
№ 所　　属 部　　署 職　　名 氏　　名 カ　　ナ 学　　位

1 日本医科大学 日本医科大学 学長 田尻　孝 ﾀｼﾞﾘ ﾀｶｼ 医学博士　日本医科大学
2 日本医科大学 解剖学（分子解剖学）教室 大学院教授 瀧澤　俊広 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 博士（医学）自治医科大学
3 日本医科大学 解剖学（分子解剖学）教室 講師 瀧澤　敬美 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｶﾐ 博士（医学）自治医科大学
4 日本医科大学 解剖学（分子解剖学）教室 助教 趙　東威 ﾁﾖｳ ﾄｳｲ 博士（獣医学）日本獣医生命科学大学
5 日本医科大学 解剖学（分子解剖学）教室 助教 バニャー　タンナイン ﾊﾞﾆﾔ- ﾀﾝﾅｲﾝ 博士（医学）日本医科大学
6 日本医科大学 解剖学（生体構造学）教室 大学院教授 小澤　一史 ｵｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 博士（医学）群馬大学
7 日本医科大学 解剖学（生体構造学）教室 准教授 飯島　典生 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾘｵ 博士（理学）東北大学
8 日本医科大学 解剖学（生体構造学）教室 講師 石井　寛高 ｲｼｲ ﾋﾛﾀｶ 博士（理学）東京大学
9 日本医科大学 解剖学（生体構造学）教室 講師 託見　健 ﾀｸﾐ ｹﾝ 博士（理学）京都大学
10 日本医科大学 解剖学（生体構造学）教室 助教 楊　春英 ﾖｳ ｼﾕﾝｴｲ 博士（医学）山梨医科大学
11 日本医科大学 解剖学（生体構造学）教室 助教 岩田　衣世 ｲﾜﾀ ｷﾇﾖ 博士（農学）名古屋大学
12 日本医科大学 解剖学（生体構造学）教室 助教 肥後　心平 ﾋｺﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 博士（学術）東京大学
13 日本医科大学 病理学（解析人体病理学）教室 大学院教授 清水　章 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 博士（医学）日本医科大学
14 日本医科大学 病理学（解析人体病理学）教室 准教授 寺﨑　泰弘 ﾃﾗｻｷ ﾔｽﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
15 日本医科大学 病理学（解析人体病理学）教室 講師 益田　幸成 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ 博士（医学）日本医科大学
16 日本医科大学 病理学（解析人体病理学）教室 講師 功刀　しのぶ ｸﾇｷﾞ ｼﾉﾌﾞ 博士（医学）日本医科大学
17 日本医科大学 病理学（解析人体病理学）教室 助教 永坂　真也 ﾅｶﾞｻｶ ｼﾝﾔ 博士（工学）東京理科大学
18 日本医科大学 病理学（解析人体病理学）教室 助教 寺﨑　美佳 ﾃﾗｻｷ ﾐｶ 博士（医学）熊本大学
19 日本医科大学 病理学（解析人体病理学）教室 助教 長濱　清隆 ﾅｶﾞﾊﾏ ｷﾖﾀｶ 博士（医学）横浜市立大学
20 日本医科大学 病理学（統御機構・腫瘍学）教室 大学院教授 内藤　善哉 ﾅｲﾄｳ ｾﾞﾝﾔ 博士（医学）日本医科大学
21 日本医科大学 病理学（統御機構・腫瘍学）教室 准教授 石渡　俊行 ｲｼﾜﾀ ﾄｼﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
22 日本医科大学 病理学（統御機構・腫瘍学）教室 講師 工藤　光洋 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
23 日本医科大学 病理学（統御機構・腫瘍学）教室 助教 彭　為霞 ﾎﾟﾝ ｳｲｼﾔ 博士（医学）群馬大学
24 日本医科大学 病理学（統御機構・腫瘍学）教室 助教 石野　孔祐 ｲｼﾉ ｺｳｽｹ 博士（農学）名古屋大学
25 日本医科大学 微生物学・免疫学教室 大学院教授 高橋　秀実 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾐ 博士（医学）日本医科大学
26 日本医科大学 微生物学・免疫学教室 准教授 熊谷　善博 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 博士（医学）東京大学
27 日本医科大学 微生物学・免疫学教室 講師 新谷　英滋 ｼﾝﾔ ｴｲｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
28 日本医科大学 微生物学・免疫学教室 講師 髙久　俊 ﾀｶｸ ｼﾕﾝ 博士（医学）日本医科大学
29 日本医科大学 微生物学・免疫学教室 助教 高橋　めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 博士（医学）滋賀医科大学
30 日本医科大学 微生物学・免疫学教室 助教 若林　あや子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔｺ 博士（医学）東京医科歯科大学
31 日本医科大学 微生物学・免疫学教室 助教 根岸　靖幸 ﾈｷﾞｼ ﾔｽﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
32 日本医科大学 微生物学・免疫学教室 助教 大倉　定之 ｵｵｸﾗ ｻﾀﾞﾕｷ 博士（人間・環境学）京都大学
33 日本医科大学 衛生学・公衆衛生学教室 大学院教授 川田　智之 ｶﾜﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 博士（医学）群馬大学
34 日本医科大学 衛生学・公衆衛生学教室 准教授 李　卿 ﾘ ｹｲ 博士（医学）鹿児島大学
35 日本医科大学 衛生学・公衆衛生学教室 准教授 大塚　俊昭 ｵｵﾂｶ ﾄｼｱｷ 博士（医学）日本医科大学
36 日本医科大学 衛生学・公衆衛生学教室 講師 若山　葉子 ﾜｶﾔﾏ ﾖｳｺ 博士（医学）日本医科大学
37 日本医科大学 衛生学・公衆衛生学教室 講師 稲垣　弘文 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 博士（医学）日本医科大学
38 日本医科大学 衛生学・公衆衛生学教室 講師 李　英姫 ﾘ ｴｲｷ 博士（医学）日本医科大学
39 日本医科大学 衛生学・公衆衛生学教室 助教 勝又　聖夫 ｶﾂﾏﾀ ﾏｻｵ 博士（医学）日本医科大学
40 日本医科大学 衛生学・公衆衛生学教室 助教 平田　幸代 ﾋﾗﾀ ﾕｷﾖ 博士（医学）日本医科大学
41 日本医科大学 衛生学・公衆衛生学教室 助教 可知　悠子 ｶﾁ ﾕｳｺ 博士（医学）東京大学
42 日本医科大学 生理学（システム生理学）教室 大学院教授 金田　誠 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ 博士（医学）山形大学
43 日本医科大学 生理学（システム生理学）教室 准教授 木山　裕子 ｷﾔﾏ ﾕｳｺ 博士（医学）大阪市立大学
44 日本医科大学 生理学（システム生理学）教室 助教 大西　知宏 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾋﾛ 博士（獣医学）東京大学
45 日本医科大学 生理学（システム生理学）教室 助教 尹　成珠 ｲﾝ ｾｲｼﾕ 博士（医学）日本医科大学
46 日本医科大学 生理学（システム生理学）教室 助教 石井　俊行 ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ 修士（理学）東邦大学
47 日本医科大学 生理学（システム生理学）教室 助教 本間　耕平 ﾎﾝﾏ ｺｳﾍｲ 博士（理学）慶應義塾大学
48 日本医科大学 生理学（生体統御学）教室 大学院教授 柿沼　由彦 ｶｷﾇﾏ ﾖｼﾋｺ 博士（医学）筑波大学
49 日本医科大学 生理学（生体統御学）教室 准教授 根本　祟宏 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 博士（保健学）東京医科歯科大学
50 日本医科大学 生理学（生体統御学）教室 講師 原田　嘉夫 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｵ 博士（医学）京都大学
51 日本医科大学 生理学（生体統御学）教室 講師 大畠　久幸 ｵｵﾊﾀ ﾋｻﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
52 日本医科大学 生理学（生体統御学）教室 講師 眞野　あすか ﾏﾉ ｱｽｶ 博士（医学）日本医科大学
53 日本医科大学 生理学（生体統御学）教室 講師 洲鎌　秀永 ｽｶﾞﾏ ｼﾕｳｴｲ 博士（医学）群馬大学
54 日本医科大学 生理学（生体統御学）教室 助教 鈴木　健治 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 博士（医学）九州大学
55 日本医科大学 生化学・分子生物学（代謝・栄養学）教室 大学院教授 折茂　英生 ｵﾘﾓ ﾋﾃﾞｵ 博士（医学）日本医科大学
56 日本医科大学 生化学・分子生物学（代謝・栄養学）教室 准教授 岡本　研 ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 博士（医学）横浜市立大学
57 日本医科大学 生化学・分子生物学（代謝・栄養学）教室 講師 岩崎　俊雄 ｲﾜｻｷ ﾄｼｵ 博士（理学）東京工業大学
58 日本医科大学 生化学・分子生物学（代謝・栄養学）教室 助教 松村　智裕 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 博士（理学）大阪大学
59 日本医科大学 生化学・分子生物学（代謝・栄養学）教室 助教 片山　映 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ 博士（理学）総合研究大学
60 日本医科大学 生化学・分子生物学（代謝・栄養学）教室 助教 草野　輝男 ｸｻﾉ ﾃﾙｵ 博士（地球環境科学）北海道大学
61 日本医科大学 生化学・分子生物学（分子遺伝学）教室 大学院教授 岡田　尚巳 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 博士（医学）金沢大学
62 日本医科大学 生化学・分子生物学（分子遺伝学）教室 准教授 三宅　弘一 ﾐﾔｹ ｺｳｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
63 日本医科大学 生化学・分子生物学（分子遺伝学）教室 准教授 渡邉　淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 博士（医学）日本医科大学
64 日本医科大学 生化学・分子生物学（分子遺伝学）教室 講師 平井　幸彦 ﾋﾗｲ ﾕｷﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
65 日本医科大学 生化学・分子生物学（分子遺伝学）教室 助教 山崎　吉之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 博士（工学）北海道大学
66 日本医科大学 生化学・分子生物学（分子遺伝学）教室 助教 飯島　修 ｲｲｼﾞﾏ ｵｻﾑ 博士（農学）東京農業工業大学
67 日本医科大学 薬理学教室 大学院教授 鈴木　秀典 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 医学博士　東京医科歯科大学
68 日本医科大学 薬理学教室 准教授 齋藤　文仁 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾋﾄ 博士（理学）大阪大学
69 日本医科大学 薬理学教室 准教授 小林　克典 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾉﾘ 博士（医学）東京大学
70 日本医科大学 薬理学教室 講師 永野　昌俊 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
71 日本医科大学 薬理学教室 講師 浅田　穣 ｱｻﾀﾞ ﾐﾉﾙ 博士（薬学）東京大学
72 日本医科大学 薬理学教室 講師 坂井　敦 ｻｶｲ ｱﾂｼ 博士（医学）日本医科大学
73 日本医科大学 薬理学教室 助教 池田　裕美子 ｲｹﾀﾞ ﾕﾐｺ 修士（保健学）東京医科歯科大学
74 日本医科大学 薬理学教室 助教 佐藤　寛栄 ｻﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 博士（医学）慶應義塾大学
75 日本医科大学 法医学教室 大学院教授 大野　曜吉 ｵｵﾉ ﾖｳｷﾁ 博士（医学）東北大学
76 日本医科大学 法医学教室 准教授 林田　眞喜子 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏｷｺ 博士（医学）日本医科大学
77 日本医科大学 法医学教室 准教授（嘱託） 長谷場　健 ﾊｾﾊﾞ ﾀｹｼ 博士（医学）日本医科大学
78 日本医科大学 法医学教室 講師 真下　啓子 ﾏｼﾓ ｹｲｺ 博士（医学）日本医科大学
79 日本医科大学 法医学教室 助教 富田　ゆかり ﾄﾐﾀ ﾕｶﾘ 博士（医学）日本医科大学
80 日本医科大学 法医学教室 助教 平川　慶子 ﾋﾗｶﾜ ｹｲｺ 博士（医学）日本医科大学
81 日本医科大学 法医学教室 助教 崔　范来 ｻｲ ﾊﾝﾗｲ 学士（医学）白求恩医科大学医学部
82 日本医科大学 法医学教室 助教 山口　晃志 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 博士（理学）東北大学
83 日本医科大学 形態解析共同研究施設 准教授 鈴木　英紀 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 博士（医学）東京医科歯科大学
84 日本医科大学 医学教育センター 特任教授 海原　純子 ｳﾐﾊﾗ ｼﾞﾕﾝｺ 博士（医学）東京慈恵会医科大学
85 日本医科大学 医学教育センター 准教授 藤倉　輝道 ﾌｼﾞｸﾗ ﾃﾙﾐﾁ 博士（医学）日本医科大学
86 日本医科大学 医学教育センター 准教授（嘱託） 伊藤　高司 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 理学修士　早稲田大学
87 日本医科大学 医学教育センター 助教 阿曽　亮子 ｱｿ ﾘﾖｳｺ 博士（医学）日本医科大学
88 日本医科大学 医学教育センター 助教 早坂　明哲 ﾊﾔｻｶ ﾖｼｱｷ 博士（ソフトウェア情報学）岩手県立大学
89 日本医科大学 医学教育センター 助教 井上　千鹿子 ｲﾉｳｴ ﾁｶｺ 修士（社会デザイン学）立教大学
90 日本医科大学 基礎医学ＲＩ研究室 准教授 永原　則之 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 博士（医学）横浜市立大学
91 日本医科大学 実験動物管理室 准教授 秋元　敏雄 ｱｷﾓﾄ ﾄｼｵ 博士（獣医学）日本獣医生命科学大学
92 日本医科大学 実験動物管理室 助教 丸山　基世 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾄﾖ 修士（獣医保健看護学）日本獣医生命科学大学
93 日本医科大学 臨床研究支援センター（仮称） 特任教授 島田　隆 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 博士（医学）日本医科大学
94 日本医科大学 学生相談室 助教 鋤柄　のぞみ ｽｷｶﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 修士（社会学）東京国際大学
95 武蔵境校舎 心理学 教授 野村　俊明 ﾉﾑﾗ ﾄｼｱｷ 博士（医学）日本医科大学、修士（教育学）東京大学
96 武蔵境校舎 医療心理学 講師 樫村　正美 ｶｼﾑﾗ ﾏｻﾐ 博士（心理学）筑波大学
97 武蔵境校舎 数学 教授 中澤　秀夫 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 博士（理学）東京都立大学
98 武蔵境校舎 数学 准教授 儀我　真理子 ｷﾞｶﾞ ﾏﾘｺ 博士（理学）日本大学、修士（理学）お茶の水女子大学
99 武蔵境校舎 物理学 准教授 菊地　浩人 ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ 博士（理学）早稲田大学
100 武蔵境校舎 物理学 准教授 藤崎　弘士 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾛｼ 博士（理学）東京大学
101 武蔵境校舎 化学 教授 中村　成夫 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｵ 博士（薬学）東京大学
102 武蔵境校舎 化学 准教授 菅原　理二 ｽｶﾞﾊﾗ ｺﾄｼﾞ 博士（理学）千葉大学
103 武蔵境校舎 化学 准教授 永井　俊 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ 博士（理学）立教大学
104 武蔵境校舎 化学 講師 武田　洋一 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 博士（工学）成蹊大学
105 武蔵境校舎 生物学 教授 岡　敦子 ｵｶ ｱﾂｺ 博士（理学）東京大学、博士（医学）獨協医科大学
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106 武蔵境校舎 生物学 准教授 高市　眞一 ﾀｶｲﾁ ｼﾝｲﾁ 博士（理学）東京大学
107 武蔵境校舎 生物学 准教授 長谷部　孝 ﾊｾﾍﾞ ﾀｶｼ 博士（理学）早稲田大学
