 早織 ⼤崎市⺠病院
4 宮城県 ⼾来 安⼦ 東北⼤学病院
4 宮城県 ⼭地 さやか ⽯巻⾚⼗字病院
4 宮城県 成澤 千代
4 宮城県 他 3名   計20名

5 秋⽥県 川⼝ 真由美 秋⽥県厚⽣農業協同組合連合会秋⽥厚⽣医療センター
5 秋⽥県 今野 和鶴⼦ ⼤館市⽴総合病院
5 秋⽥県 ⿑藤 真紀 JA秋⽥厚⽣連由利組合総合病院
5 秋⽥県 佐々⽊ あずさ 秋⽥県厚⽣農業協同組合連合会平⿅総合病院
5 秋⽥県 杉⼭ 良恵 秋⽥県厚⽣農業協同組合連合会秋⽥厚⽣医療センター
5 秋⽥県 鈴⽊ ⿇美 秋⽥県厚⽣農業協同組合連合会⼤曲厚⽣医療センター
5 秋⽥県 須⽥ 智美 秋⽥⼤学医学部附属病院
5 秋⽥県 髙橋 加奈 市⽴秋⽥総合病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
5 秋⽥県 ⽇景 朋⼦ ⼤館市⽴総合病院
5 秋⽥県 藤原 沙由理 秋⽥⾚⼗字病院
5 秋⽥県 松坂 幸⼦ 秋⽥県厚⽣農業協同組合連合会平⿅総合病院
5 秋⽥県 松橋 静⾹ 秋⽥県厚⽣農業協同組合連合会秋⽥厚⽣医療センター
5 秋⽥県 宮崎 真季 秋⽥⾚⼗字病院
5 秋⽥県 柳⽥ 美咲 秋⽥⾚⼗字病院
5 秋⽥県 ⼭⽥ 真梨⼦ 秋⽥⾚⼗字病院
5 秋⽥県 吉⽥ 美穂⼦ 秋⽥⼤学医学部附属病院
5 秋⽥県 渡部 志保 市⽴秋⽥総合病院
5 秋⽥県 斎藤 恵理⾹
5 秋⽥県 鈴⽊ 美幸
5 秋⽥県 他 6名   計25名

6 ⼭形県 阿部 佳⼦ ⾄誠堂総合病院
6 ⼭形県 伊藤 梢 地⽅独⽴⾏政法⼈⼭形県・酒⽥市病院機構⽇本海総合病院
6 ⼭形県 井上 亜希⼦ ⼭形県⽴新庄病院
6 ⼭形県 井上 浩⼦ ⼭形⼤学医学部附属病院
6 ⼭形県 鏡 聖良 ⼭形県⽴中央病院
6 ⼭形県 柏倉 夏枝 ⼭形市⽴病院済⽣館
6 ⼭形県 後藤 貴⼦ ⼭形⼤学医学部附属病院
6 ⼭形県 ⻑岡 恵 公⽴置賜総合病院
6 ⼭形県 峯村 純⼦ 公⽴置賜総合病院
6 ⼭形県 村上 元⼦ ⽇本海総合病院
6 ⼭形県 ⼭⼝ 聖⼦ 公⽴置賜総合病院
6 ⼭形県 他 2名   計13名

7 福島県 遠藤 恵美⼦ 公益財団法⼈星総合病院
7 福島県 菅野 信⼦ 公⽴⼤学法⼈福島県⽴医科⼤学附属病院
7 福島県 櫛⽥ 卓 ⼀般財団法⼈脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
7 福島県 熊⽥ 優美 福島県⽴医科⼤学附属病院
7 福島県 齋藤 ⼀平 ⼀般財団法⼈慈⼭会医学研究所付属坪井病院
7 福島県 佐藤 江美 ⼀般財団法⼈⽵⽥健康財団⽵⽥綜合病院
7 福島県 佐藤 せりあ ⼀般財団法⼈脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
7 福島県 関 達也 いわき市医療センター
7 福島県 ⾼⾕ 美恵⼦ （公財）寿泉堂綜合病院
7 福島県 橋本 美貴 ⼀般財団法⼈太⽥綜合病院附属太⽥⻄ノ内病院
7 福島県 原⽥ 仁稔 ⼀般財団法⼈慈⼭会医学研究所付属坪井病院
7 福島県 松浦 範⼦ 福島県⽴医科⼤学附属病院
7 福島県 遊佐 美⾹ ⼀般財団法⼈太⽥綜合病院附属太⽥⻄ノ内病院
7 福島県 遠藤 容⼦
7 福島県 ⾼橋 ⿇美
7 福島県 他 3名   計18名

8 茨城県 池⽥ 洋介 ⽇⽴総合病院
8 茨城県 稲⽊ 玲菜 ⽔⼾⾚⼗字病院
8 茨城県 宇佐美 秀樹 茨城県厚⽣農業協同組合連合会総合病院⼟浦協同病院
8 茨城県 ⼩坂部 聡⼦ ⽔⼾医療センター
8 茨城県 川野 裕⼀ 株式会社⽇⽴製作所⽇⽴総合病院
8 茨城県 佐藤 雅浩 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
8 茨城県 菅⾕ 知基 ＪＡとりで総合医療センター
8 茨城県 ⾼瀬 寿⼦ 筑波メディカルセンター病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
8 茨城県 ⾼⾕ 浩美 友愛記念病院
8 茨城県 東條 真璃絵 ⽔⼾医療センター
8 茨城県 ⿃⽻ 基⽂ ⼟浦協同病院
8 茨城県 ⻑⾕川 梓乃 ⽔⼾⾚⼗字病院
8 茨城県 宮本 由⾹ 医療法⼈社団善仁会⼩⼭記念病院
8 茨城県 ⾦⽥ ひと美
8 茨城県 ⻑⾕部 緑
8 茨城県 他 15名   計30名

9 栃⽊県 會澤 恵理 栃⽊県⽴がんセンター
9 栃⽊県 井出 かほる ⾜利⾚⼗字病院
9 栃⽊県 井上 涼⼦ 獨協医科⼤学⽇光医療センター
9 栃⽊県 岩⽊ 佐智 栃⽊県済⽣会宇都宮病院
9 栃⽊県 ⼤林 加奈 中⼭会宇都宮記念病院
9 栃⽊県 ⼩野寺 式世 ⾜利⾚⼗字病院
9 栃⽊県 皆藤 浩樹 新⼩⼭市⺠病院
9 栃⽊県 加藤 綾霞
9 栃⽊県 加藤 佑季 ⾜利⾚⼗字病院
9 栃⽊県 菊地 康⼦ 地⽅独⽴⾏政法⼈栃⽊県⽴がんセンター
9 栃⽊県 柴⼭ 潤⼦ 国⽴病院機構宇都宮病院
9 栃⽊県 菅井 友美 上都賀厚⽣農業協同組合連合会上都賀総合病院
9 栃⽊県 鈴⽊ 明美 獨協医科⼤学病院
9 栃⽊県 ⼟屋 美幸 ⾃治医科⼤学附属病院
9 栃⽊県 三浦 顕⼦ 栃⽊県済⽣会宇都宮病院
9 栃⽊県 森 光正 地⽅独⽴⾏政法⼈栃⽊県⽴がんセンター
9 栃⽊県 吉⽥ 優華 ⾃治医科⼤学附属病院
9 栃⽊県 他 9名   計26名

10 群⾺県 ⾚川 莉奈 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構渋川医療センター
10 群⾺県 岡芹 亜紀 群⾺⼤学医学部附属病院
10 群⾺県 ⻲⼭ 晃恵 群⾺県⽴がんセンター
10 群⾺県 久保寺 正英 公⽴藤岡総合病院
10 群⾺県 ⼩菅 みゆき 群⾺⼤学医学部附属病院
10 群⾺県 坂上 亜野 群⾺⼤学医学部附属病院
10 群⾺県 須藤 美枝⼦ 医療法⼈社団⽇⾼会⽇⾼病院
10 群⾺県 ⾼岸 礼奈 前橋⾚⼗字病院
10 群⾺県 髙島 尚⼈ ⽇⾼会⽇⾼病院
10 群⾺県 ⻑野 直美 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⾼崎総合医療センター
10 群⾺県 中本 真樹⼦ 群⾺県⽴がんセンター
10 群⾺県 沼居 綾 前橋⾚⼗字病院
10 群⾺県 古舘 千秋 桐⽣厚⽣総合病院
10 群⾺県 松本 ⼤輔 渋川医療センター
10 群⾺県 峰岸 幸代 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⾼崎総合医療センター
10 群⾺県 村瀬 美智⼦ ⿊沢病院
10 群⾺県 秋間 真幸
10 群⾺県 他 7名   計24名

