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山陰労災病院放射線科
小谷 美香, 大内 泰文, 井隼 孝司

同 内科
神戸 貴雅

同 病理部
庄盛 浩平
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鳥取市立病院外科
大石 正博, 水野 憲治, 加藤 大
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島根大学医学部消化器・総合外科
木谷 昭彦, 比良 英司, �井 清江
西 健, 川畑 康成, 矢野 誠司
田島 義証
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鳥取市立病院外科
水野 憲治, 大石 正博, 加藤 大
山村 方夫, 瀬下 賢, 池田 秀明
小寺 正人, 山下 裕, 田中 紀章
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島根大学医学部消化器・総合外科
川畑 康成, 西 健, 矢野 誠司
田島 義証
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島根県立中央病院外科
長田 絢子, 伊藤 達雄, 播磨 裕
宮本 匠, 福垣 篤, 森野甲子郎

信藤 由成, 豊田 英治, 杉本 真一
高村 道生, 武田 啓志, 橋本 幸直
徳家 敦夫
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鳥取大学放射線科
河合 剛, 神納 敏夫

同 消化器内科
池淵雄一郎
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同愛会博愛病院外科
角 賢一, 星野 和義, 山田 敬教
安宅 正幸

同 内科
浜本 哲郎

同 放射線科
中村希代志
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山陰労災病院消化器内科
西向 栄治, 岩本 拓, 菓 裕貴
田本 明弘, 角田 宏明, 向山 智之
神戸 貴雅, 前田 直人, 謝花 典子
岸本 幸廣, 古城 治彦

博愛病院内科
浜本 哲郎, 大谷 英之, 楠本 智章
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松江赤十字病院初期臨床研修医
牛尾 公典

同 消化器内科
板倉 由幸, 山本 悦孝, 山下 詔嗣
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：松江赤十字病院消化器内科 香川 幸司



原田恵理奈, 花岡 拓哉, 實藤 宏美
千貫 大介, 藤澤 智雄, 串山 義則
内田 靖, 香川 幸司

同 外科
田窪 健二

同 病理部
三浦 弘資
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鳥取大学医学部附属病院消化器内科
斧山 巧, 松本 和也, 川田壮一郎
澤田慎太郎, 今本 龍, 林 暁洋
池淵雄一郎, 武田 洋平, 安部 良
河口剛一郎, 原田 賢一, 八島 一夫
村脇 義和
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山陰労災病院外科
野坂 仁愛, 大井健太郎, 福田 健治
山根 祥晃, 豊田 暢彦
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島根大学医学部消化器・肝臓内科
福庭 暢彦, 岡 昭彦, 楠 龍策
森藤 吉哉, 園山 浩紀, 多田 育賢

大嶋 直樹, 川島 耕作, 石村 典久
石原 俊治, 木下 芳一

同 消化器・総合外科
木谷 昭彦, 高井 清江, 西 健
比良 英司, 川畑 康成, 矢野 誠司
田島 義証

同 腫瘍血液内科
森山 一郎

同 光学医療診療部
結城 崇史
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鳥取大学病態検査
小谷 由香, 高森 稔弘, 橋本 裕希
樋口 あゆ, 細田 優太, 佐藤 研吾
福田千佐子, 広岡 保明

同 病態制御外科
奈賀 卓司, 池口 正英

同 機能病態内科
武田 洋平, 松本 和也, 村脇 義和
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出雲市立総合医療センター内科
結城 美佳, 駒澤 慶憲, 楠 真帆
福原 寛之, 雫 稔弘
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