108 武蔵境校舎 英語 教授 﨑村　耕二 ｻｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 文学修士　九州大学
109 武蔵境校舎 英語 講師 吉田　純恵 ﾖｼﾀﾞ ｽﾐｴ 文学士　お茶ノ水女子大学、芸術学修士　（MA.サザンプトン大学）

110 武蔵境校舎 スポーツ科学 准教授 武藤　三千代 ﾑﾄｳ ﾐﾁﾖ 学士（体育学）　日本体育大学
111 武蔵境校舎 スポーツ科学 准教授 三上　俊夫 ﾐｶﾐ ﾄｼｵ 博士（医学）日本医科大学、修士（体育学）筑波大学
112 付属病院 付属病院 大学院教授 坂本　篤裕 ｻｶﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
113 付属病院 感染制御部 病院講師 根井　貴仁 ﾈｲ ﾀｶﾋﾄ 博士（医学）日本医科大学
114 付属病院 総合診療科・一般内科 大学院教授 安武　正弘 ﾔｽﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
115 付属病院 総合診療科・一般内科 講師 小原　俊彦 ｵﾊﾗ ﾄｼﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
116 付属病院 総合診療科・一般内科 病院講師 兵働　英也 ﾋﾖｳﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾔ 博士（医学）日本医科大学
117 付属病院 総合診療科・一般内科 助教・医員 小野寺　直子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵｺ 学士（医学）
118 付属病院 総合診療科・一般内科 助教・医員 若栗　大朗 ﾜｶｸﾘ ﾋﾛｱｷ 学士（医学）
119 付属病院 総合診療科・一般内科 助教・医員（定員外） 桐木　園子 ｷﾘﾉｷ ｿﾉｺ 学士（医学）
120 付属病院 総合診療科・一般内科 助教・医員（定員外） 三浦　由記子 ﾐｳﾗ ﾕｷｺ 学士（医学）
121 付属病院 総合診療科・一般内科 助教・医員（定員外） 竹之内　菜菜 ﾀｹﾉｳﾁ ﾅﾅ 学士（医学）
122 付属病院 循環器内科 大学院教授 清水　渉 ｼﾐｽﾞ ﾜﾀﾙ 博士（医学）広島大学
123 付属病院 循環器内科 病院教授 宮本　正章 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｱｷ 博士（医学）近畿大学
124 付属病院 循環器内科 准教授 福間　長知 ﾌｸﾏ ﾅｶﾞﾊﾙ 博士（医学）日本医科大学
125 付属病院 循環器内科 准教授 淺井　邦也 ｱｻｲ ｸﾆﾔ 博士（医学）日本医科大学
126 付属病院 循環器内科 准教授 宮内　靖史 ﾐﾔｳﾁ ﾔｽｼ 博士（医学）日本医科大学
127 付属病院 循環器内科 准教授 高野　仁司 ﾀｶﾉ ﾋﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
128 付属病院 循環器内科 講師 塚田　弥生 ﾂｶﾀﾞ ﾔﾖｲ 博士（医学）日本医科大学
129 付属病院 循環器内科 講師 髙木　元 ﾀｶｷﾞ ｹﾞﾝ 博士（医学）日本医科大学
130 付属病院 循環器内科 病院講師 福本　裕子 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾛｺ 博士（医学）日本医科大学
131 付属病院 循環器内科 病院講師 林　明聡 ﾊﾔｼ ﾒｲｿｳ 博士（医学）日本医科大学
132 付属病院 循環器内科 病院講師 淀川　顕司 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
133 付属病院 循環器内科 病院講師 岩﨑　雄樹 ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ 博士（医学）日本医科大学
134 付属病院 循環器内科 助教・医員 時田　祐吉 ﾄｷﾀ ﾕｳｷﾁ 博士（医学）日本医科大学
135 付属病院 循環器内科 助教・医員 太良　修平 ﾀﾗ ｼﾕｳﾍｲ 博士（医学）日本医科大学
136 付属病院 循環器内科 助教・医員 柴田　祐作 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｻｸ 学士（医学）
137 付属病院 循環器内科 助教・医員 谷田　篤史 ﾀﾆﾀ ｱﾂｼ 学士（医学）
138 付属病院 循環器内科 助教・医員 加藤　浩司 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
139 付属病院 循環器内科 助教・医員 吉川　雅智 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄﾓ 学士（医学）
140 付属病院 循環器内科 助教・医員 村井　綱児 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
141 付属病院 循環器内科 助教・医員 中村　俊一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾕﾝｲﾁ 学士（医学）
142 付属病院 循環器内科 助教・医員 吉永　綾 ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾔ 学士（医学）
143 付属病院 循環器内科 助教・医員 乾　恵輔 ｲﾇｲ ｹｲｽｹ 学士（医学）
144 付属病院 循環器内科 助教・医員 久保田　芳明 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｱｷ 博士（医学）日本医科大学
145 付属病院 循環器内科 助教・医員 坪井　一平 ﾂﾎﾞｲ ｲﾂﾍﾟｲ 博士（医学）日本医科大学
146 付属病院 循環器内科 助教・医員代理 中村　有希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 学士（医学）
147 付属病院 循環器内科 助教・医員代理 髙圓　雅博 ｺｳｴﾝ ﾏｻﾋﾛ 学士（医学）
148 付属病院 循環器内科 助教・医員代理 鈴木　啓士 ｽｽﾞｷ ｹｲｼ 学士（医学）
149 付属病院 循環器内科 助教・医員代理 知念　大悟 ﾁﾈﾝ ﾀﾞｲｺﾞ 学士（医学）
150 付属病院 神経内科 准教授 駒場　祐一 ｺﾏﾊﾞ ﾕｳｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
151 付属病院 神経内科 准教授 上田　雅之 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
152 付属病院 神経内科 准教授 三品　雅洋 ﾐｼﾅ ﾏｻﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
153 付属病院 神経内科 講師 臼田　和弘 ｳｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
154 付属病院 神経内科 講師（定員外） 永山　寛 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
155 付属病院 神経内科 講師（定員外） 大久保　誠二 ｵｵｸﾎﾞ ｾｲｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
156 付属病院 神経内科 講師（定員外） 仁藤　智香子 ﾆﾄｳ ﾁｶｺ 博士（医学）日本医科大学
157 付属病院 神経内科 病院講師 須田　智 ｽﾀﾞ ｻﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
158 付属病院 神経内科 病院講師 酒巻　雅典 ｻｶﾏｷ ﾏｻﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
159 付属病院 神経内科 病院講師 西山　康裕 ﾆｼﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
160 付属病院 神経内科 病院講師 阿部　新 ｱﾍﾞ ｱﾗﾀ 博士（医学）日本医科大学
161 付属病院 神経内科 助教・医員 熊谷　智昭 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｱｷ 学士（医学）
162 付属病院 神経内科 助教・医員 鈴木　健太郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 学士（医学）
163 付属病院 腎臓内科 大学院教授 鶴岡　秀一 ﾂﾙｵｶ ｼﾕｳｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
164 付属病院 腎臓内科 講師 金子　朋広 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
165 付属病院 腎臓内科 病院講師 三井　亜希子 ﾐｲ ｱｷｺ 博士（医学）日本医科大学
166 付属病院 腎臓内科 助教・医員 平間　章郎 ﾋﾗﾏ ｱｷｵ 学士（医学）
167 付属病院 腎臓内科 助教・医員 渡邉　容子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 学士（医学）
168 付属病院 腎臓内科 助教・医員 福井　めぐみ ﾌｸｲ ﾒｸﾞﾐ 学士（医学）
169 付属病院 腎臓内科 助教・医員 藤田　恵美子 ﾌｼﾞﾀ ｴﾐｺ 博士（医学）日本医科大学
170 付属病院 腎臓内科 助教・医員 池ノ内　綾子 ｲｹﾉｳﾁ ｱﾔｺ 学士（医学）
171 付属病院 腎臓内科 助教・医員代理 池田　まり子 ｲｹﾀﾞ ﾏﾘｺ 学士（医学）
172 付属病院 血液内科 大学院教授 猪口　孝一 ｲﾉｸﾁ ｺｳｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
173 付属病院 血液内科 准教授 山口　博樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 博士（医学）日本医科大学
174 付属病院 血液内科 准教授 田村　秀人 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 博士（医学）日本医科大学
175 付属病院 血液内科 講師 中山　一隆 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 博士（医学）日本医科大学
176 付属病院 血液内科 病院講師 近藤　麻加 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻｶ 博士（医学）日本医科大学
177 付属病院 血液内科 病院講師 岡本　宗雄 ｵｶﾓﾄ ﾑﾈｵ 博士（医学）日本医科大学
178 付属病院 血液内科 病院講師 玉井　勇人 ﾀﾏｲ ﾊﾔﾄ 博士（医学）日本医科大学
179 付属病院 血液内科 病院講師 守屋　慶一 ﾓﾘﾔ ｹｲｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
180 付属病院 血液内科 助教・医員 平川　経晃 ﾋﾗｶﾜ ﾂﾈｱｷ 博士（医学）日本医科大学
181 付属病院 血液内科 助教・医員 了德寺　剛 ﾘﾖｳﾄｸｼﾞ ﾀｹｼ 学士（医学）
182 付属病院 血液内科 助教・医員 岡部　雅弘 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 学士（医学）
183 付属病院 血液内科 助教・医員代理 福永　景子 ﾌｸﾅｶﾞ ｹｲｺ 学士（医学）
184 付属病院 血液内科 助教・医員代理 由井　俊輔 ﾕｲ ｼﾕﾝｽｹ 学士（医学）
185 付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 大学院教授 杉原　仁 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
186 付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 特任教授 及川　眞一 ｵｲｶﾜ ｼﾝｲﾁ 博士（医学）東北大学
187 付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 助教・医員 原田　太郎 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾛｳ 学士（医学）日本医科大学
188 付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 助教・医員 長尾　元嗣 ﾅｶﾞｵ ﾓﾄﾂｸﾞ 博士（医学）日本医科大学
189 付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 助教・医員 稲垣　恭子 ｲﾅｶﾞｷ ｷﾖｳｺ 博士（医学）日本医科大学
190 付属病院 消化器・肝臓内科 大学院教授代行 坂本　長逸 ｻｶﾓﾄ ﾁﾖｳｲﾂ 博士（医学）神戸大学
191 付属病院 消化器・肝臓内科 臨床教授 川本　智章 ｶﾜﾓﾄ ﾁｱｷ 博士（医学）自治医科大学
192 付属病院 消化器・肝臓内科 准教授 藤森　俊二 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾕﾝｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
193 付属病院 消化器・肝臓内科 准教授 三宅　一昌 ﾐﾔｹ ｶｽﾞﾏｻ 博士（医学）日本医科大学
194 付属病院 消化器・肝臓内科 准教授 二神　生爾 ﾌﾀｶﾞﾐ ｾｲｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
195 付属病院 消化器・肝臓内科 病院講師 米澤　真興 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻｵｷ 博士（医学）日本医科大学
196 付属病院 消化器・肝臓内科 病院講師 河越　哲郎 ｶﾜｺﾞｴ ﾃﾂﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
197 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員 神戸　秀子 ｶﾝﾍﾞ ﾋﾃﾞｺ 学士（医学）日本医科大学
198 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員 遠坂　由紀子 ｴﾝｻｶ ﾕｷｺ 学士（医学）日本医科大学
199 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員 春日　裕介 ｶｽｶﾞ ﾕｳｽｹ 学士（医学）聖マリアンナ医科大学
200 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員 江原　彰仁 ｴﾊﾗ ｱｷﾋﾄ 学士（医学）日本医科大学
201 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員 川見　典之 ｶﾜﾐ ﾉﾘﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
202 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員 福田　健 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹｼ 学士（医学）日本医科大学
203 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員 松下　洋子 ﾏﾂｼﾀ ﾖｳｺ 博士（医学）日本医科大学
204 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員 金子　恵子 ｶﾈｺ ｹｲｺ 学士（医学）埼玉医科大学
205 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員 小髙　康裕 ｺﾀﾞｶ ﾔｽﾋﾛ 学士（医学）日本医科大学
206 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員代理 梅澤　まり子 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾘｺ 学士（医学）日本医科大学
207 付属病院 消化器・肝臓内科 助教・医員代理 馬來　康太郎 ﾏｷ ｺｳﾀﾛｳ 学士（医学）日本医科大学
208 付属病院 消化器外科 大学院教授 内田　英二 ｳﾁﾀﾞ ｴｲｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
209 付属病院 消化器外科 病院教授 眞々田　裕宏 ﾏﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
210 付属病院 消化器外科 准教授 谷合　信彦 ﾀﾆｱｲ ﾉﾌﾞﾋｺ 学士（医学）日本医科大学
211 付属病院 消化器外科 准教授 中村　慶春 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 博士（医学）日本医科大学
212 付属病院 消化器外科 准教授 野村　務 ﾉﾑﾗ ﾂﾄﾑ 博士（医学）日本医科大学
213 付属病院 消化器外科 講師 藤田　逸郎 ﾌｼﾞﾀ ｲﾂｵ 博士（医学）日本医科大学
214 付属病院 消化器外科 講師 金沢　義一 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 博士（医学）日本医科大学
215 付属病院 消化器外科 講師 菅　隼人 ｶﾝ ﾊﾔﾄ 博士（医学）日本医科大学



216 付属病院 消化器外科 講師 松谷　毅 ﾏﾂﾀﾆ ﾀｹｼ 博士（医学）日本医科大学
217 付属病院 消化器外科 講師（定員外） 山田　岳史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 博士（医学）日本医科大学