11 埼⽟県 阿部 直美 獨協医科⼤学埼⽟医療センター
11 埼⽟県 ⽯川 彩 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター
11 埼⽟県 ⽯川 允⼈ 埼⽟県⽴⼩児医療センター
11 埼⽟県 井旗 盛⼈ ⼩川⾚⼗字病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
11 埼⽟県 海野 英之 川⼝市⽴医療センター
11 埼⽟県 ⼩澤 早苗 国⽴病院機構埼⽟病院
11 埼⽟県 川井 紗織 埼⽟医科⼤学総合医療センター
11 埼⽟県 島村 由⾥⼦ 獨協医科⼤学埼⽟医療センター
11 埼⽟県 ⾸藤 ⽟緒 ⼾⽥中央総合病院
11 埼⽟県 杉⽥ 瑞枝 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構埼⽟病院
11 埼⽟県 鈴⽊ 千亜貴 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター
11 埼⽟県 関⼝ 千恵⼦ 埼⽟県⽴がんセンター
11 埼⽟県 ⾼橋 真由美 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター
11 埼⽟県 ⽥代 美⾹ 埼⽟医科⼤学国際医療センター
11 埼⽟県 ⽥村 絵美 上尾中央総合病院
11 埼⽟県 ⿃部 ⾵太 埼⽟医科⼤学総合医療センター
11 埼⽟県 直江 ⼀彦 医療法⼈財団啓明会中島病院
11 埼⽟県 根本 美紀 春⽇部市⽴医療センター
11 埼⽟県 早川 由紀⼦ 埼⽟医科⼤学国際医療センター
11 埼⽟県 ⽇⽐野 謙 東光会⼾⽥中央総合病院
11 埼⽟県 平嶋 久美⼦ 埼⽟⻄協同病院
11 埼⽟県 深沢 升三美 深⾕⾚⼗字病院
11 埼⽟県 黛 哲男 埼⽟県⽴⼩児医療センター
11 埼⽟県 ⽔沼 佑花 川⼝市⽴医療センター
11 埼⽟県 森 純⼦ 埼⽟県済⽣会栗橋病院
11 埼⽟県 湯本 直美 さいたま市⽴病院
11 埼⽟県 安部 純⼦
11 埼⽟県 飯島 亮⼦
11 埼⽟県 後藤 澄江
11 埼⽟県 武⽥ 吉広
11 埼⽟県 ⽥中 やよい
11 埼⽟県 前⽥ ⾹織
11 埼⽟県 他 14名   計46名

12 千葉県 飯島 泰⼦ 船橋市⽴医療センター
12 千葉県 ⽯井 友美 国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター東病院
12 千葉県 ⼤塚 弥⽣ 国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター東病院
12 千葉県 岡本 佳⼦ 千葉市⽴海浜病院
12 千葉県 ⼩倉 千恵 国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター東病院
12 千葉県 加藤 友紀⼦ 国保直営総合病院君津中央病院
12 千葉県 ⾦坂 典⼦ さんむ医療センター
12 千葉県 河森 千恵 帝京⼤学ちば総合医療センター
12 千葉県 久保⽊ 明美 千葉県⽴佐原病院
12 千葉県 ⿊岩 千恵美 千葉県がんセンター
12 千葉県 ⼩池 奈津⼦ 医療法⼈社団保健会⾕津保健病院
12 千葉県 郷間 わか奈 医療法⼈社団誠馨会セコメディック病院
12 千葉県 古賀 千花⼦ 国保直営総合病院 君津中央病院
12 千葉県 佐川 智紀 医療法⼈鉄蕉会⻲⽥総合病院
12 千葉県 佐々⽊ 由佳理 医療法⼈沖縄徳洲会千葉⻄総合病院
12 千葉県 佐藤 千恵 順天堂⼤学医学部附属浦安病院
12 千葉県 ⽩川 裕⼦ 東京⻭科⼤学市川総合病院
12 千葉県 杉⼭ 寿代 松⼾市⽴総合医療センター
12 千葉県 鈴⽊ 歩 ⼩張総合病院
12 千葉県 関根 舞 津⽥沼中央総合病院
12 千葉県 ⽥中 美幸 松⼾市⽴総合医療センター



都道府県 ⽒名 所属施設名
12 千葉県 鶴岡 千鶴 国際医療福祉⼤学成⽥病院
12 千葉県 富永 博美 国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構 ＱＳＴ病院  
12 千葉県 永井 純⼦ 医療法⼈鉄蕉会⻲⽥総合病院
12 千葉県 中野 寿江 ⼩張総合病院
12 千葉県 ⻑野 裕美 順天堂⼤学医学部附属浦安病院
12 千葉県 野⼝ 珠枝 地⽅独⽴⾏政法⼈総合病院国保旭中央病院
12 千葉県 野澤 美樹 医療法⼈社団愛友会津⽥沼中央総合病院
12 千葉県 藤原 淳⼀ 成⽥⾚⼗字病院
12 千葉県 穂積 浩美 千葉⼤学医学部附属病院
12 千葉県 松⽥ 玲⼦ 松⼾市⽴総合医療センター
12 千葉県 松本 麗那 東京⻭科⼤学市川総合病院
12 千葉県 三浦 ⿇⾐⼦ 国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター東病院
12 千葉県 三浦 由⾹⾥ 千葉県がんセンター
12 千葉県 ⼭上 美奈⼦ 東邦⼤学医療センター佐倉病院
12 千葉県 ⼭﨑 ⾥恵 地⽅独⽴⾏政法⼈総合病院国保旭中央病院
12 千葉県 ⼤⽯ 倫⼦
12 千葉県 神永 弘美
12 千葉県 ⽊村 映⼦
12 千葉県 國松 頌⼦
12 千葉県 齋藤 陽⼦
12 千葉県 佐々⽊ 明⼦
12 千葉県 萩原 希望
12 千葉県 ⽇野 恵⾥⼦
12 千葉県 諸橋 貴⼦
12 千葉県 他 13名   計58名

13 東京都 ⻘⽊ 佐織 東京都保健医療公社豊島病院
13 東京都 阿部 ⾹代 聖路加国際病院
13 東京都 飯野 ⾹織 三井記念病院
13 東京都 飯村 健⼠ 東京都⽴墨東病院
13 東京都 板井 美波 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構東京労災病院
13 東京都 伊藤 千恵 国⽴病院機構村⼭医療センター
13 東京都 植松 洋⼦ 東京⼥⼦医科⼤学病院
13 東京都 宇野 真由美 公益社団法⼈東京都教職員互助会三楽病院
13 東京都 ⼤⽡ 三⾹ 杏林⼤学医学部付属病院
13 東京都 太⽥ 年彦 東邦⼤学医療センター⼤森病院
13 東京都 ⼤橋 桃⼦ 聖路加国際病院
13 東京都 ⼤⽮ 信之 武蔵野⾚⼗字病院
13 東京都 押⾒ ⾹代⼦ 聖路加国際病院
13 東京都 ⼩野 元気 国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療研究センター病院
13 東京都 恩⽥ 美紀 国家公務員共済組合連合会⽴川病院
13 東京都 河合 夏華 国家公務員共済組合連合会⻁の⾨病院
13 東京都 河⼝ 友美 慶應義塾⼤学病院
13 東京都 桑原 良⼦ 東京都⽴⼤塚病院
13 東京都 菊名 千鶴 ⼤和会東⼤和病院
13 東京都 ⼯藤 伸⼦ 三井記念病院
13 東京都 久保⽥ 淑⼦ 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター
13 東京都 ⼩池 友之 （公財）東京都保健医療公社東部地域病院
13 東京都 ⼩池 舞 東邦⼤学医療センター⼤森病院
13 東京都 甲池 江⾥ ⼤和会東⼤和病院
13 東京都 ⼩林 ⽂⼦ 慶應義塾⼤学病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
13 東京都 ⻄城 ⼤輔 東京都健康⻑寿医療センター
13 東京都 相模 勉 永寿総合病院
13 東京都 佐々⽊ 明美 国家公務員共済組合連合会⻁の⾨病院
13 東京都 志賀 優⼦ 三井記念病院
13 東京都 鴫⼭ 幸⼦ 東京都⽴墨東病院
13 東京都 清⽔ 彩葉 東京⻄徳洲会病院
13 東京都 菅⾕ 英美 東京⼥⼦医科⼤学附属⾜⽴医療センター
13 東京都 杉本 侑司 国⽴がん研究センター中央病院
13 東京都 鈴⽊ 裕⼦ 東邦⼤学医療センター⼤橋病院
13 東京都 ⾼⽊ 結 国⽴病院機構東京病院
13 東京都 瀧嶋 美佐⼦ 東京都保健医療公社多摩南部地域病院
13 東京都 ⽵本 正裕 ⽇本私⽴学校振興・共済事業団東京臨海病院
13 東京都 築地 明⽇⾹ 慶應義塾⼤学病院
13 東京都 ⼟川 あゆみ 社会医療法⼈河北医療財団河北総合病院
13 東京都 東城 恵⼦ 国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療センター病院
13 東京都 ⻑⽥ 久美⼦ 公⽴学校共済組合関東中央病院
13 東京都 中村 妙⼦ 常盤台外科病院
13 東京都 中⼭ 和代 東京逓信病院
13 東京都 沼辺 将太 東邦⼤学医療センター⼤森病院
13 東京都 野⽥ 美奈⼦ 順天堂⼤学医学部附属順天堂東京江東⾼齢者医療センター
13 東京都 野原 祐勝 東京医科⼤学病院
13 東京都 野村 昭⼦ 結核予防会 新⼭⼿病院
13 東京都 半澤 美幸 国家公務員共済組合連合会⻁の⾨病院
13 東京都 ⽇⾼ ⽂ 稲城市⽴病院
13 東京都 百武 修吾 国家公務員共済組合連合会⽴川病院
13 東京都 平野 菜穂⼦ 社会福祉法⼈同愛記念病院
13 東京都 福⽥ 光枝 国家公務員共済組合連合会東京共済病院
13 東京都 星野 寛道 杏林⼤学医学部付属病院
13 東京都 前⽥ 紗緒⾥ 聖路加国際病院
13 東京都 町⽥ あゆみ 順天堂⼤学医学部附属練⾺病院
13 東京都 丸⼭ 味佐⼦ 財団法⼈佐々⽊研究所附属杏雲堂病院
13 東京都 皆川 和⾹ 公⽴昭和病院
13 東京都 宮下 由美⼦ 社会福祉法⼈恩賜財団 東京都済⽣会中央病院
13 東京都 茂⽊ ⿇⾐ 国家公務員共催組合連合会⻁の⾨病院
13 東京都 森⽥ 真知⼦ 順天堂⼤学医学部附属練⾺病院
13 東京都 森屋 知之 東邦⼤学医療センター⼤橋病院
13 東京都 栁⾕ 陽⼦ 慶應義塾⼤学病院
13 東京都 ⼭本 育美 国⽴国際医療研究センター病院
13 東京都 ⼭本 真希 国際医療福祉⼤学三⽥病院
13 東京都 吉⽥ 美⾥ 東京⻄徳洲会病院
13 東京都 渡邉 雄治 国⽴研究開発法⼈ 国⽴がん研究センター中央病院
13 東京都 ⻘栁 ⼣紀
13 東京都 ⾦⼦ 博⼦
13 東京都 鴨川 ゆみ⼦
13 東京都 ⼩林 ⿇⾐
13 東京都 塩原 由紀⼦
13 東京都 鈴⽊ 美佐⼦
13 東京都 ⾼橋 結⼦
13 東京都 ⽥中 裕美
13 東京都 富⽥ 紗⾐
13 東京都 前⽥ 照美



