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1 0001 上級 0001 田村　隆行 　　　 ﾀﾑﾗﾀｶﾕｷ 広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター
1 0002 上級 0002 久保　均　　　　　 ｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 徳島大学医学部
1 0004 上級 0003 小倉　明夫 　　　 ｵｸﾞﾗ ｱｷｵ 京都市立病院
1 0010 上級 0004 内田　幸司 　　　 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ 島根大学医学部医学科
1 0012 上級 0005 寺田　理希 　　　 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 磐田市立総合病院
1 0016 上級 0006 原田　邦明 　　　 ﾊﾗﾀﾞ ｸﾆｱｷ 札幌医科大学医学部附属病院
1 0020 上級 0007 尾崎　正則 　　　 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 北里大学医療衛生学部
1 0027 上級 0008 笠井　治昌 　　　 ｶｻｲ ﾊﾙﾏｻ 名古屋市立大学病院
1 0029 上級 0009 高橋　俊行 　　　 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 昭和大学藤が丘病院
1 0033 上級 0010 高橋　光幸 　　　 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾕｷ 横浜栄共済病院
1 0036 上級 0011 平田　恵哉 ﾋﾗﾀ ｹｲﾔ 金沢医科大学病院
2 0038 上級 0012 大野　誠一郎 ｵｵﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 岡山大学病院
2 0041 上級 0013 小林　昌樹 　　　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 長野市民病院　
2 0043 上級 0014 沖川　隆志 ｵｷｶﾞﾜ ﾀｶｼ 済生会熊本病院
2 0046 上級 0015 後藤　政実 　　　 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾐ 東京大学医学部附属病院
2 0047 上級 0016 高島　弘幸 　　　 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 小樽病院
2 0048 上級 0017 石本　剛　　　　　 ｲｼﾓﾄ ﾀｹｼ 兵庫県立姫路循環器病センター
2 0049 上級 0018 高須　深雪 ﾀｶｽ　ﾐﾕｷ 広島赤十字原爆病院
2 0053 上級 0019 杉森　博行 ｽｷﾞﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 旭川医科大学医学部附属病院
2 0070 上級 0020 土`井　司 　　　　 ﾄﾞｲ ﾂｶｻ 大阪大学医学部附属病院 
2 0072 上級 0021 疋島　啓吾 ﾋｷｼﾏ ｹｲｺﾞ 産業技術総合研究所
3 0077 上級 0022 北川　久　　　　　 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｻｼ 東京慈恵会医科大学附属病院 
3 0080 上級 0023 大下　剛史 　　　 ｵｵｼﾀ ﾂﾖｼ 製鉄記念八幡病院
3 0081 上級 0024 真壁　武司 　　　 ﾏｶﾍﾞ ﾀｹｼ 市立函館病院 
3 0083 上級 0025 渡邉　城大 　　　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆﾋﾛ 埼玉県済生会栗橋病院 
3 0086 上級 0026 濱崎　望　　　　　 ﾊﾏｻｷ ﾉｿﾞﾐ 順天堂東京江東高齢者医療センター 
3 0089 上級 0027 伊藤　大輔 　　　 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 東北大学病院
3 0092 上級 0028 石原　克　　　　　 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾙ 兵庫県立加古川病院 
3 0093 上級 0029 中　孝文 ﾅｶ ﾀｶﾉﾘ 石心会川崎幸病院
3 0094 上級 0030 濱口　明巧 　　　 ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｷﾖｼ 札幌麻生脳神経外科病院 
3 0095 上級 0031 守屋　進　　　　　 ﾓﾘﾔ ｽｽﾑ 石川医院
3 0102 上級 0032 山下　栄二郎 　 ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼﾞﾛｳ 鳥取大学医学部附属病院 
3 0110 上級 0033 中山　智博 ﾅｶﾔﾏ　ﾄﾓﾋﾛ 聖マリア病院 放射線科
3 0119 上級 0034 小林　智哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 筑波メディカルセンター病院 
3 0123 上級 0035 五月女　康作 ｻｵﾄﾒ ｺｳｻｸ 筑波大学サイバニクス研究コア
3 0075 上級 0036 桝田　喜正 　　　 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾀﾀﾞ 千葉大学医学部附属病院 