218 付属病院 消化器外科 病院講師 萩原　信敏 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
219 付属病院 消化器外科 助教・医員 川野　陽一 ｶﾜﾉ ﾖｳｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
220 付属病院 消化器外科 助教・医員 坂田　義則 ｻｶﾀ ﾖｼﾉﾘ 学士（医学）日本医科大学
221 付属病院 消化器外科 助教・医員 関口　久美子 ｾｷｸﾞﾁ ｸﾐｺ 学士（医学）日本医科大学
222 付属病院 消化器外科 助教・医員 小泉　岐博 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾁﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
223 付属病院 消化器外科 助教・医員 小野寺　浩之 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
224 付属病院 消化器外科 助教・医員 吉岡　正人 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾄ 博士（医学）日本医科大学
225 付属病院 消化器外科 助教・医員 進士　誠一 ｼﾝｼﾞ ｾｲｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
226 付属病院 消化器外科 助教・医員 勝野　暁 ｶﾂﾉ ｱｷﾗ 博士（医学）日本医科大学
227 付属病院 消化器外科 助教・医員 菅野　仁士 ｶﾝﾉ ﾋﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
228 付属病院 消化器外科 助教・医員 水口　義昭 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 博士（医学）日本医科大学
229 付属病院 消化器外科 助教・医員 清水　哲也 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾔ 博士（医学）日本医科大学
230 付属病院 消化器外科 助教・医員 柿沼　大輔 ｶｷﾇﾏ ﾀﾞｲｽｹ 博士（医学）日本医科大学
231 付属病院 消化器外科 助教・医員 近藤　亮太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾖｳﾀ 学士（医学）東京慈恵会医科大学
232 付属病院 消化器外科 助教・医員 神田　知洋 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
233 付属病院 消化器外科 助教・医員 山岸　杏彌 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾔ 博士（医学）日本医科大学
234 付属病院 消化器外科 助教・医員 横山　康行 ﾖｺﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 学士（医学）日本医科大学
235 付属病院 消化器外科 助教・医員代理 古木　裕康 ﾌﾙｷ ﾋﾛﾔｽ 学士（医学）日本医科大学
236 付属病院 乳腺科 大学院教授 武井　寛幸 ﾀｹｲ ﾋﾛﾕｷ 博士（医学）群馬大学
237 付属病院 乳腺科 准教授 山下　浩二 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
238 付属病院 乳腺科 講師（定員外） 柳原　恵子 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｹｲｺ 博士（医学）日本医科大学
239 付属病院 乳腺科 助教・医員 栗田　智子 ｸﾘﾀ ﾄﾓｺ 博士（医学）日本医科大学
240 付属病院 内分泌外科 大学院教授 杉谷　巌 ｽｷﾞﾀﾆ ｲﾜｵ 博士（医学）東京大学
241 付属病院 内分泌外科 准教授 五十嵐　健人 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹﾋﾄ 博士（医学）日本医科大学
242 付属病院 内分泌外科 病院講師 岡村　律子 ｵｶﾑﾗ ﾘﾂｺ 博士（医学）日本医科大学
243 付属病院 心臓血管外科 大学院教授 新田　隆 ﾆﾂﾀ ﾀｶｼ 博士（医学）日本医科大学
244 付属病院 心臓血管外科 臨床教授 師田　哲郎 ﾓﾛﾀ ﾃﾂﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
245 付属病院 心臓血管外科 准教授 石井　庸介 ｲｼｲ ﾖｳｽｹ 博士（医学）日本医科大学
246 付属病院 心臓血管外科 講師 坂本　俊一郎 ｻｶﾓﾄ ｼﾕﾝｲﾁﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
247 付属病院 心臓血管外科 助教・医員 宮城　泰雄 ﾐﾔｷﾞ ﾔｽｵ 博士（医学）日本医科大学
248 付属病院 心臓血管外科 助教・医員 栗田　二郎 ｸﾘﾀ ｼﾞﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
249 付属病院 心臓血管外科 助教・医員 鈴木　大悟 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 学士（医学）
250 付属病院 心臓血管外科 助教・医員 大森　裕也 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾔ 学士（医学）日本医科大学
251 付属病院 心臓血管外科 助教・医員 渡邉　嘉之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
252 付属病院 心臓血管外科 助教・医員 白川　真 ｼﾗｶﾜ ﾏｺﾄ 学士（医学）
253 付属病院 心臓血管外科 助教・医員 廣本　敦之 ﾋﾛﾓﾄ ｱﾂｼ 学士（医学）日本医科大学
254 付属病院 心臓血管外科 助教・医員 田上　素子 ﾀﾉｳｴ ﾓﾄｺ 学士（医学）
255 付属病院 呼吸器外科 大学院教授 臼田　実男 ｳｽﾀﾞ ｼﾞﾂｵ 博士（医学）東京医科大学
256 付属病院 呼吸器外科 講師 石角　太一郎 ｲｼｽﾞﾐ ﾀｲﾁﾛｳ 博士（医学）東京医科大学
257 付属病院 呼吸器外科 助教・医員 井上　達哉 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 博士（医学）東京医科大学
258 付属病院 呼吸器外科 助教・医員 佐藤　明 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 学士(医学)杏林大学
259 付属病院 呼吸器外科 助教・医員 堀内　翔 ﾎﾘｳﾁ ｼﾖｳ 学士(医学)東北大学
260 付属病院 脳神経外科 大学院教授 森田　明夫 ﾓﾘﾀ ｱｷｵ 博士（医学）東京大学
261 付属病院 脳神経外科 准教授 吉田　大蔵 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｿﾞｳ 博士（医学）日本医科大学
262 付属病院 脳神経外科 准教授 山口　文雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｵ 博士（医学）日本医科大学
263 付属病院 脳神経外科 講師（定員外） 田原　重志 ﾀﾊﾗ ｼｹﾞﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
264 付属病院 脳神経外科 講師（定員外） 村井　保夫 ﾑﾗｲ ﾔｽｵ 博士（医学）日本医科大学
265 付属病院 脳神経外科 助教・医員 佐藤　俊 ｻﾄｳ ｼﾕﾝ 博士（医学）日本医科大学
266 付属病院 脳神経外科 助教・医員 展　広智 ﾃﾝ ﾋﾛﾄﾓ 博士（医学）滋賀医科大学
267 付属病院 脳神経外科 助教・医員 中川　俊祐 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾕﾝｽｹ 学士（医学）日本医科大学
268 付属病院 脳神経外科 助教・医員 土屋　雅人 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾄ 学士（医学）日本医科大学
269 付属病院 脳神経外科 助教・医員 石坂　栄太郎 ｲｼｻｶ ｴｲﾀﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
270 付属病院 整形外科 大学院教授 髙井　信朗 ﾀｶｲ ｼﾝﾛｳ 博士（医学）京都府立医科大学
271 付属病院 整形外科 准教授 澤泉　卓哉 ｻﾜｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 博士（医学）日本医科大学
272 付属病院 整形外科 講師 元文　芳和 ｹﾞﾝﾌﾞﾝ ﾖｼｶｽﾞ 博士（医学）日本医科大学
273 付属病院 整形外科 講師 森　淳 ﾓﾘ ｱﾂｼ 博士（医学）日本医科大学
274 付属病院 整形外科 講師 河路　秀巳 ｶﾜｼﾞ ﾋﾃﾞﾐ 博士（医学）日本医科大学
275 付属病院 整形外科 病院講師 金　竜 ｷﾝ ﾘﾕｳ 博士（医学）日本医科大学
276 付属病院 整形外科 病院講師 飯澤　典茂 ｲｲｻﾞﾜ ﾉﾘｼｹﾞ 博士（医学）日本医科大学
277 付属病院 整形外科 病院講師 角田　隆 ﾂﾉﾀﾞ ﾘﾕｳ 博士（医学）日本医科大学
278 付属病院 整形外科 病院講師 小寺　訓江 ｺﾃﾞﾗ ﾉﾘｴ 博士（医学）日本医科大学
279 付属病院 整形外科 助教・医員 萩原　祐介 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 博士（医学）日本医科大学
280 付属病院 整形外科 助教・医員 林　幹彦 ﾊﾔｼ ﾐｷﾋｺ 学士（医学）日本医科大学
281 付属病院 整形外科 助教・医員 松井　秀平 ﾏﾂｲ ｼﾕｳﾍｲ 学士（医学）日本医科大学
282 付属病院 整形外科 助教・医員 植松　卓哉 ｳｴﾏﾂ ﾀｸﾔ 博士（医学）日本医科大学
283 付属病院 整形外科 助教・医員 吉澤　隆明 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ 学士（医学）金沢医科大学
284 付属病院 整形外科 助教・医員 佐藤　章子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 学士（医学）東京女子医科大学
285 付属病院 整形外科 助教・医員 須藤　悦宏 ｽﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
286 付属病院 整形外科 助教・医員 原田　和弘 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 学士（医学）日本医科大学
287 付属病院 小児科 教授 前田　美穂 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾎ 博士（医学）日本医科大学
288 付属病院 小児科 教授 小川　俊一 ｵｶﾞﾜ ｼﾕﾝｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
289 付属病院 小児科 大学院教授 伊藤　保彦 ｲﾄｳ ﾔｽﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
290 付属病院 小児科 特任教授 ルビー　パワンカール ﾙﾋﾞ- ﾊﾟﾜﾝｶ-ﾙ 博士（医学）日本医科大学
291 付属病院 小児科 准教授 深澤　隆治 ﾌｶｻﾞﾜ ﾘﾕｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
292 付属病院 小児科 講師 植田　高弘 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
293 付属病院 小児科 講師（定員外） 五十嵐　徹 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｵﾙ 博士（医学）日本医科大学
294 付属病院 小児科 講師（定員外） 早川　潤 ﾊﾔｶﾜ ｼﾞﾕﾝ 博士（医学）日本医科大学
295 付属病院 小児科 助教・医員 林　美雪 ﾊﾔｼ ﾐﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
296 付属病院 小児科 助教・医員 渡邉　誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 学士（医学）日本医科大学
297 付属病院 小児科 助教・医員 髙木　篤史 ﾀｶｷﾞ ｱﾂｼ 学士（医学）日本医科大学
298 付属病院 小児科 助教・医員 山西　愼吾 ﾔﾏﾆｼ ｼﾝｺﾞ 博士（医学）日本医科大学
299 付属病院 小児科 助教・医員 板橋　寿和 ｲﾀﾊﾞｼ ﾄｼｶｽﾞ 学士（医学）日本医科大学
300 付属病院 小児科 助教・医員 田嶋　華子 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾅｺ 博士（医学）日本医科大学
301 付属病院 小児科 助教・医員 田辺　雄次郎 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 学士（医学）日本医科大学
302 付属病院 小児科 助教・医員 橋本　康司 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 学士（医学）日本医科大学
303 付属病院 小児科 助教・医員 上田　美希 ｳｴﾀﾞ ﾐｷ 博士（医学）日本医科大学
304 付属病院 眼科 大学院教授 髙橋　浩 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
305 付属病院 眼科 診療教授 志和　利彦 ｼﾜ ﾄｼﾋｺ 博士（医学）岩手医科大学
306 付属病院 眼科 准教授 堀　純子 ﾎﾘ ｼﾞﾕﾝｺ 博士（医学）東京大学
307 付属病院 眼科 准教授 小野　眞史 ｵﾉ ﾏｻﾌﾐ 博士（医学）慶應大学
308 付属病院 眼科 講師（定員外） 中元　兼二 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
309 付属病院 眼科 講師（定員外） 五十嵐　勉 ｲｶﾞﾗｼ ﾂﾄﾑ 博士（医学）日本医科大学
310 付属病院 眼科 病院講師 髙橋　永幸 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾄﾓ 博士（医学）日本医科大学
311 付属病院 眼科 助教・医員 國重　智之 ｸﾆｼｹﾞ ﾄﾓﾕｷ 学士（医学）
312 付属病院 女性診療科・産科 大学院教授 竹下　俊行 ﾀｹｼﾀ ﾄｼﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
313 付属病院 女性診療科・産科 教授 明樂　重夫 ｱｷﾗ ｼｹﾞｵ 博士（医学）日本医科大学
314 付属病院 女性診療科・産科 准教授 黒瀨　圭輔 ｸﾛｾ ｹｲｽｹ 博士（医学）日本医科大学
315 付属病院 女性診療科・産科 准教授 桑原　慶充 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼﾐﾂ 博士（医学）日本医科大学
316 付属病院 女性診療科・産科 講師 米山　剛一 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
317 付属病院 女性診療科・産科 講師 澤　倫太郎 ｻﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
318 付属病院 女性診療科・産科 講師 市川　雅男 ｲﾁｶﾜ ﾏｻｵ 博士（医学）日本医科大学
319 付属病院 女性診療科・産科 病院講師 川瀬　里衣子 ｶﾜｾ ﾘｴｺ 博士（医学）日本医科大学
320 付属病院 女性診療科・産科 病院講師 峯　克也 ﾐﾈ ｶﾂﾔ 博士（医学）日本医科大学
321 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 重見　大介 ｼｹﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 学士（医学）
322 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 五十嵐　美和 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾜ 学士（医学）
323 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 新村　裕樹 ｼﾝﾑﾗ ﾋﾛｷ 学士（医学）
324 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 大内　望 ｵｵｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 博士（医学）日本医科大学
325 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 小野　修一 ｵﾉ ｼﾕｳｲﾁ 学士（医学）



326 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 米澤　美令 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾚｲ 学士（医学）
327 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 加藤　雅彦 ｶﾄｳ ﾏｻﾋｺ 学士（医学）
328 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 関根　仁樹 ｾｷﾈ ﾏｻｷ 学士（医学）