都道府県 ⽒名 所属施設名
13 東京都 間室 まり⼦
13 東京都 丸⼭ 琴美
13 東京都 渡辺 圭代
13 東京都 他 87名   計166名

14 神奈川県 阿部 京⼦ 東名厚⽊病院
14 神奈川県 新井 敬⼦ 済⽣会横浜市東部病院
14 神奈川県 ⽯井 明美 ジャパンメディカルアライアンス海⽼名総合病院
14 神奈川県 市川 茉鈴 沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院
14 神奈川県 宇⽥ 嘉⼦ 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構関東労災病院
14 神奈川県 宇野 佳純 国家公務員共済組合連合会⻁の⾨病院分院
14 神奈川県 海野 幸⼦ 菊名記念病院
14 神奈川県 太⽥ 美佐 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
14 神奈川県 ⼤森 加菜⼦ 公⽴⼤学法⼈ 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター
14 神奈川県 岡崎 純⼦ 聖マリアンナ医科⼤学病院
14 神奈川県 垣本 忠重 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
14 神奈川県 ⾨松 貴代 聖マリアンナ医科⼤学病院
14 神奈川県 ⼯藤 しのぶ ⼤和市⽴病院
14 神奈川県 久保⽥ 宜克 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

14 神奈川県 ⼩池 真紀⼦ 神奈川県⽴がんセンター
14 神奈川県 ⼩林 俊枝 横浜いずみ台病院
14 神奈川県 近藤 友揚 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院
14 神奈川県 桜⽥ 幸⼦ 川崎市⽴多摩病院
14 神奈川県 ⽵⽥ 朱美 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構関東労災病院
14 神奈川県 ⽥尻 昌代 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学附属病院
14 神奈川県 ⽥中 清美 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構関東労災病院
14 神奈川県 ⽥村 尚久 川崎市⽴井⽥病院
14 神奈川県 堤 美枝⼦ 横浜市⽴市⺠病院
14 神奈川県 ⼟井 正美 聖マリアンナ医科⼤学病院
14 神奈川県 野⽥ 亨 社会医療法⼈財団⽯⼼会川崎幸病院
14 神奈川県 ⻑⾕川 千尋 沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院
14 神奈川県 古⽥ 美恵 神奈川県厚⽣連伊勢原協同病院
14 神奈川県 松澤 祐⼦ 横浜市⽴⼤学附属病院
14 神奈川県 ⽔江 雅美 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構横浜労災病院
14 神奈川県 ⽔野 智史 国家公務員共済組合連合会 ⻁の⾨病院分院
14 神奈川県 峯尾 賢⼀ ⼤和市⽴病院
14 神奈川県 ⼭崎 恭平 聖マリアンナ医科⼤学横浜市⻄部病院
14 神奈川県 横⽥ 友紀⼦ 昭和⼤学藤が丘病院
14 神奈川県 渡辺 侑莉 横浜市⽴市⺠病院
14 神奈川県 ⾚平 智⾹
14 神奈川県 伊藤 愛⼸
14 神奈川県 遠藤 美樹
14 神奈川県 及川 純世
14 神奈川県 ⼤村 ⾹織
14 神奈川県 柏⽊ 伶菜
14 神奈川県 ⾦三津 美奈⼦
14 神奈川県 神林 伸雄
14 神奈川県 後藤 晶⼦
14 神奈川県 佐藤 波留希
14 神奈川県 佐藤 三奈美
14 神奈川県 清⽔ 千津野
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14 神奈川県 徐 美鈴
14 神奈川県 多⽥ 三千代
14 神奈川県 ⾕⼝ 明⼦
14 神奈川県 中平 明美
14 神奈川県 野﨑 美恵
14 神奈川県 平尾 志津
14 神奈川県 福地 結⾹
14 神奈川県 丸⽥ 美保⼦
14 神奈川県 芳野 知⼦
14 神奈川県 渡邊 順⼦
14 神奈川県 他 20名   計76名

15 新潟県 ⼀ノ瀬 ⿇⾐ 労働者健康安全機構新潟労災病院
15 新潟県 揖斐 多恵⼦ 新潟市⺠病院
15 新潟県 今井 歩美 ＪＡ新潟厚⽣連上越総合病院
15 新潟県 岩下 弘⼦ 柏崎総合医療センター
15 新潟県 遠藤 吉志⼦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻄新潟中央病院
15 新潟県 ⾦澤 雅⼦ 済⽣会新潟病院
15 新潟県 河内 彩美 新潟県厚⽣農業協同組合連合会 ⻑岡中央綜合病院
15 新潟県 川端 沙織 済⽣会新潟病院
15 新潟県 佐久間 祥 新潟県厚⽣農業協同組合連合会佐渡総合病院
15 新潟県 関根 知⾹ 新潟県⽴がんセンター新潟病院
15 新潟県 髙畑 莉奈 新潟市⺠病院
15 新潟県 永井 廉 新潟県⽴中央病院
15 新潟県 成⽥ 真美 医療法⼈⽴川メディカルセンター⽴川綜合病院
15 新潟県 本⽥ 智美 新潟県⽴がんセンター新潟病院
15 新潟県 丸⼭ 裕加 新潟県⽴中央病院
15 新潟県 ⽮引 智⼦ 新潟県厚⽣農業協同組合連合会⻑岡中央綜合病院
15 新潟県 吉原 圭⼦ 新潟県厚⽣農業協同組合連合会柏崎総合医療センター
15 新潟県 唐橋 絵理奈
15 新潟県 中村 亜耶
15 新潟県 他 7名   計26名

16 富⼭県 駒﨑 絵美 富⼭県厚⽣農業協同組合連合会⾼岡病院
16 富⼭県 品川 恵理⼦ 富⼭県済⽣会⾼岡病院
16 富⼭県 砂原 恭⼦ 富⼭県⽴中央病院
16 富⼭県 ⾼⻑ 瑞希 富⼭県⽴中央病院
16 富⼭県 髙橋 章乃 厚⽣連⾼岡病院
16 富⼭県 ⾼橋 ⿇⾐ 富⼭県⽴中央病院
16 富⼭県 濵元 清美 労働者健康安全機構富⼭労災病院
16 富⼭県 林 ⿇依 富⼭⾚⼗字病院
16 富⼭県 藤⽥ 真由美 富⼭⾚⼗字病院
16 富⼭県 松井 綾⼦ 富⼭⾚⼗字病院
16 富⼭県 横澤 美菜 富⼭県⽴中央病院
16 富⼭県 他 11名   計22名

17 ⽯川県 板⾕ 勇輝 国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学附属病院
17 ⽯川県 河嶋 洋平 公⽴能登総合病院
17 ⽯川県 ⽊下 千亜紀 国⺠健康保険⼩松市⺠病院
17 ⽯川県 佐藤 未来 ⾦沢医科⼤学病院
17 ⽯川県 沢⽥ 恵美 国⺠健康保険⼩松市⺠病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
17 ⽯川県 瀬⼾ 亜⽮ 董仙会恵寿総合病院
17 ⽯川県 ⾼井 ⿇美 ⽯川県⽴中央病院
17 ⽯川県 布村 暁美 ⽯川県⽴中央病院
17 ⽯川県 根布⻑ 彩 ⾦沢医科⼤学病院
17 ⽯川県 道上 真由 国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学附属病院
17 ⽯川県 向井 真穂 ⽯川県⽴中央病院
17 ⽯川県 ⼭元 涼 公⽴松任⽯川中央病院
17 ⽯川県 他 3名   計15名

