
平成31年度卒後指導委員会名簿

平成31年4月1日現在

氏名 役職 担当ブロック・担当県 所属 職名

1 山田　俊幸 委員長 臨床検査部 教授

2 小谷　和彦 副委員長 中部北（新潟、富山、石川、福井、岐阜） 地域医療学 教授

3 出光　俊郎 委員 北海道・東北(北海道、青森、岩手、宮城、秋田） 総合医学第２ 教授

4 河田　政明 委員 東北・関東（山形、福島、茨城、栃木、群馬） 小児先天性心臓血管外科 教授

5 遠山　信幸 委員 関東（埼玉、千葉、東京、神奈川） 総合医学第２ 教授

6 西野　　宏 委員 中部（山梨、長野、静岡、愛知、三重） 耳鼻咽喉科学 教授

7 森本　　哲 委員 近畿・関西（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山） 小児科 教授

8 奥田　　浩 委員 中国（鳥取、島根、岡山、広島、山口） 数学 教授

9 大澤　英之 委員 四国（徳島、香川、愛媛、高知） 臨床研究支援部 講師

10 中村　好一 委員 九州（福岡、佐賀、長崎、熊本） 公衆衛生学部門 教授

11 市橋　　光 委員 九州（大分、宮崎、鹿児島、沖縄） 総合医学第１ 教授

12 林　芳和 都道府県担当 北海道 消化器内科学部門 講師

13 阿部　隆明 都道府県担当 青森県 子どもの心の診療科 教授

14 今野　　良 都道府県担当 岩手県 総合医学第２ 教授

15 高橋　将文 都道府県担当 宮城県 炎症・免疫研究部 教授

16 紺野　　啓 都道府県担当 秋田県 臨床検査医学 准教授

17 布宮　　伸 都道府県担当 山形県 集中治療部 教授

18 五十嵐　孝 都道府県担当 福島県 中央手術部 准教授

19 三橋　武司 都道府県担当 茨城県 総合医学第１ 准教授

20 五味　　玲 都道府県担当 栃木県 小児脳神経外科 教授

21 村松　慎一 都道府県担当 群馬県 東洋医学部門 教授

22 藤田　英雄 都道府県担当 埼玉県 総合医学第１ 教授

23 丹波嘉一郎 都道府県担当 千葉県 緩和ケア部 教授

24 石川　鎮清 都道府県担当 東京都/女性医師支援担当 医学教育センター 教授

25 多賀　直行 都道府県担当 神奈川県 小児手術・集中治療部 准教授

26 佐藤　健夫 都道府県担当 新潟県 地域臨床教育センター 教授

27 清崎　浩一 都道府県担当 富山県 総合医学第２ 准教授

28 伊藤　真人 都道府県担当 石川県 小児耳鼻咽喉科 教授

29 松山　　泰 都道府県担当 福井県 医学教育センター 准教授

30 輿水　崇鏡 都道府県担当 山梨県 分子薬理学部門 教授

31 小坂　　仁 都道府県担当 長野県 小児科学 教授

32 丹羽　康則 都道府県担当 岐阜県 中央手術部 講師

33 髙山　達也 都道府県担当 静岡県 泌尿器科学部門 准教授

34 礒田　憲夫 都道府県担当 愛知県 消化器内科学部門 教授

35 坂倉　建一 都道府県担当 三重県 総合医学第1 准教授

36 佐田　尚宏 都道府県担当 滋賀県 消化器外科学部門 教授

37 小野　　滋 都道府県担当 京都府 小児外科学部門 教授

38 牧野　伸子 都道府県担当 大阪府/女性医師支援担当 公衆衛生学部門 教授

39 矢野　智則 都道府県担当 兵庫県 消化器内科学部門 准教授

40 杉本　英治 都道府県担当 奈良県 放射線医学 教授

41 畠山　修司 都道府県担当 和歌山県 総合診療部門 教授

42 亀﨑　豊実 都道府県担当 鳥取県 地域医療支援部門 教授

43 古川理恵子 都道府県担当 島根県 小児画像診断部 講師

44 竹内　　護 都道府県担当 岡山県 麻酔科学部門 教授

45 牧野　伸二 都道府県担当 広島県 眼科学 准教授

46 村田　　哲 都道府県担当 山口県 皮膚科（地域医療学センター） 教授

47 川人　宏次 都道府県担当 徳島県 心臓血管外科学部門 教授

48 上田　真寿 都道府県担当 香川県 患者サポートセンター 講師

49 今井　　靖 都道府県担当 愛媛県 臨床薬理学部門 教授

50 山本　博徳 都道府県担当 高知県 消化器内科学部門 教授

51 藤本　茂 都道府県担当 福岡県 神経内科学 教授

52 早田　邦康 都道府県担当 佐賀県 総合医学第２ 教授

53 松本　吏弘 都道府県担当 長崎県 総合医学第１ 准教授

54 野田　弘志 都道府県担当 熊本県 総合医学第２ 准教授

55 嶋崎　晴雄 都道府県担当 大分県 神経内科学部門 准教授

56 岩津　好隆 都道府県担当 宮崎県 臨床検査医学 講師

57 清水　　敦 都道府県担当 鹿児島県 緩和ケア部 准教授

58 尾本きよか 都道府県担当 沖縄県 総合医学第１ 教授

1 髙本　和彦
女性医師支援担当
オブザーバー

卒後指導部長/女性医師支援オブザーバー 公衆衛生学部門 教授

2 牧野　伸子 女性医師支援担当 卒後指導副部長/女性医師支援担当 公衆衛生学部門 教授

3 石川　鎮清 女性医師支援担当 女性医師支援担当 医学教育センター 教授

4 石川由紀子 女性医師支援担当 女性医師支援担当 総合診療部門 講師

5 小島　華林 女性医師支援担当 女性医師支援担当 小児科学 講師

6 山本さやか 女性医師支援担当 女性医師支援担当 臨床検査部 助教