329 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 可世木　華子 ｶｾｷ ﾊﾅｺ 学士（医学）
330 付属病院 女性診療科・産科 助教・医員 白井　有香 ｼﾗｲ ﾕｶ 学士（医学）
331 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 大学院教授 大久保　公裕 ｵｵｸﾎﾞ ｷﾐﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
332 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 准教授 青木　秀治 ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ 博士（医学）日本医科大学
333 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 准教授 横島　一彦 ﾖｺｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
334 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 准教授 中溝　宗永 ﾅｶﾐｿﾞ ﾑﾈﾅｶﾞ 博士（医学）日本医科大学
335 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 講師 渡邊　健一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
336 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 病院講師 稲井　俊太 ｲﾅｲ ｼﾕﾝﾀ 博士（医学）日本医科大学
337 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 助教・医員 酒主　敦子 ｻｶﾇｼ ｱﾂｺ 学士（医学）
338 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 助教・医員 増野　聡 ﾏｽﾉ ｻﾄﾙ 学士（医学）
339 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 助教・医員 細矢　慶 ﾎｿﾔ ｹｲ 学士（医学）
340 付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 助教・医員 門園　修 ｶﾄﾞｿﾉ ｵｻﾑ 学士（医学）
341 付属病院 皮膚科 准教授 藤本　和久 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 博士（医学）日本医科大学
342 付属病院 皮膚科 准教授 船坂　陽子 ﾌﾅｻｶ ﾖｳｺ 博士（医学）神戸大学
343 付属病院 皮膚科 講師 又吉　武光 ﾏﾀﾖｼ ﾀｹﾐﾂ 博士（医学）日本医科大学
344 付属病院 皮膚科 講師 上野　孝 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 博士（医学）東京医科大学
345 付属病院 皮膚科 助教・医員 森田　孝 ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ 学士（医学）
346 付属病院 皮膚科 助教・医員 長田　真一 ｵｻﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 博士（医学）東京大学
347 付属病院 皮膚科 助教・医員 髙山　良子 ﾀｶﾔﾏ ﾘﾖｳｺ 博士（医学）日本医科大学
348 付属病院 皮膚科 助教・医員 伊藤　路子 ｲﾄｳ ﾐﾁｺ 学士（医学）
349 付属病院 皮膚科 助教・医員 山下　裕子 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｺ 学士（医学）
350 付属病院 皮膚科 助教・医員 山本　三幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 学士（医学）
351 付属病院 皮膚科 助教・医員 亦野　蓉子 ﾏﾀﾉ ﾖｳｺ 学士（医学）
352 付属病院 皮膚科 助教・医員 川原﨑　麻以 ｶﾜﾗｻｷ ﾏｲ 学士（医学）
353 付属病院 皮膚科 助教・医員 真弓　暢子 ﾏﾕﾐ ﾉﾌﾞｺ 博士（医学）日本医科大学
354 付属病院 皮膚科 助教・医員代理 大塚　流音 ｵｵﾂｶ ﾙｲ 学士（医学）
355 付属病院 形成外科・美容外科 大学院教授 百束　比古 ﾋﾔｸｿｸ ﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
356 付属病院 形成外科・美容外科 准教授 小川　令 ｵｶﾞﾜ ﾚｲ 博士（医学）日本医科大学
357 付属病院 形成外科・美容外科 講師 大木　更一郎 ｵｵｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
358 付属病院 形成外科・美容外科 講師 赤石　諭史 ｱｶｲｼ ｻﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
359 付属病院 形成外科・美容外科 講師（定員外） 奥田　貴久 ｵｸﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 博士（医学）日本医科大学
360 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員 天海　恵子 ｱﾏｶﾞｲ ｹｲｺ 学士（医学）北海道大学医学部
361 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員 奈良　慎平 ﾅﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 学士（医学）日本医科大学
362 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員 香西　達一 ｺｳｻﾞｲ ﾐﾁｶｽﾞ 学士（医学）愛媛大学
363 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員 野一色　千景 ﾉｲｼｷ ﾁｶｹﾞ 学士（医学）獨協医科大学
364 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員 野本　俊一 ﾉﾓﾄ ｼﾕﾝｲﾁ 学士（医学）杏林大学
365 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員 江浦　重義 ｴｳﾗ ｼｹﾞﾖｼ 学士（医学）久留米大学医学部
366 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員 梅澤　裕己 ｳﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 学士（医学）日本医科大学
367 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員 小野　真平 ｵﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 博士（医学）日本医科大学
368 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員代理 桐生　有紀 ｷﾘｳ ﾕｷ 学士（医学）福島県立医科大学
369 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員代理 藪野　雄大 ﾔﾌﾞﾉ ﾕｳﾄ 博士（医学）日本医科大学
370 付属病院 形成外科・美容外科 助教・医員代理 桑原　広輔 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｽｹ 博士（医学）日本医科大学
371 付属病院 泌尿器科 大学院教授 近藤　幸尋 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
372 付属病院 泌尿器科 准教授 木村　剛 ｷﾑﾗ ｺﾞｳ 博士（医学）日本医科大学
373 付属病院 泌尿器科 准教授 濵﨑　務 ﾊﾏｻｷ ﾂﾄﾑ 博士（医学）日本医科大学
374 付属病院 泌尿器科 講師 鈴木　康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 博士（医学）日本医科大学
375 付属病院 泌尿器科 助教・医員 高橋　亮 ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳ 学士（医学）
376 付属病院 泌尿器科 助教・医員 青木　綾子 ｱｵｷ ｱﾔｺ 学士（医学）
377 付属病院 泌尿器科 助教・医員 林　達郎 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾛｳ 学士（医学）
378 付属病院 泌尿器科 助教・医員 柳　雅人 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾄ 学士（医学）
379 付属病院 泌尿器科 助教・医員 戸山　友香 ﾄﾔﾏ ﾕｶ 博士（医学）日本医科大学
380 付属病院 泌尿器科 助教・医員 中山　聡子 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｺ 学士（医学）日本医科大学
381 付属病院 泌尿器科 助教・医員 武田　隼人 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 学士（医学）
382 付属病院 泌尿器科 助教・医員 赤塚　純 ｱｶﾂｶ ｼﾞﾕﾝ 学士（医学）
383 付属病院 泌尿器科 助教・医員代理 遠藤　勇気 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 学士（医学）日本医科大学
384 付属病院 泌尿器科 助教・医員代理 稲津　宏紀 ｲﾅﾂ ﾋﾛｷ 学士（医学）日本医科大学
385 付属病院 泌尿器科 助教・医員代理 野村　俊一郎 ﾉﾑﾗ ｼﾕﾝｲﾁﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
386 付属病院 泌尿器科 助教・医員代理 佐野　雅之 ｻﾉ ﾏｻﾕｷ 学士（医学）日本医科大学
387 付属病院 放射線科 大学院教授 汲田　伸一郎 ｸﾐﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 学士（医学）
388 付属病院 放射線科 准教授 天野　康雄 ｱﾏﾉ ﾔｽｵ 博士（医学）日本医科大学
389 付属病院 放射線科 准教授 林　宏光 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐﾂ 博士（医学）日本医科大学
390 付属病院 放射線科 准教授 村上　隆介 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾕｳｽｹ 博士（医学）日本医科大学
391 付属病院 放射線科 准教授 村田　智 ﾑﾗﾀ ｻﾄﾙ 博士（医学）鹿児島大学
392 付属病院 放射線科 講師 髙木　亮 ﾀｶｷﾞ ﾘﾖｳ 博士（医学）日本医科大学
393 付属病院 放射線科 助教・医員 佐藤　英尊 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ 博士（医学）日本医科大学
394 付属病院 放射線科 助教・医員 杉﨑　健一 ｽｷﾞｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 学士（医学）
395 付属病院 放射線科 助教・医員 町田　幹 ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 博士（医学）日本医科大学
396 付属病院 放射線科 助教・医員 桑子　智之 ｸﾜｺ ﾄﾓﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
397 付属病院 放射線科 助教・医員 日髙　史貴 ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾀｶ 博士（医学）日本医科大学
398 付属病院 放射線科 助教・医員 福嶋　善光 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾐﾂ 博士（医学）日本医科大学
399 付属病院 放射線科 助教・医員 小野澤　志郎 ｵﾉｻﾞﾜ ｼﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
400 付属病院 放射線科 助教・医員 桐山　智成 ｷﾘﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ 博士（医学）日本医科大学
401 付属病院 放射線科 助教・医員 嶺　貴彦 ﾐﾈ ﾀｶﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
402 付属病院 放射線科 助教・医員代理 上田　達夫 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂｵ 博士（医学）日本医科大学
403 付属病院 放射線治療科 診療教授 宮下　次廣 ﾐﾔｼﾀ ﾂｸﾞﾋﾛ 医学博士　日本医科大学
404 付属病院 放射線治療科 助教・医員 栗林　茂彦 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
405 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 講師 古市　結富子 ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｺ 博士（医学）日本医科大学
406 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 講師 岸川　洋昭 ｷｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 博士（医学）日本医科大学
407 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 講師 中里　桂子 ﾅｶｻﾞﾄ ｹｲｺ 博士（医学）日本医科大学
408 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 病院講師 本郷　卓 ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｶｼ 博士（医学）日本医科大学
409 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 岡部　格 ｵｶﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 博士（医学）日本医科大学
410 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 鎌形　千尋 ｶﾏｶﾞﾀ ﾁﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
411 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 武藤　友美 ﾑﾄｳ ﾕﾐ 博士（医学）日本医科大学
412 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 源田　雄紀 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 博士（医学）日本医科大学
413 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 石川　真士 ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ 博士（医学）日本医科大学
414 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 安齋　めぐみ ｱﾝｻﾞｲ ﾒｸﾞﾐ 博士（医学）日本医科大学
415 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 八木　馨 ﾔｷﾞ ｶｵﾘ 博士（医学）日本医科大学
416 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 後藤　玄太郎 ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
417 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 保利　陽子 ﾎﾘ ﾖｳｺ 博士（医学）日本医科大学
418 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員 永田　紗弥子 ﾅｶﾞﾀ ｻﾔｺ 学士（医学）
419 付属病院 麻酔科・ペインクリニック 助教・医員代理 長谷川　里音 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾈ 学士（医学）
420 付属病院 緩和ケア科 病院講師 鈴木　規仁 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾋﾄ 博士（医学）日本医科大学
421 付属病院 精神神経科 大学院教授 大久保　善朗 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾛｳ 博士（医学）東京医科歯科大学
422 付属病院 精神神経科 准教授 舘野　周 ﾀﾃﾉ ｱﾏﾈ 博士（医学）日本医科大学
423 付属病院 精神神経科 講師 上田　諭 ｳｴﾀﾞ ｻﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