18 福井県 新井 好寿恵 福井県⽴病院
18 福井県 五⼗嵐 真由美 福井⼤学医学部附属病院
18 福井県 ⼩川 貴司 福井⾚⼗字病院
18 福井県 ⼩林 恵理⼦ 福井県済⽣会病院
18 福井県 ⼩平 さつき 福井⾚⼗字病院
18 福井県 ⾼橋 明⽇⾹ 国⽴病院機構敦賀医療センター
18 福井県 他 3名   計9名

19 ⼭梨県 佐藤 菜帆 ⼭梨県⽴中央病院
19 ⼭梨県 ⽥畑 有紀 国⽴⼤学法⼈⼭梨⼤学医学部附属病院
19 ⼭梨県 ⼭⼝ 賢悟 国⺠健康保険 富⼠吉⽥市⽴病院
19 ⼭梨県 横内 律⼦ ⼭梨県⽴中央病院
19 ⼭梨県 他 2名   計6名

20 ⻑野県 安倍 愛 ⻑野⾚⼗字病院
20 ⻑野県 市川 めぐみ 佐久総合病院
20 ⻑野県 打⽥ 憲司 諏訪⾚⼗字病院
20 ⻑野県 太⽥ 明希⼦ ⻑野市⺠病院
20 ⻑野県 春⽇ 美樹 伊那中央病院
20 ⻑野県 ⼩林 和⽔ 社会医療法⼈財団慈泉会相澤病院
20 ⻑野県 ⼩林 星也 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構信州上⽥医療センター
20 ⻑野県 ⼩林 紀⼦ 飯⼭⾚⼗字病院
20 ⻑野県 酒井 希 伊那中央病院
20 ⻑野県 原 悠毅 諏訪⾚⼗字病院
20 ⻑野県 細井 泰⼦ JA⻑野厚⽣連佐久総合病院佐久医療センター
20 ⻑野県 宮下 朗 飯⽥市⽴病院
20 ⻑野県 ⼭崎 信⼦ 相澤病院
20 ⻑野県 吉⽥ 雅⼦ ⻑野⾚⼗字病院
20 ⻑野県 ⼤槻 憲吾
20 ⻑野県 他 10名   計25名

21 岐⾩県 伊東 由紀⼦ JA岐⾩厚⽣連中濃厚⽣病院
21 岐⾩県 今井 貴志 中濃厚⽣病院
21 岐⾩県 梅⽥ 弘美 岐⾩県総合医療センター
21 岐⾩県 奥村 英⾥ 岐⾩⼤学医学部附属病院
21 岐⾩県 甲斐 万智⼦ 岐⾩県総合医療センター
21 岐⾩県 纐纈 五⽉ 岐⾩⼤学医学部附属病院
21 岐⾩県 合渡 祐貴 中部国際医療センター
21 岐⾩県 佐藤 友美 松波総合病院
21 岐⾩県 ⼟本 和美 岐⾩県⽴多治⾒病院
21 岐⾩県 三宅 寛美 岐⾩県⽴多治⾒病院
21 岐⾩県 宮野 ゆかり ⼤垣市⺠病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
21 岐⾩県 ⻄脇 みゆき
21 岐⾩県 他 8名   計20名

22 静岡県 荒川 ⾥⾹ 聖隷浜松病院
22 静岡県 池ヶ⾕ 千春 静岡県⽴総合病院
22 静岡県 梅⽥ 美智⼦ 社会福祉法⼈聖隷福祉事業団総合病院聖隷三⽅原病院
22 静岡県 ⼤⻄ 誠 順天堂⼤学医学部附属静岡病院
22 静岡県 ⼤野 裕美 順天堂⼤学医学部附属静岡病院
22 静岡県 ⼩笠原 純⼦ 藤枝市⽴総合病院
22 静岡県 柏原 正樹 榛原総合病院
22 静岡県 川﨑 由実 聖隷浜松病院
22 静岡県 ⽊原 伊久美 静岡県⽴こども病院
22 静岡県 齋藤 智恵美 富⼠市⽴中央病院
22 静岡県 島⽥ 英介 富⼠市⽴中央病院
22 静岡県 杉⽥ ゆかり 静岡⾚⼗字病院
22 静岡県 鈴⽊ 薫 磐⽥市⽴総合病院
22 静岡県 鈴⽊ 美津⼦ 磐⽥市⽴総合病院
22 静岡県 髙橋 美帆 国⽴病院機構静岡医療センター
22 静岡県 ⽥上 江⾥ 静岡⾚⼗字病院
22 静岡県 寺井 能⼦ 富⼠宮市⽴病院
22 静岡県 内藤 映⾥⼦ 磐⽥市⽴総合病院
22 静岡県 内藤 ⾥美 焼津市⽴総合病院
22 静岡県 中村 賢⼀ 浜松医療センター
22 静岡県 増⽥ 弥⽣ 藤枝市⽴総合病院
22 静岡県 松永 崇代 藤枝市⽴総合病院
22 静岡県 三浦 由美華 社会福祉法⼈聖隷福祉事業団総合病院聖隷三⽅原病院
22 静岡県 望⽉ 亜⽮⼦ 静岡県⽴総合病院
22 静岡県 柳原 巧 藤枝市⽴総合病院
22 静岡県 渡邉 美紀 ⼀般財団法⼈芙蓉協会聖隷沼津病院
22 静岡県 遠藤 輝美
22 静岡県 永⽥ 美帆
22 静岡県 他 16名   計44名

23 愛知県 ⽯⽥ 知⾥ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構名古屋医療センター
23 愛知県 伊藤 清美 津島市⺠病院
23 愛知県 伊藤 宏実 藤⽥医科⼤学病院
23 愛知県 井上 ⾹ 名古屋市⽴⼤学医学部附属⻄部医療センター
23 愛知県 上⾒ 伊知郎 名古屋市⽴⼤学病院
23 愛知県 ⼩椋 捺代 名古屋記念病院
23 愛知県 加藤 美奈⼦ 公⽴陶⽣病院
23 愛知県 加藤 未帆 社会医療法⼈宏潤会⼤同病院
23 愛知県 神⾕ 美希 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼆病院
23 愛知県 神⾕ ⾥佳 公⽴⻄知多総合病院
23 愛知県 河合 美和 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼀病院
23 愛知県 ⽊村 ⽂ 半⽥市⽴半⽥病院
23 愛知県 久⽶ 沙織 安城更⽣病院
23 愛知県 是⽊ 悟 愛知医科⼤学病院
23 愛知県 齋藤 有規代 ⼀宮市⽴市⺠病院
23 愛知県 酒井 淳⼦ ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼀病院
23 愛知県 清⽔ 千暖 岡崎市⺠病院
23 愛知県 杉浦 芳奈 愛知医科⼤学病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
23 愛知県 鈴⽊ 千明 名古屋掖済会病院
23 愛知県 鈴⽊ 信⾏ ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼆病院
23 愛知県 鈴⽊ ⿇由美 ⼀宮市⽴市⺠病院
23 愛知県 千賀 礼⼦ 藤⽥医科⼤学病院
23 愛知県 髙橋 幸⺒ 豊川市⺠病院
23 愛知県 武⼭ 真⼸ 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構中京病院
23 愛知県 ⽥淵 江理奈 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼆病院
23 愛知県 堤 ともゑ 藤⽥医科⼤学岡崎医療センター
23 愛知県 東郷 えりみ トヨタ記念病院
23 愛知県 ⿃居 智美 地域医療機能推進機構中京病院
23 愛知県 ⻑江 ⼆三⼦ 愛知医科⼤学病院
23 愛知県 ⻑⾕川 晶 愛知県がんセンター
23 愛知県 ⻑⾕川 篤美 ⼩牧市⺠病院
23 愛知県 坂 利⾹ ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼀病院
23 愛知県 東 葵⾐ 半⽥市⽴半⽥病院
23 愛知県 細江 優 名古屋記念病院
23 愛知県 松⽥ 健⽮ 名古屋⼤学医学部附属病院
23 愛知県 村井 信⼦ ⼀宮市⽴市⺠病院
23 愛知県 横井 美加 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構名古屋医療センター
23 愛知県 吉川 由美⼦ 愛知県がんセンター
23 愛知県 ⻘⽊ 明美
23 愛知県 飯⽥ 孝⾏
23 愛知県 伊藤 亜由美
23 愛知県 加藤 真⼀
23 愛知県 神⾕ 公江
23 愛知県 ⽊⽥ 未季
23 愛知県 國井 陽⼦
23 愛知県 佐藤 結⾹理
23 愛知県 中村 真樹
23 愛知県 古⼭ 美加
23 愛知県 牧 裕美
23 愛知県 宮⽥ 真⾐
23 愛知県 森 善彦
23 愛知県 他 18名   計69名

