
No 氏  名 所  属 役  職

1 吉尾　卓 アレルギー・リウマチ科 教授

2 岩本　雅弘 アレルギー・リウマチ科 教授

3 長嶋　孝夫 アレルギー・リウマチ科 准教授

4 永谷　勝也 アレルギー・リウマチ科 講師

5 釜田　康行 アレルギー・リウマチ科 講師

6 秋山　陽一郎 アレルギー・リウマチ科 助教

7 山下　圭輔 救命救急センター 准教授

8 太田　真 救命救急センター 助教

9 岡崎　仁昭 総合診療内科 教授

10 石川　鎮清 総合診療内科 教授

11 牧野　伸子 総合診療内科 准教授

12 三瀬　順一 総合診療内科 准教授

13 竹島　太郎 総合診療内科 講師

14 松山　泰 総合診療内科 講師

15 小松　憲一 総合診療内科 助教

16 小形　幸代 総合診療内科 助教

17 山本　祐 総合診療内科 病院助教

18 早瀬　行治 メディカルシミュレーションセンター 准教授

19 鈴木　義彦 メディカルシミュレーションセンター 講師

20 水田　耕一 移植外科 准教授

21 浦橋　泰然 移植外科 講師

22 井原　欣幸 移植外科 病院講師

23 竹原　めぐみ 一般外科 助教

24 大西　翼 感染症科 病院助教

25 岡部　太郎 感染症科 臨床助教

26 丹波　嘉一郎 緩和ケア部 教授

27 鈴木　隆浩 血液科 講師

28 藤原　慎一郎 血液科 講師

29 佐藤　一也 血液科 講師

30 岡塚　貴世志 血液科 助教

31 杉山　幸比古 呼吸器内科 教授

32 坂東　政司 呼吸器内科 准教授

33 山沢　英明 呼吸器内科 講師

34 間藤　尚子 呼吸器内科 講師

35 中山　雅之 呼吸器内科 助教

36 手塚　憲志 呼吸器外科 講師

37 山本　真一 光学医療センター内視鏡部 講師

38 鯉沼　広治 光学医療センター内視鏡部 講師

39 松原　茂樹 産科婦人科 教授
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40 嵯峨　泰 産科婦人科 准教授

41 竹井　裕二 産科婦人科 講師

42 上村　佐恵子 耳鼻咽喉科 病院助教

43 上田　真寿 腫瘍センター臨床腫瘍部 講師

44 布宮　伸 集中治療部 教授

45 苅尾　七臣 循環器内科 教授

46 新保　昌久 循環器内科 教授

47 池本　智一 循環器内科 講師

48 小森　孝洋 循環器内科 助教

49 森本　哲 小児科 教授

50 南　孝臣 小児科 准教授

51 横山　孝二 小児科 講師

52 多賀　直行 小児集中治療部 准教授

53 吉川　一郎 小児整形外科 教授

54 細谷　好則 消化器外科 准教授

55 佐久間　康成 消化器外科 准教授

56 笹沼　英紀 消化器外科 講師

57 小泉　大 消化器外科 助教

58 齋藤　心 消化器外科 助教

59 森本　光昭 消化器外科 病院助教

60 森本　光昭 消化器外科 病院助教

61 玉田　喜一 消化器内科 准教授

62 畑中　恒 消化器内科 講師

63 嶋崎　晴雄 神経内科 講師

64 武藤　重明 腎臓内科 教授

65 武田　真一 腎臓内科 講師

66 星出　聡 睡眠・サーカディアン循環器科 准教授

67 安食　孝士 整形外科 准教授

68 小林　聡幸 精神科 准教授

69 菊地　千一郎 精神科 講師

70 大口　昭英 総合周産期母子医療センター母体・胎児集中治療管理部 准教授

71 薄井　里英 総合周産期母子医療センター母体・胎児集中治療管理部 准教授

72 馬場　洋介 総合周産期母子医療センター母体・胎児集中治療管理部 講師

73 佐藤　博之 地域医療連携・患者支援部入退院支援室 講師

74 堀江　久永 中央手術部 准教授

75 丹羽　康則 中央手術部 講師

76 長坂　昌一郎 内分泌代謝科 准教授

77 岡田　修和 内分泌代謝科 病院助教

78 益子　敏弘 脳神経外科 准教授

79 横田　英典 脳神経外科 講師

80 貫井　昭徳 泌尿器科 助教
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81 久保　太郎 泌尿器科 病院助教

82 前川　武雄 皮膚科 講師

83 篠崎　健史 放射線科 講師

84 和田　政彦 麻酔科・集中治療部 講師

85 小山　寛介 麻酔科・集中治療部 助教

86 鯉沼　俊貴 麻酔科・集中治療部 助教

87 竹内　護 麻酔科・集中治療部（麻酔科） 教授

88 佐藤　正章 麻酔科・集中治療部（麻酔科） 講師

89 堀田　訓久 麻酔科・集中治療部（麻酔科） 講師

90 森澤　雄司 臨床感染症センター感染制御部 准教授

91 外島　正樹 臨床感染症センター 講師

92 倉科　憲太郎 臨床栄養部ＮＳＴ支援室 病院講師

93 笹原　鉄平 臨床感染症学 講師