424 付属病院 精神神経科 病院講師 朝山　健太郎 ｱｻﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
425 付属病院 精神神経科 病院講師 山本　正浩 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 博士（医学）東京医科歯科大学
426 付属病院 精神神経科 助教・医員 成重　竜一郎 ﾅﾘｼｹﾞ ﾘﾕｳｲﾁﾛｳ 学士（医学）日本医科大学
427 付属病院 精神神経科 助教・医員 肥田　道彦 ｺｴﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ 博士（医学）東京医科歯科大学
428 付属病院 精神神経科 助教・医員 澤谷　篤 ｻﾜﾔ ｱﾂｼ 学士（医学）群馬大学
429 付属病院 精神神経科 助教・医員 金　禹瑣 ｷﾑ ｳ-ﾁﾔﾝ 博士（医学）日本医科大学
430 付属病院 精神神経科 助教・医員 石坂　公介 ｲｼｻﾞｶ ｺｳｽｹ 学士（医学）日本医科大学
431 付属病院 呼吸器内科 大学院教授 弦間　昭彦 ｹﾞﾝﾏ ｱｷﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
432 付属病院 呼吸器内科 教授 吾妻　安良太 ｱﾂﾞﾏ ｱﾗﾀ 博士（医学）日本医科大学
433 付属病院 呼吸器内科 病院教授 久保田　馨 ｸﾎﾞﾀ ｶｵﾙ 博士（医学）熊本大学
434 付属病院 呼吸器内科 准教授 阿部　信二 ｱﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
435 付属病院 呼吸器内科 准教授 清家　正博 ｾｲｹ ﾏｻﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学



436 付属病院 呼吸器内科 講師 齋藤　好信 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 博士（医学）日本医科大学
437 付属病院 呼吸器内科 講師（定員外） 野呂　林太郎 ﾉﾛ ﾘﾝﾀﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
438 付属病院 呼吸器内科 講師（定員外） 峯岸　裕司 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
439 付属病院 呼吸器内科 助教・医員 松本　亜紀 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ 博士（医学）日本医科大学
440 付属病院 呼吸器内科 助教・医員 山本　和男 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ 学士（医学）
441 付属病院 呼吸器内科 助教・医員 水谷　英明 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞｱｷ 博士（医学）日本医科大学
442 付属病院 呼吸器内科 助教・医員 林　宏紀 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 学士（医学）
443 付属病院 呼吸器内科 助教・医員 宮永　晃彦 ﾐﾔﾅｶﾞ ｱｷﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
444 付属病院 呼吸器内科 助教・医員 渥美　健一郎 ｱﾂﾐ ｹﾝｲﾁﾛｳ 学士（医学）
445 付属病院 呼吸器内科 助教・医員 藤田　和恵 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｴ 学士（医学）
446 付属病院 老年内科 准教授 中野　博司 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
447 付属病院 老年内科 准教授 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 博士（医学）日本医科大学
448 付属病院 老年内科 助教・医員 松村　典昭 ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘｱｷ 学士（医学）
449 付属病院 老年内科 助教・医員 三枝　太郎 ｻｲｸﾞｻ ﾀﾛｳ 学士（医学）
450 付属病院 リウマチ科 准教授 中村　洋 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
451 付属病院 リウマチ科 臨床准教授 髙橋　謙治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 博士（医学）京都府立医科大学
452 付属病院 リウマチ科 助教・医員 竹之内　研二 ﾀｹﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 学士（医学）
453 付属病院 救急診療科 助教・医員（定員外） 田中　啓広 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 学士（医学）日本医科大学
454 付属病院 救急診療科 助教・医員（定員外） 須﨑　真 ｽｻﾞｷ ﾏｺﾄ 学士（医学）
455 付属病院 救命救急科 大学院教授 横田　裕行 ﾖｺﾀ ﾋﾛﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
456 付属病院 救命救急科 病院教授 川井　真 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 博士（医学）日本医科大学
457 付属病院 救命救急科 准教授 布施　明 ﾌｾ ｱｷﾗ 博士（医学）日本医科大学
458 付属病院 救命救急科 講師 宮内　雅人 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾄ 博士（医学）日本医科大学
459 付属病院 救命救急科 講師 増野　智彦 ﾏｽﾉ ﾄﾓﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
460 付属病院 救命救急科 講師（定員外） 横堀　將司 ﾖｺﾎﾞﾘ ｼﾖｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
461 付属病院 救命救急科 病院講師 辻井　厚子 ﾂｼﾞｲ ｱﾂｺ 博士（医学）日本医科大学
462 付属病院 救命救急科 病院講師 新井　正徳 ｱﾗｲ ﾏｻﾄｸ 博士（医学）名古屋市立大学
463 付属病院 救命救急科 病院講師 荒木　尚 ｱﾗｷ ﾀｶｼ 博士（医学）日本医科大学
464 付属病院 救命救急科 病院講師 塚本　剛志 ﾂｶﾓﾄ ﾀｹｼ 博士（医学）日本医科大学
465 付属病院 救命救急科 助教・医員 大泉　旭 ｵｵｲｽﾞﾐ ｱｷﾗ 学士（医学）台北医科大学
466 付属病院 救命救急科 助教・医員 金　史英 ｷﾝ ｼｴｲ 学士（医学）山形大学
467 付属病院 救命救急科 助教・医員代理 秋山　美和 ｱｷﾔﾏ ﾐﾜ 学士（医学）東邦大学
468 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 田上　隆 ﾀｶﾞﾐ ﾀｶｼ 博士（医学）日本医科大学
469 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 白石　振一郎 ｼﾗｲｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 学士（医学）東北大学
470 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 松本　学 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾞｸ 学士（医学）東北大学
471 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 秋山　豪 ｱｷﾔﾏ ｺﾞｳ 学士（医学）日本医科大学
472 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 城戸　教裕 ｷﾄﾞ ﾉﾘﾋﾛ 学士（医学）岩手医科大学
473 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 小原　良規 ｵﾊﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 学士（医学）日本大学
474 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 恩田　秀賢 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 学士（医学）鳥取大学
475 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 中尾　淳一 ﾅｶｵ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 学士（医学）日本医科大学
476 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 橋詰　哲広 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷﾋﾛ 学士（医学）島根大学
477 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 松居　亮平 ﾏﾂｲ ﾘﾖｳﾍｲ 学士（医学）名古屋市立大学
478 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 井上　泰豪 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾃﾞ 学士（医学）広島大学
479 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外） 吉田　良太朗 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾀﾛｳ 学士（医学）東北大学
480 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外）代理 笠井　華子 ｶｻｲ ﾊﾅｺ 学士（医学）昭和大学
481 付属病院 救命救急科 助教・医員（定員外）代理 松本　典子 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｺ 学士（医学）川崎医科大学
482 付属病院 心臓血管集中治療科 准教授 竹田　晋浩 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
483 付属病院 心臓血管集中治療科 講師 山本　剛 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 博士（医学）日本医科大学
484 付属病院 心臓血管集中治療科 病院講師 圷　宏一 ｱｸﾂ ｺｳｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
485 付属病院 心臓血管集中治療科 助教・医員（定員外） 細川　雄亮 ﾎｿｶﾜ ﾕｳｽｹ 学士（医学）日本医科大学
486 付属病院 心臓血管集中治療科 助教・医員（定員外） 宮地　秀樹 ﾐﾔﾁ ﾋﾃﾞｷ 博士（医学）日本医科大学
487 付属病院 心臓血管集中治療科 助教・医員（定員外） 小林　克也 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾔ 博士（医学）日本医科大学
488 付属病院 心臓血管集中治療科 助教・医員（定員外） 北村　光信 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂﾉﾌﾞ 博士（医学）日本医科大学
489 付属病院 心臓血管集中治療科 助教・医員（定員外） 髙橋　賢一朗 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ 学士（医学）日本医科大学
490 付属病院 心臓血管集中治療科 助教・医員（定員外） 杉田　慎二 ｽｷﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
491 付属病院 心臓血管集中治療科 助教・医員（定員外） 池田　健 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ 学士（医学）藤田保健衛生大学
492 付属病院 心臓血管集中治療科 助教・医員（定員外） 平田　晶子 ﾋﾗﾀ ｱｷｺ 学士（医学）千葉大学
493 付属病院 心臓血管集中治療科 助教・医員（定員外） 古瀬　領人 ﾌﾙｾ ｴﾘﾄ 学士（医学）日本医科大学
494 付属病院 内視鏡センター 講師（定員外） 辰口　篤志 ﾀﾂｸﾞﾁ ｱﾂｼ 博士（医学）日本医科大学
495 付属病院 内視鏡センター 病院講師 三井　啓吾 ﾐﾂｲ ｹｲｺﾞ 博士（医学）日本医科大学
496 付属病院 内視鏡センター 助教・医員（定員外） 松下　晃 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾗ 博士（医学）日本医科大学
497 付属病院 内視鏡センター 助教・医員（定員外） 名児耶　浩幸 ﾅｺﾞﾔ ﾋﾛﾕｷ 学士（医学）
498 付属病院 病理部 特任教授 土屋　眞一 ﾂﾁﾔ ｼﾝｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
499 付属病院 病理部 准教授 大橋　隆治 ｵｵﾊｼ ﾘﾕｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
500 付属病院 病理部 准教授 石井　英昭 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 博士（医学）群馬大学
501 付属病院 病理部 臨床准教授 和田　龍一 ﾜﾀﾞ ﾘﾕｳｲﾁ 博士（医学）弘前大学
502 付属病院 保険診療指導部 特任教授 宗像　一雄 ﾑﾅｶﾀ ｶｽﾞｵ 博士（医学）日本医科大学
503 付属病院 保険診療指導部 特任教授 有馬　保生 ｱﾘﾏ ﾔｽｵ 博士（医学）日本医科大学
504 付属病院 保険診療指導部 講師 八島　正明 ﾔｼﾏ ﾏｻｱｷ 博士（医学）日本医科大学
505 付属病院 保険診療指導部 助教・医員 松澤　一郎 ﾏﾂｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 学士（医学）
506 付属病院 臨床検査部 病院教授 本間　博 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
507 付属病院 臨床検査部 病院講師 遠藤　康実 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾐ 博士（医学）日本医科大学、University of New South Wales,PhD

508 武蔵小杉病院 武蔵小杉病院 病院長 黒川　顯 ｸﾛｶﾜ ｱｷﾗ 博士（医学）日本医科大学
509 武蔵小杉病院 内科 臨床教授 勝俣　範之 ｶﾂﾏﾀ ﾉﾘﾕｷ 博士（医学）岩手医科大学
510 武蔵小杉病院 内科 病院教授 佐藤　直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 博士（医学）日本医科大学
511 武蔵小杉病院 内科 病院教授（嘱託） 村澤　恒男 ﾑﾗｻﾜ ﾂﾈｵ 博士（医学）日本医科大学
512 武蔵小杉病院 内科 准教授 濱本　真 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 博士（医学）日本医科大学
513 武蔵小杉病院 内科 講師 臼杵　二郎 ｳｽｷ ｼﾞﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
514 武蔵小杉病院 内科 講師（定員外） 中塚　雄久 ﾅｶﾂｶ ｶﾂﾋｻ 博士（医学）日本医科大学
515 武蔵小杉病院 内科 病院講師 髙橋　直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ 博士（医学）日本医科大学
516 武蔵小杉病院 内科 病院講師 石渡　明子 ｲｼﾜﾀ ｱｷｺ 博士（医学）日本医科大学
517 武蔵小杉病院 内科 病院講師 酒井　行直 ｻｶｲ ﾕｷﾅｵ 博士（医学）慶應義塾大学
518 武蔵小杉病院 内科 病院講師 神谷　信雄 ｶﾐﾔ ﾉﾌﾞｵ 博士（医学）日本医科大学
519 武蔵小杉病院 内科 病院講師 石川　真由美 ｲｼｶﾜ ﾏﾕﾐ 博士（医学）日本医科大学
520 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 原野　謙一 ﾊﾗﾉ ｹﾝｲﾁ 学士（医学）
521 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 山口　朋禎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾖｼ 学士（医学）
522 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 網谷　賢一 ｱﾐﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 学士（医学）
523 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 中島　敏晶 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 学士（医学）