24 三重県 乾 直⼦ 松阪市⺠病院
24 三重県 内⼭ ⽂⾹ 伊勢⾚⼗字病院
24 三重県 岡本 美樹 地⽅独⽴⾏政法⼈桑名市総合医療センター
24 三重県 河村 知江⼦ 三重⼤学医学部附属病院
24 三重県 清重 めぐみ 伊勢⾚⼗字病院
24 三重県 ⼩塚 祐司 三重⼤学医学部附属病院
24 三重県 福本 由美⼦ 三重⼤学医学部附属病院
24 三重県 家城 智洋
24 三重県 池⽥ ゆきみ
24 三重県 伊藤 江⾥
24 三重県 上村 ⿇⾐⼦
24 三重県 児⽟ 拓也
24 三重県 ⼩林 伸⼦
24 三重県 中津 眞有美
24 三重県 ⼭際 絵理
24 三重県 他 5名   計20名



都道府県 ⽒名 所属施設名
25 滋賀県 天⽥ さなえ ⼤津⾚⼗字病院
25 滋賀県 太⽥ 悦⼦ 国⽴病院機構東近江総合医療センター
25 滋賀県 ⼤橋 依⼦ 市⽴⻑浜病院
25 滋賀県 神部 百合⼦ 市⽴⻑浜病院
25 滋賀県 ⼟屋 明⼦ 済⽣会滋賀県病院
25 滋賀県 野村 康⼦ 滋賀県⽴総合病院
25 滋賀県 福森 亮介 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会滋賀県病院
25 滋賀県 福⼭ 歩美 社会医療法⼈誠光会 淡海医療センター
25 滋賀県 増⽥ 夏依 済⽣会滋賀県病院
25 滋賀県 柳 ⾹⾥ 滋賀県⽴総合病院
25 滋賀県 ⽶澤 寿裕 滋賀県⽴総合病院
25 滋賀県 我妻 勇樹 彦根市⽴病院
25 滋賀県 井之⼝ 多恵
25 滋賀県 他 7名   計20名

26 京都府 ⽯塚 勉 京都岡本記念病院
26 京都府 井上 元宏 社会福祉法⼈京都社会事業財団京都桂病院
26 京都府 上原 明穂 宇治徳洲会病院
26 京都府 ⼤野 美⾹⼦ 京都⼤学医学部附属病院
26 京都府 荻野 厚美 綾部市⽴病院
26 京都府 奥⽥ あゆ 京都岡本記念病院
26 京都府 景⼭ 裕⼰ 社会福祉法⼈京都社会事業財団京都桂病院
26 京都府 清⽔ 雅史 済⽣会京都府病院
26 京都府 末松 朋⼦ 医療法⼈医仁会武⽥総合病院
26 京都府 ⾕村 幸恵 京都⼤学医学部附属病院
26 京都府 成瀬 杏⼦ 社会福祉法⼈京都社会事業財団京都桂病院
26 京都府 早⽥ ⼤祐 京都桂病院
26 京都府 藤⽥ 賢⼀ 社会福祉法⼈京都社会事業財団京都桂病院
26 京都府 三⽊ 真紀⼦ 宇治徳洲会病院
26 京都府 柳⽥ 修史 宇治徳洲会病院
26 京都府 他 21名   計36名

27 ⼤阪府 ⻘⽊ 由理枝 ベルランド総合病院
27 ⼤阪府 ⾚阪 茅紗 関⻄医科⼤学附属病院
27 ⼤阪府 秋葉 絵理 国⽴病院機構⼤阪⼑根⼭医療センター
27 ⼤阪府 秋⼭ 愛 医療法⼈徳洲会⼋尾徳洲会総合病院
27 ⼤阪府 飯⾕ 千賀 地⽅独⽴⾏政法⼈市⽴東⼤阪医療センター
27 ⼤阪府 池⽥ 有⾥ 住友病院
27 ⼤阪府 ⽯⽥ 理恵 ⼤阪国際がんセンター
27 ⼤阪府 ⽯原 久美⼦ 関⻄医科⼤学附属病院
27 ⼤阪府 井⽥ 由李菜 市⽴東⼤阪医療センター
27 ⼤阪府 ⼀瀬 貴宏 国⽴研究開発法⼈国⽴循環器病研究センター
27 ⼤阪府 井上 容⼦ ⼤阪国際がんセンター
27 ⼤阪府 岩切 礼⼦ 社会福祉法⼈恩賜財団⼤阪府済⽣会野江病院
27 ⼤阪府 上⽥ 典 関⻄医科⼤学総合医療センター
27 ⼤阪府 ⼤⽥ 美知⼦ ⼤阪府済⽣会千⾥病院
27 ⼤阪府 岡⽥ 寛 国⽴病院機構⼤阪⼑根⼭医療センター
27 ⼤阪府 奥⽥ 直樹 PL病院
27 ⼤阪府 ⾦⼦ 悦代 ⼤阪⼤学医学部附属病院
27 ⼤阪府 川上 祐紀⼦ ⼋尾市⽴病院
27 ⼤阪府 川鍋 裕⼀ ⼤阪急性期・総合医療センター



都道府県 ⽒名 所属施設名
27 ⼤阪府 ⽊村 理恵 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪市⺠病院機構⼤阪市⽴⼗三市⺠病院
27 ⼤阪府 草積 健太 市⽴東⼤阪医療センター
27 ⼤阪府 國分 和⼦ 公益財団法⼈ ⼤阪国際がん治療財団 ⼤阪重粒⼦線センター
27 ⼤阪府 酒井 早 国⽴病院機構⼤阪南医療センター
27 ⼤阪府 酒井 幸⼦ 医療法⼈警和会⼤阪警察病院
27 ⼤阪府 佐藤 隆 社会福祉法⼈恩賜財団⼤阪府済⽣会茨⽊病院
27 ⼤阪府 下貞 睦美 市⽴東⼤阪医療センター
27 ⼤阪府 菅原 安希 和泉市⽴総合医療センター
27 ⼤阪府 芹川 千智 ⼋尾市⽴病院
27 ⼤阪府 曽我部 祐⼦ ⼤阪市⽴総合医療センター
27 ⼤阪府 ⽥中 正美 国⽴病院機構⼤阪南医療センター
27 ⼤阪府 ⽥中 真梨⼦ 徳洲会和泉市⽴総合医療センター
27 ⼤阪府 常島 啓司 医療法⼈友紘会彩都友紘会病院
27 ⼤阪府 富永 奈美⼦ 国⽴循環器病研究センター病院
27 ⼤阪府 ⻑澤 浩⾏ ⼀般財団法⼈住友病院
27 ⼤阪府 ⻑澤 ⿇紗⼦ 関⻄電⼒病院
27 ⼤阪府 ⻄ 奈美⼦ 地域医療機能推進機構（JCHO）⼤阪病院
27 ⼤阪府 ⻄ 理恵⼦ ⼋尾市⽴病院
27 ⼤阪府 ⻄川 久美⼦ 国⽴病院機構⼤阪医療センター
27 ⼤阪府 ⻄⽥ 明美 ⼤阪⼤学医学部附属病院
27 ⼤阪府 ⾺場 絢⼦ 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪急性期・総合医療センター
27 ⼤阪府 原 加奈⼦ ⼤阪国際がんセンター
27 ⼤阪府 ⽇⾼ 伸介 藤井会⽯切⽣喜病院
27 ⼤阪府 ⽇根野 華代 地⽅独⽴⾏政法⼈堺市⽴病院機構堺市⽴総合医療センター
27 ⼤阪府 平位 健治 ⼤阪府⽴病院機構⼤阪⺟⼦医療センター
27 ⼤阪府 平⼭ ⾹住美 関⻄医科⼤学附属病院
27 ⼤阪府 福⻄ 茂樹 社会医療法⼈同仁会⽿原総合病院
27 ⼤阪府 福本 孝明 医療法⼈東和会第⼀東和会病院
27 ⼤阪府 藤井 歩美 ⼤阪⼤学医学部附属病院
27 ⼤阪府 ⼆神 寿美⼦ ⼤阪はびきの医療センター
27 ⼤阪府 細⽥ 繁美 国⽴病院機構⼤阪医療センター
27 ⼤阪府 堀 由⾹ 地域医療機能推進機構(ＪＣＨＯ)⼤阪病院
27 ⼤阪府 町⾕ 純⼦ 社会福祉法⼈恩賜財団⼤阪府済⽣会野江病院
27 ⼤阪府 松本 佳緒⾥ 公益財団法⼈⼤阪国際がん治療財団⼤阪重粒⼦線センター
27 ⼤阪府 松本 由紀⼦ 国⽴病院機構⼤阪南医療センター
27 ⼤阪府 松本 吉史 ⼤阪医科薬科⼤学病院
27 ⼤阪府 宮﨑 順平 ⾼槻⾚⼗字病院
27 ⼤阪府 森本 紀⼦ 関⻄電⼒病院
27 ⼤阪府 ⼭本 ⼀美 社会医療法⼈景岳会南⼤阪病院
27 ⼤阪府 ⽶⾕ 貴美⼦ 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構⼤阪労災病院
27 ⼤阪府 宇賀 也寿⼦
27 ⼤阪府 ⽒原 悦⼦
27 ⼤阪府 喜多⽥ 祐⼦
27 ⼤阪府 瀬⼾ 亜佐⼦
27 ⼤阪府 ⽥尾 美⾥
27 ⼤阪府 藤⽥ 将⼈
27 ⼤阪府 宮川 真由美
27 ⼤阪府 宮⽊ 惠⼀
27 ⼤阪府 宮本 慶⼦
27 ⼤阪府 六⾞ 弥歩⼦
27 ⼤阪府 他 40名   計109名