524 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 水越　元気 ﾐｽﾞｺｼ ｹﾞﾝｷ 博士（医学）日本医科大学
525 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 石川　昌弘 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 学士（医学）
526 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 本郷　公英 ﾎﾝｺﾞｳ ｷﾐﾋﾃﾞ 学士（医学）
527 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 大野　大 ｵｵﾉ ﾀﾞｲ 学士（医学）
528 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 菊池　有史 ｷｸﾁ ｱﾘﾌﾐ 学士（医学）
529 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 大塚　智之 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾕｷ 学士（医学）
530 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 板倉　潮人 ｲﾀｸﾗ ｼｵﾄ 学士（医学）
531 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 麦島　沙織 ﾑｷﾞｼﾏ ｻｵﾘ 学士（医学）
532 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 枡　卓史 ﾏｽ ﾀｸｼ 学士（医学）
533 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 橋本　知実 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄﾐ 学士（医学）
534 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 表　俊也 ｵﾓﾃ ﾄｼﾔ 学士（医学）
535 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 徳山　榮男 ﾄｸﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 学士（医学）
536 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 中摩　健二 ﾅｶﾏ ｹﾝｼﾞ 学士（医学）
537 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 酒井　瞳 ｻｶｲ ﾋﾄﾐ 学士（医学）
538 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 門倉　玄武 ｶﾄﾞｸﾗ ｹﾞﾝﾑ 学士（医学）
539 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 高木　宏治 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼﾞ 学士（医学）
540 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 曾根　教子 ｿﾈ ﾐﾁｺ 学士（医学）
541 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 池亀　翔 ｲｹｶﾞﾒ ｼﾖｳ 学士（医学）
542 武蔵小杉病院 内科 助教・医員 石原　嗣郎 ｲｼﾊﾗ  ｼﾛｳ 学士（医学）
543 武蔵小杉病院 内科 助教・医員代理 松田　正典 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 学士（医学）
544 武蔵小杉病院 心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌外科 病院教授 井村　肇 ｲﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 博士（医学）日本医科大学
545 武蔵小杉病院 心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌外科 講師 赤須　東樹 ｱｶｽ ﾊﾙｷ 博士（医学）日本医科大学



546 武蔵小杉病院 心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌外科 講師（定員外） 窪倉　浩俊 ｸﾎﾞｸﾗ ﾋﾛﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
547 武蔵小杉病院 心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌外科 助教・医員 丸山　雄二 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
548 武蔵小杉病院 心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌外科 助教・医員 岡本　淳一 ｵｶﾓﾄ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
549 武蔵小杉病院 心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌外科 助教・医員 保科　淑子 ﾎｼﾅ ﾋﾃﾞｺ 学士（医学）
550 武蔵小杉病院 心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌外科 助教・医員 神戸　将 ｶﾝﾍﾞ ﾏｻﾙ 博士（医学）日本医科大学
551 武蔵小杉病院 心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌外科 助教・医員 吉尾　敬秀 ﾖｼｵ ﾀｶﾋﾃﾞ 学士（医学）
552 武蔵小杉病院 脳神経外科 病院教授 喜多村　孝幸 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
553 武蔵小杉病院 脳神経外科 准教授 足立　好司 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
554 武蔵小杉病院 脳神経外科 講師（定員外） 太組　一朗 ﾀｸﾐ ｲﾁﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
555 武蔵小杉病院 脳神経外科 病院講師 大山　健一 ｵｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
556 武蔵小杉病院 脳神経外科 助教・医員 立山　幸次郎 ﾀﾃﾔﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
557 武蔵小杉病院 整形外科 講師 青木　孝文 ｱｵｷ ﾀｶﾌﾐ 博士（医学）日本医科大学
558 武蔵小杉病院 整形外科 講師 南野　光彦 ﾅﾝﾉ ﾐﾂﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
559 武蔵小杉病院 整形外科 助教・医員 川口　宏志 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 学士（医学）
560 武蔵小杉病院 整形外科 助教・医員 堀口　元 ﾎﾘｸﾞﾁ ｹﾞﾝ 博士（医学）日本医科大学
561 武蔵小杉病院 整形外科 助教・医員 福田　慶一 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｲﾁ 博士（医学）日本医科大学
562 武蔵小杉病院 整形外科 助教・医員 石原　陽子 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｺ 学士（医学）
563 武蔵小杉病院 整形外科 助教・医員代理 宮本　暖 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞﾝ 学士（医学）
564 武蔵小杉病院 整形外科 助教・医員代理 岡崎　愛未 ｵｶｻﾞｷ ﾏﾅﾋﾞ 学士（医学）
565 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 臨床教授 島　義雄 ｼﾏ ﾖｼｵ 博士（医学）日本医科大学
566 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 准教授 右田　真 ﾐｷﾞﾀ ﾏｺﾄ 博士（医学）日本医科大学
567 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 准教授 勝部　康弘 ｶﾂﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
568 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 臨床准教授 髙橋　翼 ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 博士（医学）日本医科大学
569 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 講師 柳原　剛 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 博士（医学）日本医科大学
570 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 講師（嘱託） 藤田　武久 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹﾋｻ 博士（医学）日本医科大学
571 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員 一木　邦彦 ｲﾁｷ ｸﾆﾋｺ 学士（医学）
572 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員 赤尾　見春 ｱｶｵ ﾐﾊﾙ 学士（医学）
573 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員 矢代　健太郎 ﾔｼﾛ ｹﾝﾀﾛｳ 学士（医学）
574 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員 吉崎　薫 ﾖｼｻﾞｷ ｶｵﾙ 博士（医学）日本医科大学
575 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員 海津　聖彦 ｶｲﾂﾞ ｷﾖﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
576 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員 星野　レイ ﾎｼﾉ ﾚｲ 学士（医学）
577 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員 大塚　雅美 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾐ 学士（医学）
578 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員 松川　昇平 ﾏﾂｶﾜ ｼﾖｳﾍｲ 学士（医学）
579 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員 千綿　東博 ﾁﾜﾀ ﾄｳﾊｸ 学士（医学）
580 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員代理 尾﨑　優介 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 学士（医学）
581 武蔵小杉病院 周産期・小児医療センター 助教・医員（定員外） 松村　好克 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｶﾂ 学士（医学）
582 武蔵小杉病院 眼科 講師 鈴木　久晴 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾊﾙ 博士（医学）日本医科大学
583 武蔵小杉病院 眼科 助教・医員 岩間　真由美 ｲﾜﾏ ﾏﾕﾐ 学士（医学）
584 武蔵小杉病院 眼科 助教・医員 伊藤　由紀子 ｲﾄｳ ﾕｷｺ 学士（医学）
585 武蔵小杉病院 眼科 助教・医員 佐藤　景子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 学士（医学）
586 武蔵小杉病院 眼科 助教・医員 石坂　元子 ｲｼｻﾞｶ ﾓﾄｺ 学士（医学）
587 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 教授 朝倉　啓文 ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾌﾞﾐ 博士（医学）日本医科大学
588 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 講師 松島　隆 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶｼ 博士（医学）日本医科大学
589 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 講師 土居　大祐 ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 博士（医学）日本医科大学
590 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 講師 川端　伊久乃 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲｸﾉ 博士（医学）日本医科大学
591 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 病院講師 深見　武彦 ﾌｶﾐ ﾀｹﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
592 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 病院講師 古市　直子 ﾌﾙｲﾁ ﾅｵｺ 博士（医学）日本医科大学
593 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 助教・医員 佐藤　杏月 ｻﾄｳ ｱﾂｷ 博士（医学）日本医科大学
594 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 助教・医員 稲垣　知子 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓｺ 学士（医学）
595 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 助教・医員 立山　尚子 ﾀﾃﾔﾏ ﾅｵｺ 博士（医学）日本医科大学
596 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 助教・医員 間瀬　有里 ﾏｾ ﾕﾘ 博士（医学）日本医科大学
597 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 助教・医員 山口　道子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 学士（医学）
598 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 助教・医員 柿栖　睦実 ｶｷｽ ﾑﾂﾐ 学士（医学）
599 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 助教・医員 田村　俊之 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 学士（医学）
600 武蔵小杉病院 女性診療科・産科 助教・医員代理 川端　英恵 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾅｴ 学士（医学）
601 武蔵小杉病院 耳鼻咽喉科 臨床教授 松根　彰志 ﾏﾂﾈ ｼﾖｳｼﾞ 博士（医学）鹿児島大学
602 武蔵小杉病院 耳鼻咽喉科 病院講師 関根　久遠 ｾｷﾈ ｸｦﾝ 博士（医学）日本医科大学
603 武蔵小杉病院 耳鼻咽喉科 助教・医員 木村　まき ｷﾑﾗ ﾏｷ 博士（医学）日本医科大学
604 武蔵小杉病院 耳鼻咽喉科 助教・医員 山口　智 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 学士（医学）
605 武蔵小杉病院 耳鼻咽喉科 助教・医員 石田　麻里子 ｲｼﾀﾞ ﾏﾘｺ 学士（医学）
606 武蔵小杉病院 皮膚科 病院教授 安齋　眞一 ｱﾝｻｲ ｼﾝｲﾁ 博士（医学）山形大学
607 武蔵小杉病院 皮膚科 助教・医員 荻田　あづさ ｵｷﾞﾀ ｱﾂﾞｻ 学士（医学）
608 武蔵小杉病院 皮膚科 助教・医員 松岡　保子 ﾏﾂｵｶ ﾔｽｺ 学士（医学）
609 武蔵小杉病院 皮膚科 助教・医員 篠原　理恵 ｼﾉﾊﾗ ﾘｴ 学士（医学）
610 武蔵小杉病院 皮膚科 助教・医員 松田　秀則 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 博士（医学）香川医科大学
611 武蔵小杉病院 形成外科 病院教授 村上　正洋 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