都道府県 ⽒名 所属施設名
28 兵庫県 安東 正⼦ 姫路⾚⼗字病院
28 兵庫県 池野 ⾹ 市⽴伊丹病院
28 兵庫県 池本 昌代 神鋼記念病院
28 兵庫県 ⼩川 千春 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院
28 兵庫県 尾松 陽⼦ 兵庫県⽴丹波医療センター
28 兵庫県 柏⽊ 薫 宝塚市⽴病院
28 兵庫県 ⽊原 ⻯太 関⻄労災病院
28 兵庫県 ⾏部 奈津 神⼾⼤学医学部附属病院
28 兵庫県 桑名 尚 ⾚穂市⺠病院
28 兵庫県 ⼩寺 祐⼦ 神⼾⼤学医学部付属病院
28 兵庫県 笹倉 和佐 北播磨総合医療センター
28 兵庫県 関本 須美 製鉄記念広畑病院
28 兵庫県 ⾼井 瑠美 ⻄脇市⽴⻄脇病院
28 兵庫県 ⽵内 ⿇⾥ 医療法⼈公仁会姫路中央病院
28 兵庫県 千葉 真実 神⼾低侵襲がん医療センター
28 兵庫県 塚本 樹⾥ 市⽴川⻄病院
28 兵庫県 ⼿槌 あい 神⼾⼤学医学部附属病院
28 兵庫県 寺井 勝宣 北播磨総合医療センター
28 兵庫県 ⼾⽥ 理穂 兵庫県⽴こども病院
28 兵庫県 冨永 幾代 労働者健康安全機構関⻄労災病院
28 兵庫県 ⻑尾 志乃 市⽴伊丹病院
28 兵庫県 仲渡 聡⼦ 兵庫県⽴こども病院
28 兵庫県 中⽔ 義昭 神⼾市⽴⻄神⼾医療センター
28 兵庫県 中村 彩⼦ 北播磨総合医療センター
28 兵庫県 中本 貴也 ⾚穂市⺠病院
28 兵庫県 春井 直⼦ 姫路⾚⼗字病院
28 兵庫県 平岡 紀代美 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構姫路医療センター
28 兵庫県 平松 律⼦ 兵庫県⽴がんセンター
28 兵庫県 福⽥ ⼩百合 加古川中央市⺠病院
28 兵庫県 藤⽥ 紀美 公⽴豊岡病院組合⽴豊岡病院
28 兵庫県 古川 由佳 加古川中央市⺠病院
28 兵庫県 峰廻 拓男 兵庫県⽴尼崎総合医療センター
28 兵庫県 ⼭⼝ 直美 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構神⼾医療センター
28 兵庫県 ⼭⼝ 真理⼦ 兵庫県⽴がんセンター
28 兵庫県 ⼭⽥ 律⼦ ⻄宮市⽴中央病院
28 兵庫県 ⼭本 幸⼦ 宝塚市⽴病院
28 兵庫県 鎌⽥ 陽⼦
28 兵庫県 佐藤 真由美
28 兵庫県 ⾕⼝ 賢志
28 兵庫県 橋本 奈美
28 兵庫県 ⽇⾼ 清美
28 兵庫県 藤⽥ 純⼦
28 兵庫県 三嶋 紗⽮⾹
28 兵庫県 他 13名   計56名

29 奈良県 安藤 美穂⼦ 近畿⼤学奈良病院
29 奈良県 池⽥ ゆき⼦ 国保中央病院
29 奈良県 ⿊澤 真⼸ 近畿⼤学奈良病院
29 奈良県 佐藤 正明 天理よろづ相談所病院
29 奈良県 島⽥ 法恵 天理よろづ相談所病院
29 奈良県 中村 崇宏 市⽴奈良病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
29 奈良県 松尾 沙織 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会中和病院
29 奈良県 三村 綾⼦ 奈良県総合医療センター
29 奈良県 森 直規 市⽴奈良病院
29 奈良県 吉村 和美 近畿⼤学奈良病院
29 奈良県 他 4名   計14名

30 和歌⼭県 泉⾕ 光次郎 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院
30 和歌⼭県 岩崎 裕紀⼦ 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 和歌⼭労災病院
30 和歌⼭県 上野 俊作 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院
30 和歌⼭県 ⼤⾕ 幸江 紀南病院
30 和歌⼭県 阪本 実優 橋本市⺠病院
30 和歌⼭県 芝 直⼈ ひだか病院
30 和歌⼭県 ⻄岡 直⼦ ⽇本⾚⼗字社和歌⼭医療センター
30 和歌⼭県 松下 佳紀 公⽴那賀病院
30 和歌⼭県 ⼭本 史博 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院
30 和歌⼭県 ランドマーク パトリック ケイ 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院
30 和歌⼭県 名村 隆
30 和歌⼭県 他 6名   計17名

31 ⿃取県 上野 奈美 ⿃取⾚⼗字病院
31 ⿃取県 齋尾 智恵⾥ ⿃取県⽴中央病院
31 ⿃取県 ⽥中 美帆 ⿃取県⽴中央病院
31 ⿃取県 坪倉 知⼦ ⼭陰労災病院
31 ⿃取県 中⽥ ⾹織 ⿃取⼤学医学部附属病院
31 ⿃取県 ⻄村 伸⼀ ⿃取県⽴厚⽣病院
31 ⿃取県 舩越 美華 ⿃取⼤学医学部附属病院
31 ⿃取県 松南 美⾥ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⽶⼦医療センター
31 ⿃取県 持⽥ ひとみ ⿃取⾚⼗字病院
31 ⿃取県 ⽶⼭ ちづる ⿃取市⽴病院
31 ⿃取県 他 1名   計11名

32 島根県 ⼤野 亜⾥沙 国⽴病院機構浜⽥医療センター
32 島根県 加村 菜⽉ 島根県⽴中央病院
32 島根県 川上 あゆみ 島根⼤学医学部附属病院
32 島根県 佐々⽊ 夏美 国⽴病院機構浜⽥医療センター
32 島根県 繁浪 幸代 島根県⽴中央病院
32 島根県 ⽥中 和⼦ 国⽴病院機構浜⽥医療センター
32 島根県 中林 愛恵 島根⼤学医学部附属病院 
32 島根県 中原 敬⼦ 松江市⽴病院
32 島根県 名原 陽⼦ 松江市⽴病院
32 島根県 引野 美貴⼦ 松江⾚⼗字病院
32 島根県 三宅 加純 松江⾚⼗字病院
32 島根県 他 3名   計14名

33 岡⼭県 浅雄 真由美 川崎医科⼤学附属病院
33 岡⼭県 出原 雄太 ⼀般財団法⼈津⼭慈⾵会津⼭中央病院
33 岡⼭県 上原 亜希 岡⼭⼤学病院
33 岡⼭県 ⼤塚 理可 岡⼭⼤学病院
33 岡⼭県 ⼤橋 眞理 平野同仁会総合病院津⼭第⼀病院 
33 岡⼭県 ⻑⽥ 寛⼦ ⾦⽥病院
33 岡⼭県 ⼩⽥ 美恵 岡⼭⾚⼗字病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
33 岡⼭県 岸野 由紀⼦ 川崎医科⼤学総合医療センター
33 岡⼭県 ⼩⻄ 和⼦ 川崎医科⼤学附属病院
33 岡⼭県 近藤 裕⾹ 岡⼭済⽣会総合病院
33 岡⼭県 ⽩川 愛未 川崎医科⼤学附属病院
33 岡⼭県 ⽩根澤 沙由⾥ 倉敷中央病院
33 岡⼭県 杉野 理紗⼦ 岡⼭⼤学病院
33 岡⼭県 ⽥尾 友哉 岡⼭市⽴医療総合センター岡⼭市⽴市⺠病院
33 岡⼭県 髙⽥ 真奈美 ⾦⽥病院
33 岡⼭県 滝澤 宏和 医療法⼈清梁会 ⾼梁中央病院
33 岡⼭県 ⽥中 裕⼦ 岡⼭⾚⼗字病院
33 岡⼭県 富岡 貴美男 津⼭中央病院
33 岡⼭県 ⼾村 悦⼦ 国⽴病院機構岡⼭医療センター
33 岡⼭県 成友 ⿇紀 公益財団法⼈⼤原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
33 岡⼭県 波多野 歩⾏ 地⽅独⽴⾏政法⼈岡⼭市⽴総合医療センター岡⼭市⽴市⺠病院
33 岡⼭県 ⼭⽥ 裕⼦ 川崎医科⼤学総合医療センター
33 岡⼭県 倭 ゆかり 岡⼭医療センター
33 岡⼭県 湯浅 加奈⼦ 川崎医科⼤学附属病院
33 岡⼭県 ⻫道 美貴⼦
33 岡⼭県 ⼭上 峰⽣
33 岡⼭県 多⽥ 京⼦
33 岡⼭県 他 6名   計33名

34 広島県 秋⼭ 華⼦ 市⽴三次中央病院
34 広島県 安部 未央 広島⾚⼗字・原爆病院
34 広島県 ⽯井 ⾥絵 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構呉医療センター
34 広島県 ⽯⽥ 真代 広島県厚⽣農業協同組合連合会廣島総合病院
34 広島県 井本 雅⼦ 福⼭市⺠病院
34 広島県 上⽥ 友紀 広島⼤学病院
34 広島県 奥 ひとみ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 呉医療センター
34 広島県 納 圭⼦ 国家公務員共済組合連合会呉共済病院
34 広島県 久保 めぐみ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構呉医療センター
34 広島県 ⽥城 司 広島⾚⼗字・原爆病院
34 広島県 多⽥ 康江 広島県厚⽣農業協同組合連合会 尾道総合病院
34 広島県 塚脇 始 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構東広島医療センター
34 広島県 寺尾 知美 広島⼤学病院
34 広島県 ⼟井 有美⼦ 公⽴学校共済組合中国中央病院
34 広島県 平藤 久美⼦ 広島県厚⽣農業協同組合連合会尾道総合病院
34 広島県 福代 佳⼦ 国家公務員共済組合連合会広島記念病院
34 広島県 福本 綾⾹ 中国労災病院
34 広島県 ⾵呂川 ⿇⾐ 広島県厚⽣農業協同組合連合会 廣島総合病院
34 広島県 前⽥ 美和 県⽴広島病院
34 広島県 松岡 潤 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構中国労災病院
34 広島県 松本 智恵⼦ 福⼭市⺠病院
34 広島県 三浦 千絵 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構呉医療センター
34 広島県 峯松 佑典 国⽴病院機構福⼭医療センター
34 広島県 宮下 仁美 福⼭市⺠病院
34 広島県 妙⽥ 秀未 広島⼤学病院
34 広島県 ⾍明 ⾥奈 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構福⼭医療センター
34 広島県 槇 裕美
34 広島県 他 9名   計36名



都道府県 ⽒名 所属施設名
35 ⼭⼝県 浅⽥ 真紀⼦ 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構徳⼭中央病院
35 ⼭⼝県 飯塚 真⼈ ⼭⼝⼤学医学部附属病院
35 ⼭⼝県 池川 ⼋江 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岩国医療センター
35 ⼭⼝県 礒部 篤志 綜合病院⼭⼝⾚⼗字病院
35 ⼭⼝県 海⽥ 由美 宇部興産中央病院
35 ⼭⼝県 來島 裕太 ⼭⼝県⽴総合医療センター
35 ⼭⼝県 久保⽥ 直輝 医療法⼈医誠会都志⾒病院
35 ⼭⼝県 藏多喜 陽⼦ ⼭⼝県厚⽣農業協同組合連合会周東総合病院
35 ⼭⼝県 坂井 典広 医療法⼈医誠会都志⾒病院
35 ⼭⼝県 ⽩⽯ 裕⼦ 地⽅独⽴⾏政法⼈⼭⼝県⽴病院機構⼭⼝県⽴総合医療センター
35 ⼭⼝県 豊島 由華 ⼭⼝県⽴総合医療センター
35 ⼭⼝県 花岡 ちか⼦ 国⽴病院機構岩国医療センター
35 ⼭⼝県 弘中 佳⼦ ⼭⼝⼤学医学部附属病院
35 ⼭⼝県 藤尾 陽⾹ ⼭⼝労災病院
35 ⼭⼝県 村岡 和⼦ 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構徳⼭中央病院
35 ⼭⼝県 ⼭根 理恵 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構徳⼭中央病院
35 ⼭⼝県 新⾒ ⽣美
35 ⼭⼝県 ⻄本 尚美
35 ⼭⼝県 橋本 朗⼦
35 ⼭⼝県 三原 賢⼦
35 ⼭⼝県 村中 陽⼦
35 ⼭⼝県 横⼭ 礼⼦
35 ⼭⼝県 他 2名   計24名

36 徳島県 兼⼦ 礼⼦ 徳島⼤学病院
36 徳島県 川﨑 真由⼦ 徳島⾚⼗字病院
36 徳島県 住友 有希 徳島⾚⼗字病院
36 徳島県 塚本 安美 徳島市⺠病院
36 徳島県 鶴⽥ 和志 徳島県⽴中央病院
36 徳島県 中内 誉恵 ＪＡ徳島厚⽣連 阿南医療センター
36 徳島県 宮本 翔太郎 徳島⼤学病院
36 徳島県 ⽑利 哲⼦ 徳島⼤学病院
36 徳島県 森 真由美 徳島市⺠病院
36 徳島県 藤⽥ 奈津美
36 徳島県 他 8名   計18名

37 ⾹川県 伊藤 百合⼦ ⾹川県⽴中央病院
37 ⾹川県 井下 純代 三豊総合病院
37 ⾹川県 ⼤橋 知実 ⾹川⼤学医学部附属病院
37 ⾹川県 篠原 博幸 三豊総合病院
37 ⾹川県 杉⼭ 友紀 ⾹川県⽴中央病院
37 ⾹川県 ⾕本 真由美 ⾹川県⽴中央病院
37 ⾹川県 津⼭ 安佐美 ⾼松⾚⼗字病院
37 ⾹川県 福⽥ 北⽃ 国⽴⼤学法⼈⾹川⼤学医学部附属病院
37 ⾹川県 ⼩野 ⾼義
37 ⾹川県 ⼩野 登し⼦
37 ⾹川県 吉⽥ 育代
37 ⾹川県 他 4名   計15名



都道府県 ⽒名 所属施設名
38 愛媛県 ⼤平 由津⼦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国がんセンター
38 愛媛県 越智 恵 住友別⼦病院
38 愛媛県 菅 美保 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国がんセンター
38 愛媛県 菅 ⾥枝 愛媛⼤学医学部附属病院
38 愛媛県 楠原 美奈 愛媛県⽴中央病院
38 愛媛県 新城 秀和 市⽴宇和島病院
38 愛媛県 ⽥村 純⼦ 松⼭⾚⼗字病院
38 愛媛県 ⼟⽥ 早⼈ 公⽴学校共済組合四国中央病院
38 愛媛県 ⻄森 京⼦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国がんセンター
38 愛媛県 平岡 真紀 愛媛県⽴中央病院
38 愛媛県 松⽊ 美保 愛媛⼤学医学部附属病院
38 愛媛県 松本 早紀 松⼭⾚⼗字病院
38 愛媛県 ⽮野 幸⼦ 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会今治病院
38 愛媛県 横井 美由紀 住友別⼦病院
38 愛媛県 佐藤 友美
38 愛媛県 他 2名   計17名

39 ⾼知県 井沖 浩美 ⾼知⼤学医学部附属病院
39 ⾼知県 加藤 真⼀ ⾼知県⽴幡多けんみん病院
39 ⾼知県 下元 憲明 ⾼知⼤学医学部附属病院
39 ⾼知県 野⼝ 真理 ⾼知⼤学医学部附属病院
39 ⾼知県 野中 ⾥美 ⾼知県⽴あき総合病院
39 ⾼知県 森⽥ 博 ⾼知⾚⼗字病院
39 ⾼知県 森本 裕紀 ⾼知⾚⼗字病院
39 ⾼知県 末光 純⼦
39 ⾼知県 他 4名   計12名

40 福岡県 秋⽥ ⾹奈⼦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構福岡東医療センター
40 福岡県 東 春菜 公⽴学校共済組合九州中央病院
40 福岡県 伊藤 陽⼦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構福岡東医療センター
40 福岡県 猪原 由佳 社会保険⽥川病院
40 福岡県 上野 道⼦ 福岡和⽩病院
40 福岡県 梅津 ⾹織 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤牟⽥市⽴病院
40 福岡県 江⼝ 拓究 飯塚病院
40 福岡県 江崎 有紀 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 九州労災病院
40 福岡県 江藤 眞琴 北九州総合病院
40 福岡県 奥野 愛⼦ 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構九州病院
40 福岡県 折岡 健太郎 久留⽶⼤学病院
40 福岡県 河野 正誉 社会医療法⼈雪の聖⺟会 聖マリア病院
40 福岡県 ⿊⽊ ⼀雅 産業医科⼤学病院
40 福岡県 古賀 啓⼦ 社会医療法⼈雪の聖⺟会聖マリア病院
40 福岡県 古賀 みゆき 福岡徳洲会病院
40 福岡県 ⼩柳 ⾥実 福岡県済⽣会福岡総合病院
40 福岡県 三宮 春菜 浜の町病院
40 福岡県 重松 千恵 国家公務員共済組合連合会浜の町病院
40 福岡県 清⽔ 奈美 産業医科⼤学病院
40 福岡県 姜 迎輝 国⽴病院機構九州医療センター
40 福岡県 城丸 正博 社会保険⽥川病院
40 福岡県 宗 万⾥⼦ 福岡⼤学病院
40 福岡県 鷹取 奈美 飯塚病院
40 福岡県 ⽵ 佳⼦ 北九州市⽴⼋幡病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
40 福岡県 武吉 寿⼦ 産業医科⼤学病院
40 福岡県 ⽥中 聡美 地⽅独⽴⾏政法⼈  筑後市⽴病院
40 福岡県 ⽥中 順⼦ 久留⽶⼤学病院
40 福岡県 ⼟橋 佳代⼦ 福岡県済⽣会福岡総合病院
40 福岡県 中井 志帆 公⽴学校共済組合九州中央病院
40 福岡県 中尾 愛 国⽴病院機構九州医療センター
40 福岡県 中原 千帆 福岡⼤学病院
40 福岡県 ⻄尾 紀⼦ 飯塚病院
40 福岡県 ⻄原 昂佑 福岡⾚⼗字病院
40 福岡県 野上 真 九州⼤学病院
40 福岡県 野⼝ 智恵 社会医療法⼈製鉄記念⼋幡病院
40 福岡県 平原 俊吾 医療法⼈原三信病院
40 福岡県 廣瀬 美由紀 北九州市⽴医療センター
40 福岡県 古市 尚⼦ 福岡⼤学病院
40 福岡県 松尾 美砂 福岡県済⽣会⼤牟⽥病院
40 福岡県 溝⼝ 美和 国⽴病院機構九州医療センター
40 福岡県 宮川 滝⼦ 社会医療法⼈雪の聖⺟会聖マリア病院
40 福岡県 村井 京⼦ 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構久留⽶総合病院
40 福岡県 村上 裕基 福岡⼤学筑紫病院
40 福岡県 ⼭脇 敏恵 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構九州病院 
40 福岡県 和⽥ 彩佳 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院
40 福岡県 ⽯橋 沙織
40 福岡県 ⽥形 隆次
40 福岡県 ⽥中 聡美
40 福岡県 他 17名   計65名