612 武蔵小杉病院 形成外科 講師（定員外） 土佐　眞美子 ﾄｻ ﾏﾐｺ 博士（医学）日本医科大学
613 武蔵小杉病院 形成外科 病院講師 岩切　致 ｲﾜｷﾘ ｲﾀﾙ 博士（医学）日本医科大学
614 武蔵小杉病院 形成外科 助教・医員 大木　琴美 ｵｵｷ ｺﾄﾎ 博士（医学）日本医科大学
615 武蔵小杉病院 形成外科 助教・医員代理 若林　奈緒 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 学士（医学）
616 武蔵小杉病院 泌尿器科 准教授 堀内　和孝 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾀｶ 博士（医学）日本医科大学
617 武蔵小杉病院 泌尿器科 助教・医員 木全　亮二 ｷﾏﾀ ﾘﾖｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
618 武蔵小杉病院 泌尿器科 助教・医員 富田　祐司 ﾄﾐﾀ ﾕｳｼﾞ 学士（医学）
619 武蔵小杉病院 泌尿器科 助教・医員 河原﨑　由里子 ｶﾜﾗｻｷ ﾕﾘｺ 学士（医学）
620 武蔵小杉病院 放射線科 教授 田島　廣之 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
621 武蔵小杉病院 放射線科 准教授 市川　太郎 ｲﾁｶﾜ ﾀﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
622 武蔵小杉病院 放射線科 助教・医員 安藤　順 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾕﾝ 学士（医学）
623 武蔵小杉病院 放射線科 助教・医員 清水　康弘 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
624 武蔵小杉病院 放射線科 助教・医員 山口　香織 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ 学士（医学）
625 武蔵小杉病院 放射線科 助教・医員 一色　彩子 ｲﾂｼｷ ｻｲｺ 学士（医学）
626 武蔵小杉病院 放射線科 助教・医員 橘和　聡文 ｷﾂﾜ ｱｷﾌﾐ 学士（医学）
627 武蔵小杉病院 麻酔科 講師 尾藤　博保 ﾋﾞﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 博士（医学）日本医科大学
628 武蔵小杉病院 麻酔科 講師（定員外） 鈴木　万三 ｽｽﾞｷ ﾏﾝｿﾞｳ 博士（医学）日本医科大学
629 武蔵小杉病院 麻酔科 病院講師 赤羽　日出男 ｱｶﾊﾞﾈ ﾋﾃﾞｵ 博士（医学）日本医科大学
630 武蔵小杉病院 麻酔科 助教・医員 稲木　敏一郎 ｲﾅｷﾞ ﾄｼｲﾁﾛｳ 学士（医学）
631 武蔵小杉病院 麻酔科 助教・医員 坂本　光太郎 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 学士（医学）
632 武蔵小杉病院 麻酔科 助教・医員 大角　真 ｵｵｽﾐ ﾏｺﾄ 学士（医学）
633 武蔵小杉病院 麻酔科 助教・医員 鳥海　博司 ﾄﾘｳﾐ ﾋﾛｼ 学士（医学）
634 武蔵小杉病院 麻酔科 助教・医員 和田　美紀 ﾜﾀﾞ ﾐｷ 学士（医学）
635 武蔵小杉病院 麻酔科 助教・医員 鈴木　新平 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ 学士（医学）
636 武蔵小杉病院 麻酔科 助教・医員 門倉　ゆみ子 ｶﾄﾞｸﾗ ﾕﾐｺ 学士（医学）
637 武蔵小杉病院 精神科 病院教授 岸　泰宏 ｷｼ ﾔｽﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
638 武蔵小杉病院 精神科 病院講師 伊藤　滋朗 ｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 博士（医学）東京医科歯科大学
639 武蔵小杉病院 救命救急センター 臨床教授 松田　潔 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾖｼ 博士（医学）日本医科大学
640 武蔵小杉病院 救命救急センター 講師 望月　徹 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｵﾙ 博士（医学）日本医科大学
641 武蔵小杉病院 救命救急センター 病院講師 石之神　小織 ｲｼﾉｶﾐ ｻｵﾘ 博士（医学）日本医科大学
642 武蔵小杉病院 救命救急センター 助教・医員 菊池　広子 ｷｸﾁ ﾋﾛｺ 学士（医学）
643 武蔵小杉病院 救命救急センター 助教・医員 石丸　直樹 ｲｼﾏﾙ ﾅｵｷ 学士（医学）
644 武蔵小杉病院 救命救急センター 助教・医員 遠藤　広史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ 学士（医学）
645 武蔵小杉病院 救命救急センター 助教・医員 山村　英治 ﾔﾏﾑﾗ ｴｲｼﾞ 学士（医学）
646 武蔵小杉病院 血管内・低侵襲治療センター 助教・医員 平野　尚子 ﾋﾗﾉ ﾅｵｺ 学士（医学）
647 武蔵小杉病院 血管内・低侵襲治療センター 助教・医員 金城　忠志 ｶﾈｼﾛ ﾀﾀﾞｼ 学士（医学）
648 武蔵小杉病院 認知症センター 特任教授 北村　伸 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝ 博士（医学）日本医科大学
649 武蔵小杉病院 病理部 臨床教授 北山　康彦 ｷﾀﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 博士（医学）浜松医科大学
650 武蔵小杉病院 病理部 助教・医員 許田　典男 ﾓﾄﾀﾞ ﾉﾘｵ 博士（医学）日本医科大学
651 武蔵小杉病院 中央検査室 助教・医員 岸　恵 ｷｼ ﾒｸﾞﾐ 博士（医学）日本医科大学
652 武蔵小杉病院 消化器病センター 病院教授 鈴木　英之 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
653 武蔵小杉病院 消化器病センター 講師 渡邉　昌則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
654 武蔵小杉病院 消化器病センター 病院講師 星野　有哉 ﾎｼﾉ ｱﾘﾁｶ 博士（医学）日本医科大学
655 武蔵小杉病院 消化器病センター 病院講師 坊　英樹 ﾎﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 博士（医学）日本医科大学



656 武蔵小杉病院 消化器病センター 病院講師 吉野　雅則 ﾖｼﾉ ﾏｻﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
657 武蔵小杉病院 消化器病センター 病院講師 水谷　聡 ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
658 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員 小峯　修 ｺﾐﾈ ｵｻﾑ 学士（医学）
659 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員 豊田　哲鎬 ﾄﾖﾀﾞ ﾃﾂﾀｶ 学士（医学）
660 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員 千原　直人 ﾁﾊﾗ ﾅｵﾄ 博士（医学）日本医科大学
661 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員 前島　顕太郎 ﾏｴｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
662 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員 三浦　克洋 ﾐｳﾗ ｶﾂﾋﾛ 学士（医学）
663 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員 塙　秀暁 ﾊﾅﾜ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 学士（医学）
664 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員 野村　聡 ﾉﾑﾗ ｻﾄｼ 学士（医学）
665 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員 山岸　征嗣 ﾔﾏｷﾞｼ ｾｲｼﾞ 学士（医学）
666 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員 八木　亜記 ﾔｷﾞ ｱｷ 学士（医学）
667 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員代理 和田　由大 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 学士（医学）
668 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員代理 三島　圭介 ﾐｼﾏ ｹｲｽｹ 学士（医学）
669 武蔵小杉病院 消化器病センター 助教・医員代理 黒田　誠司 ｸﾛﾀﾞ ｾｲｼﾞ 学士（医学）
670 多摩永山病院 多摩永山病院 病院長 新　博次 ｱﾀﾗｼ ﾋﾛﾂｸﾞ 博士（医学）日本医科大学
671 多摩永山病院 内科 臨床教授 井川　修 ｲｶﾞﾜ ｵｻﾑ 博士（医学）鳥取大学
672 多摩永山病院 内科 病院教授 草間　芳樹 ｸｻﾏ ﾖｼｷ 博士（医学）日本医科大学
673 多摩永山病院 内科 准教授 桂　研一郎 ｶﾂﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
674 多摩永山病院 内科 講師 小谷　英太郎 ｺﾀﾞﾆ ｴｲﾀﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
675 多摩永山病院 内科 講師（定員外） 中込　明裕 ﾅｶｺﾞﾐ ｱｷﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
676 多摩永山病院 内科 病院講師 川口　直美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 博士（医学）日本医科大学
677 多摩永山病院 内科 助教・医員 森澤　太一郎 ﾓﾘｻﾜ ﾀｲﾁﾛｳ 学士（医学）
678 多摩永山病院 内科 助教・医員 小杉　宗範 ｺｽｷﾞ ﾑﾈﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
679 多摩永山病院 内科 助教・医員 原　千鶴子 ﾊﾗ ﾁﾂﾞｺ 学士（医学）
680 多摩永山病院 内科 助教・医員 野崎　文華 ﾉｻﾞｷ ｱﾔｶ 学士（医学）
681 多摩永山病院 内科 助教・医員 中野　博之 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 学士（医学）
682 多摩永山病院 内科 助教・医員 村田　広茂 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼｹﾞ 博士（医学）日本医科大学
683 多摩永山病院 内科 助教・医員 小橋　啓一 ｺﾊｼ ｹｲｲﾁ 学士（医学）
684 多摩永山病院 内科 助教・医員 松﨑　弦 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾞﾝ 博士（医学）東京大学
685 多摩永山病院 内科 助教・医員 野間　さつき ﾉﾏ ｻﾂｷ 学士（医学）
686 多摩永山病院 内科 助教・医員 齋藤　恒徳 ｻｲﾄｳ ﾂﾈﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
687 多摩永山病院 内科 助教・医員代理 合田　浩紀 ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾛｷ 学士（医学）
688 多摩永山病院 呼吸器・腫瘍内科 臨床教授 宮　敏路 ﾐﾔ ﾄｼﾐﾁ 博士（医学）杏林大学
689 多摩永山病院 呼吸器・腫瘍内科 病院講師 神尾　孝一郎 ｶﾐｵ ｺｳｲﾁﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
690 多摩永山病院 呼吸器・腫瘍内科 助教・医員 葛　伸一 ｸｽﾞ ｼﾝｲﾁ 学士（医学）
691 多摩永山病院 呼吸器・腫瘍内科 助教・医員 大森　美和子 ｵｵﾓﾘ ﾐﾜｺ 学士（医学）
692 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 病院教授 吉田　寛 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
693 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 准教授 牧野　浩司 ﾏｷﾉ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
694 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 講師 横山　正 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 博士（医学）日本医科大学
695 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 講師 丸山　弘 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
696 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員 髙尾　嘉宗 ﾀｶｵ ﾖｼﾑﾈ 学士（医学）
697 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員 堀田　正啓 ﾎﾂﾀ ﾏｻﾋﾛ 学士（医学）
698 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員 平方　敦史 ﾋﾗｶﾀ ｱﾂｼ 博士（医学）日本医科大学
699 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員 上田　純志 ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
700 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員 関　奈紀 ｾｷ ﾅﾂｷ 学士（医学）
701 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員 赤城　一郎 ｱｶｷﾞ ｲﾁﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
702 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員 髙　和英 ｺｳ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 学士（医学）
703 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員 篠塚　恵理子 ｼﾉﾂﾞｶ ｴﾘｺ 博士（医学）日本医科大学
704 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員 上田　康二 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 学士（医学）
705 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員代理 金丸　里奈 ｶﾅﾏﾙ ﾘﾅ 学士（医学）
706 多摩永山病院 消化器外科・乳腺外科・一般外科 助教・医員代理 宮下　哲平 ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾍﾟｲ 学士（医学）
707 多摩永山病院 脳神経外科 病院教授 野手　洋治 ﾉﾃﾞ ﾖｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
708 多摩永山病院 脳神経外科 講師 玉置　智規 ﾀﾏｷ ﾄﾓﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
709 多摩永山病院 脳神経外科 病院講師 木暮　一成 ｺｸﾞﾚ ｶｽﾞﾅﾘ 博士（医学）日本医科大学
710 多摩永山病院 脳神経外科 助教・医員 山崎　道生 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁｵ 学士（医学）
711 多摩永山病院 整形外科 病院教授 宮本　雅史 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾌﾞﾐ 博士（医学）日本医科大学
712 多摩永山病院 整形外科 講師 北川　泰之 ｷﾀｶﾞﾜ ﾔｽﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
713 多摩永山病院 整形外科 病院講師 今野　俊介 ｺﾝﾉ ｼﾕﾝｽｹ 博士（医学）日本医科大学
714 多摩永山病院 整形外科 助教・医員 牧野　晃 ﾏｷﾉ ｱｷﾗ 博士（医学）日本医科大学
715 多摩永山病院 整形外科 助教・医員 丸山　剛 ﾏﾙﾔﾏ ｺﾞｳ 学士（医学）
716 多摩永山病院 小児科 准教授 川上　康彦 ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
717 多摩永山病院 小児科 講師 高瀬　眞人 ﾀｶｾ ﾏｻﾄ 博士（医学）日本医科大学