41 佐賀県 岩本 利恵⼦ 唐津⾚⼗字病院
41 佐賀県 酒井 恵 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構嬉野医療センター
41 佐賀県 佐々⽊ 和美 国⽴⼤学法⼈佐賀⼤学医学部附属病院
41 佐賀県 原⽥ 智可 佐賀県医療センター好⽣館
41 佐賀県 光⽯ はつみ 佐賀県医療センター好⽣館
41 佐賀県 川添 美沙
41 佐賀県 他 1名   計7名

42 ⻑崎県 岩永 聖奈 ⻑崎県島原病院
42 ⻑崎県 隈部 葉⼦ ⻑崎県島原病院
42 ⻑崎県 髙⽥ 涼美 ⽇本⾚⼗字社⻑崎原爆病院
42 ⻑崎県 富⽥ 晶⼦ ⻑崎みなとメディカルセンター
42 ⻑崎県 布川 英理 地⽅独⽴⾏政法⼈佐世保市総合医療センター
42 ⻑崎県 野中 由美 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻑崎医療センター
42 ⻑崎県 牧野 詩織 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構諫早総合病院
42 ⻑崎県 宮園 亜由美 佐世保市総合医療センター
42 ⻑崎県 吉冨 裕⼦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻑崎医療センター
42 ⻑崎県 松永 直樹 佐世保市総合医療センター
42 ⻑崎県 ⽯⽥ 清美 ⻑崎⼤学病院
42 ⻑崎県 國弘 遵 ⻑崎⼤学病院
42 ⻑崎県 ⽩⽯ 好⼦ ⻑崎⼤学病院
42 ⻑崎県 瀬尾 和美 社会医療法⼈財団⽩⼗字会佐世保中央病院
42 ⻑崎県 桃野 由紀⼦ ⻑崎労災病院
42 ⻑崎県 他 5名   計15名



都道府県 ⽒名 所属施設名
43 熊本県 今村 綾 熊本⼤学病院
43 熊本県 江川 菜々 くまもと森都総合病院
43 熊本県 江藤 ⿇奈美 済⽣会熊本病院
43 熊本県 梶原 栄徳 天草郡市医師会⽴天草地域医療センター
43 熊本県 川内 広美 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構⼈吉医療センター
43 熊本県 熊⽥ 美和⼦ 熊本⾚⼗字病院
43 熊本県 ⼩堀 沙由理 熊本市医師会熊本地域医療センター
43 熊本県 坂本 綾 熊本⼤学病院
43 熊本県 笹原 智美 熊本⼤学病院
43 熊本県 篠倉 美貴 熊本⾚⼗字病院
43 熊本県 福⽥ 久美 天草中央総合病院
43 熊本県 本⽥ あずさ 済⽣会熊本病院
43 熊本県 前⽥ 七光 熊本医療センター
43 熊本県 松村 朋美 荒尾市⺠病院
43 熊本県 ⼭河 圭 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 熊本医療センター
43 熊本県 永松 由美⼦
43 熊本県 他 2名   計18名

44 ⼤分県 ⽳井 多寿⼦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構別府医療センター
44 ⼤分県 ⽯川 寛⼦ ⼤分⼤学医学部附属病院
44 ⼤分県 荻⽥ 友理 中津市⽴中津市⺠病院
44 ⼤分県 甲斐 夏⼦ ⼤分⾚⼗字病院
44 ⼤分県 ⾸藤 真由美 ⼤分県⽴病院
44 ⼤分県 中川 博之 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⼤分医療センター
44 ⼤分県 永⽊ るい 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構別府医療センター
44 ⼤分県 坂東 正和 ⼤分県済⽣会⽇⽥病院
44 ⼤分県 釘宮 雅美
44 ⼤分県 ⾸藤 智美
44 ⼤分県    計10名

45 宮崎県 ⿊⽊ 千⾹⼦ 宮崎県⽴宮崎病院
45 宮崎県 丸⼭ こずえ 国⽴病院機構都城医療センター
45 宮崎県 辻⽥ ⼸嘉
45 宮崎県 他 4名   計7名

46 ⿅児島県 池⽥ 祐太 公益財団法⼈慈愛会今村総合病院
46 ⿅児島県 池松 由⾹⾥ ⿅児島医療センター
46 ⿅児島県 ⿊丸 恭弘 公益社団法⼈昭和会いまきいれ総合病院
46 ⿅児島県 國分 なつ美 ⿅児島⼤学病院
46 ⿅児島県 ⾼⼭ 千俊 博愛会相良病院
46 ⿅児島県 ⽥中 久美⼦ 医療法⼈三愛会三愛病院
46 ⿅児島県 ⻑樂 美咲 ⿅児島⼤学病院
46 ⿅児島県 寺⽥ 初美 ⿅児島市⽴病院
46 ⿅児島県 中筋 眞寿美 ⿅児島⼤学病院
46 ⿅児島県 中村 さやか 霧島市⽴医師会医療センター
46 ⿅児島県 ⻄ やよい 公益社団法⼈川内市医師会⽴市⺠病院
46 ⿅児島県 野平 奈那 公益社団法⼈昭和会いまきいれ総合病院
46 ⿅児島県 ⼋反⽥ 愛 ⿅児島市⽴病院
46 ⿅児島県 濵﨑 ⽂⾹ 出⽔郡医師会広域医療センター
46 ⿅児島県 前⽥ 雄介 公益財団法⼈慈愛会今村総合病院
46 ⿅児島県 牧原 尚紀 慈愛会今村総合病院



都道府県 ⽒名 所属施設名
46 ⿅児島県 吉留 なおみ 社会医療法⼈博愛会相良病院
46 ⿅児島県 レオン 桜⼦ 社会医療法⼈博愛会相良病院
46 ⿅児島県 向井 広美
46 ⿅児島県 他 11名   計30名

47 沖縄県 安⾥ 邦⼦ 医療法⼈沖縄徳洲会中部徳洲会病院
47 沖縄県 伊佐 奈々 琉球⼤学病院
47 沖縄県 ⽯垣 津久美 沖縄県⽴⼋重⼭病院
47 沖縄県 上江洲 夏希 社会医療法⼈仁愛会浦添総合病院
47 沖縄県 兼濱 亜紀 社会医療法⼈かりゆし会 ハートライフ病院
47 沖縄県 神⾕ 恭⼦ 那覇市⽴病院
47 沖縄県 ⾦城 愛理 おもろまちメディカルセンター
47 沖縄県 古謝 優⼦ 社会医療法⼈仁愛会浦添総合病院
47 沖縄県 ⼩波津 美由紀 社会医療法⼈敬愛会中頭病院
47 沖縄県 呉屋 葉⼦ ⼤浜第⼀病院
47 沖縄県 新保 広美 沖縄県⽴宮古病院
47 沖縄県 知花 幸仙 社会医療法⼈かりゆし会ハートライフ病院
47 沖縄県 照喜名 ⼋紀 沖縄県⽴中部病院
47 沖縄県 當銘 真⾥⼦ 医療法⼈沖縄徳洲会南部徳洲会病院
47 沖縄県 ⼾倉 さおり 沖縄県⽴宮古病院
47 沖縄県 渡慶次 憲吾 社会医療法⼈友愛会友愛医療センター
47 沖縄県 ⻑⽥ 百世 社会医療法⼈仁愛会浦添総合病院
47 沖縄県 ⽐嘉 裕⼦ 沖縄県⽴中部病院
47 沖縄県 ⽐知屋 春奈 国⽴病院機構沖縄病院
47 沖縄県 福岡 しのぶ 琉球⼤学病院
47 沖縄県 宮⾥ 貴⼦ 北部地区医師会病院
47 沖縄県 宮平 奈美⼦ 社会医療法⼈かりゆし会ハートライフ病院
47 沖縄県 向井 ⿇奈美 沖縄県⽴中部病院
47 沖縄県 吉⽥ 沙織 北部地区医師会病院
47 沖縄県 ⾚嶺 京⼦
47 沖縄県 ⻲島 さおり
47 沖縄県 他 4名   計30名