718 多摩永山病院 小児科 病院講師 今井　丈英 ｲﾏｲ ﾀｹﾋﾃﾞ 博士（医学）日本医科大学
719 多摩永山病院 小児科 病院講師 竹田　幸代 ﾀｹﾀﾞ ｻﾁﾖ 博士（医学）日本医科大学
720 多摩永山病院 小児科 助教・医員 藤田　敦士 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 博士（医学）日本医科大学
721 多摩永山病院 小児科 助教・医員 阿部　正德 ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 学士（医学）
722 多摩永山病院 小児科 助教・医員 池上　英 ｲｹｶﾞﾐ ｴｲ 博士（医学）日本医科大学
723 多摩永山病院 小児科 助教・医員 松本　多絵 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｴ 博士（医学）日本医科大学
724 多摩永山病院 小児科 助教・医員 杼窪　友紀 ﾄﾁｸﾎﾞ ﾕｳｷ 学士（医学）
725 多摩永山病院 小児科 助教・医員代理 西田　理子 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｺ 学士（医学）
726 多摩永山病院 小児科 助教・医員代理 牛腸　義宏 ｺﾞﾁﾖｳ ﾖｼﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
727 多摩永山病院 眼科 臨床准教授 小早川　信一郎 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 博士（医学）東邦大学
728 多摩永山病院 眼科 助教・医員 秋庭　幹生 ｱｷﾊﾞ ﾐｷｵ 学士（医学）
729 多摩永山病院 眼科 助教・医員 北原　由紀 ｷﾀﾊﾗ ﾕｷ 学士（医学）
730 多摩永山病院 眼科 助教・医員 薫　一帆 ｲｻﾑ ｶｽﾞﾎ 学士（医学）
731 多摩永山病院 女性診療科・産科 教授 中井　章人 ﾅｶｲ ｱｷﾋﾄ 博士（医学）日本医科大学
732 多摩永山病院 女性診療科・産科 准教授 関口　敦子 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｺ 博士（医学）日本医科大学
733 多摩永山病院 女性診療科・産科 講師 石川　源 ｲｼｶﾜ ｹﾞﾝ 博士（医学）日本医科大学
734 多摩永山病院 女性診療科・産科 助教・医員 寺田　佳世子 ﾃﾗﾀﾞ ｶﾖｺ 学士（医学）
735 多摩永山病院 女性診療科・産科 助教・医員 奥田　直貴 ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 学士（医学）
736 多摩永山病院 女性診療科・産科 助教・医員 林　昌子 ﾊﾔｼ ﾏｻｺ 博士（医学）日本医科大学
737 多摩永山病院 女性診療科・産科 助教・医員 印出　佑介 ｲﾝﾃﾞ ﾕｳｽｹ 学士（医学）
738 多摩永山病院 女性診療科・産科 助教・医員 橋本　恵理子 ﾊｼﾓﾄ ｴﾘｺ 学士（医学）
739 多摩永山病院 女性診療科・産科 助教・医員 山岸　絵美 ﾔﾏｷﾞｼ ｴﾐ 学士（医学）
740 多摩永山病院 女性診療科・産科 助教・医員 島田　学 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 学士（医学）
741 多摩永山病院 女性診療科・産科 助教・医員 原田　寛子 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｺ 学士（医学）
742 多摩永山病院 耳鼻咽喉科 病院教授 後藤　穣 ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾙ 博士（医学）日本医科大学
743 多摩永山病院 耳鼻咽喉科 助教・医員 齋藤　明彦 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｺ 学士（医学）
744 多摩永山病院 耳鼻咽喉科 助教・医員 齋藤　亜希子 ｻｲﾄｳ ｱｷｺ 学士（医学）
745 多摩永山病院 皮膚科 講師 東　直行 ﾋｶﾞｼ ﾅｵﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
746 多摩永山病院 皮膚科 助教・医員 森本　健介 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｽｹ 博士（医学）日本医科大学
747 多摩永山病院 皮膚科 助教・医員 稲葉　基之 ｲﾅﾊﾞ ﾓﾄﾕｷ 学士（医学）
748 多摩永山病院 皮膚科 助教・医員 李　民 ﾘ ﾐﾝ 学士（医学）
749 多摩永山病院 皮膚科 助教・医員 田久保　匡哉 ﾀｸﾎﾞ ﾏｻﾔ 学士（医学）
750 多摩永山病院 泌尿器科 講師 佐藤　三洋 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
751 多摩永山病院 泌尿器科 助教・医員 田邊　邦明 ﾀﾅﾍﾞ ｸﾆｱｷ 学士（医学）
752 多摩永山病院 泌尿器科 助教・医員 佐々木　崇 ｻｻｷ ﾀｶｼ 学士（医学）
753 多摩永山病院 泌尿器科 助教・医員 尾形　吉彦 ｵｶﾞﾀ ﾖｼﾋｺ 学士（医学）
754 多摩永山病院 泌尿器科 助教・医員代理 鈴村　健太 ｽｽﾞﾑﾗ ｹﾝﾀ 学士（医学）
755 多摩永山病院 放射線科 准教授 山本　彰 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 博士（医学）日本医科大学
756 多摩永山病院 放射線科 病院講師 玉井　仁 ﾀﾏｲ ｼﾞﾝ 博士（医学）日本医科大学
757 多摩永山病院 放射線科 助教・医員 小林　由子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 博士（医学）日本医科大学
758 多摩永山病院 放射線科 助教・医員 山口　英宣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
759 多摩永山病院 放射線治療科 臨床准教授 能勢　隆之 ﾉｾ ﾀｶﾕｷ 博士（医学）大阪大学
760 多摩永山病院 麻酔科 講師 杖下　隆哉 ﾂｴｼﾀ ﾀｶﾔ 博士（医学）日本医科大学
761 多摩永山病院 麻酔科 助教・医員 内木　亮介 ﾅｲｷ ﾘﾖｳｽｹ 学士（医学）
762 多摩永山病院 麻酔科 助教・医員 水野　幸一 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｲﾁ 学士（医学）
763 多摩永山病院 麻酔科 助教・医員 米内　大輔 ﾖﾅｲ ﾀﾞｲｽｹ 学士（医学）
764 多摩永山病院 麻酔科 助教・医員 杼窪　寛 ﾄﾁｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 学士（医学）
765 多摩永山病院 麻酔科 助教・医員 清水　祐一郎 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 学士（医学）



766 多摩永山病院 麻酔科 助教・医員 門田　佳奈 ｶﾄﾞﾀ ｶﾅ 博士（医学）日本医科大学
767 多摩永山病院 麻酔科 助教・医員 西櫻　量 ﾆｼｻﾞｸﾗ ﾘﾖｳ 学士（医学）
768 多摩永山病院 精神神経科 臨床准教授 吉川　栄省 ﾖｼｶﾜ ｴｲｼﾖｳ 博士（医学）日本医科大学
769 多摩永山病院 消化器科 病院教授 津久井　拓 ﾂｸｲ ﾀｸ 博士（医学）日本医科大学
770 多摩永山病院 消化器科 助教・医員 植木　信江 ｳｴｷ ﾉﾌﾞｴ 博士（医学）日本医科大学
771 多摩永山病院 消化器科 助教・医員 小杉　友紀 ｺｽｷﾞ ﾕｷ 学士（医学）
772 多摩永山病院 消化器科 助教・医員 山脇　博士 ﾔﾏﾜｷ ﾋﾛｼ 学士（医学）
773 多摩永山病院 消化器科 助教・医員 大森　順 ｵｵﾓﾘ ｼﾞﾕﾝ 学士（医学）
774 多摩永山病院 消化器科 助教・医員 丸木　雄太 ﾏﾙｷ ﾕｳﾀ 学士（医学）
775 多摩永山病院 呼吸器外科 講師 平田　知己 ﾋﾗﾀ ﾄﾓﾐ 博士（医学）日本医科大学
776 多摩永山病院 呼吸器外科 講師（定員外） 吉野　直之 ﾖｼﾉ ﾅｵﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
777 多摩永山病院 呼吸器外科 助教・医員 竹内　千枝 ﾀｹｳﾁ ﾁｴ 学士（医学）
778 多摩永山病院 救命救急センター 特任教授 二宮　宣文 ﾆﾉﾐﾔ ﾉﾘﾌﾐ 博士（医学）日本医科大学
779 多摩永山病院 救命救急センター 講師 畝本　恭子 ｳﾈﾓﾄ ｷﾖｳｺ 博士（医学）日本医科大学
780 多摩永山病院 救命救急センター 病院講師 久野　将宗 ｸﾉ ﾏｻﾑﾈ 博士（医学）日本医科大学
781 多摩永山病院 救命救急センター 助教・医員 佐藤　慎 ｻﾄｳ ｼﾝ 学士（医学）
782 多摩永山病院 救命救急センター 助教・医員 小柳　正雄 ｵﾔﾅｷﾞ ﾏｻｵ 学士（医学）
783 多摩永山病院 救命救急センター 助教・医員 桒本　健太郎 ｸﾜﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 学士（医学）
784 多摩永山病院 救命救急センター 助教・医員 北橋　章子 ｷﾀﾊｼ ｱｷｺ 学士（医学）
785 多摩永山病院 救命救急センター 助教・医員 諸江　雄太 ﾓﾛｴ ﾕｳﾀ 学士（医学）
786 多摩永山病院 救命救急センター 助教・医員 福田　令雄 ﾌｸﾀﾞ ﾚｵ 学士（医学）
787 多摩永山病院 救命救急センター 助教・医員 金子　純也 ｶﾈｺ ｼﾞﾕﾝﾔ 博士（医学）日本医科大学
788 多摩永山病院 救命救急センター 助教・医員 磐井　佑輔 ｲﾜｲ ﾕｳｽｹ 学士（医学）
789 多摩永山病院 病理部 病院講師 細根　勝 ﾎｿﾈ ﾏｻﾙ 博士（医学）日本医科大学
790 多摩永山病院 病理部 助教・医員 新井　悟 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 学士（医学）
791 多摩永山病院 中央検査室 助教・医員 遠藤　育子 ｴﾝﾄﾞｳ ｲｸｺ University of New South Wales,PhD
792 千葉北総病院 千葉北総病院 病院長 井上　哲夫 ｲﾉｳｴ ﾃﾂｵ 博士（医学）日本医科大学
793 千葉北総病院 内科 教授 清野　精彦 ｾｲﾉ ﾖｼﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
794 千葉北総病院 内科 病院教授 日野　光紀 ﾋﾉ ﾐﾂﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
795 千葉北総病院 内科 病院教授 岩切　勝彦 ｲﾜｷﾘ ｶﾂﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
796 千葉北総病院 内科 病院教授 江本　直也 ｴﾓﾄ ﾅｵﾔ 博士（医学）東京女子医科大学
797 千葉北総病院 内科 准教授 山崎　峰雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾈｵ 博士（医学）日本医科大学
798 千葉北総病院 内科 准教授 高野　雅充 ﾀｶﾉ ﾏｻﾐﾁ 博士（医学）日本医科大学
799 千葉北総病院 内科 講師 山田　剛久 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋｻ 博士（医学）東京医科歯科大学
800 千葉北総病院 内科 講師（定員外） 横瀨　紀夫 ﾖｺｾ ﾉﾘｵ 博士（医学）日本医科大学
801 千葉北総病院 内科 病院講師 大場　崇芳 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 博士（医学）日本医科大学
802 千葉北総病院 内科 病院講師 田中　周 ﾀﾅｶ ｼﾕｳ 博士（医学）日本医科大学
803 千葉北総病院 内科 病院講師 丸山　光紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
804 千葉北総病院 内科 病院講師 楠　正典 ｸｽﾉｷ ﾏｻﾌﾐ 博士（医学）日本医科大学
805 千葉北総病院 内科 病院講師 厚川　正則 ｱﾂｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
806 千葉北総病院 内科 助教・医員 小林　宣明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ 博士（医学）日本医科大学
807 千葉北総病院 内科 助教・医員 羽田　朋人 ﾊﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ 学士（医学）日本医科大学
808 千葉北総病院 内科 助教・医員 田中　庸介 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 博士（医学）日本医科大学
809 千葉北総病院 内科 助教・医員 本橋　典久 ﾓﾄﾊｼ ﾉﾘﾋｻ 博士（医学）日本医科大学
810 千葉北総病院 内科 助教・医員 岡島　史宜 ｵｶｼﾞﾏ ﾌﾐﾀｶ 博士（医学）日本医科大学
811 千葉北総病院 内科 助教・医員 小齊平　聖治 ｺｻｲﾋﾗ ｾｲｼﾞ 学士（医学）大分大学
812 千葉北総病院 内科 助教・医員 石崎　晃 ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾗ 学士（医学）日本医科大学
813 千葉北総病院 内科 助教・医員 宗像　亮 ﾑﾅｶﾀ ﾘﾖｳ 学士（医学）山梨大学
814 千葉北総病院 内科 助教・医員 村上　大介 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 博士（医学）日本医科大学
815 千葉北総病院 内科 助教・医員 石原　力 ｲｼﾊﾗ ﾁｶﾗ 学士（医学）日本医科大学
816 千葉北総病院 内科 助教・医員 稲見　徹 ｲﾅﾐ ﾄｵﾙ 博士（医学）日本医科大学
817 千葉北総病院 内科 助教・医員 脇田　知志 ﾜｷﾀ ｻﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
818 千葉北総病院 内科 助教・医員 蛸井　浩行 ﾀｺｲ ﾋﾛﾕｷ 学士（医学）日本医科大学
819 千葉北総病院 内科 助教・医員 糸川　典夫 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘｵ 学士（医学）日本医科大学
820 千葉北総病院 内科 助教・医員 太田　智大 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ 学士（医学）日本医科大学
821 千葉北総病院 内科 助教・医員 山本　哲平 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾍﾟｲ 博士（医学）日本医科大学
822 千葉北総病院 内科 助教・医員 鈴木　将大 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 学士（医学）日本医科大学
823 千葉北総病院 内科 助教・医員 奥山　奈美子 ｵｸﾔﾏ ﾅﾐｺ 学士（医学）日本医科大学
824 千葉北総病院 内科 助教・医員 恩田　直美 ｵﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ 学士（医学）日本医科大学
825 千葉北総病院 内科 助教・医員 志村　徹郎 ｼﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ 学士（医学）日本医科大学
826 千葉北総病院 内科 助教・医員 星野　慎太朗 ﾎｼﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 学士（医学）近畿大学
827 千葉北総病院 内科 助教・医員 中川　愛 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲ 学士（医学）日本医科大学
828 千葉北総病院 内科 助教・医員 小宮山　英徳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
829 千葉北総病院 内科 助教・医員 新井　桃子 ｱﾗｲ ﾓﾓｺ 学士（医学）日本医科大学
830 千葉北総病院 内科 助教・医員 植竹　俊介 ｳｴﾀｹ ｼﾕﾝｽｹ 博士（医学）日本医科大学
831 千葉北総病院 内科 助教・医員 片野　雄大 ｶﾀﾉ ﾀｹﾋﾛ 学士（医学）日本医科大学
832 千葉北総病院 内科 助教・医員 新井　泰央 ｱﾗｲ ﾃｱﾝ 学士（医学）日本医科大学
833 千葉北総病院 内科 助教・医員代理 栗原　理 ｸﾘﾊﾗ ｵｻﾑ 学士（医学）日本医科大学
834 千葉北総病院 内科 助教・医員代理 福泉　偉 ﾌｸｲｽﾞﾐ ｲｻﾑ 学士（医学）日本医科大学
835 千葉北総病院 外科 教授 宮下　正夫 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻｵ 博士（医学）日本医科大学
836 千葉北総病院 外科 准教授 飯田　信也 ｲｲﾀﾞ ｼﾝﾔ 博士（医学）日本医科大学
837 千葉北総病院 外科 准教授 横室　茂樹 ﾖｺﾑﾛ ｼｹﾞｷ 博士（医学）日本医科大学
838 千葉北総病院 外科 講師 松本　智司 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 博士（医学）日本医科大学
839 千葉北総病院 外科 講師（定員外） 瀨谷　知子 ｾﾔ ﾄﾓｺ 博士（医学）日本医科大学
840 千葉北総病院 外科 病院講師 鶴田　宏之 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
841 千葉北総病院 外科 病院講師 櫻澤　信行 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
842 千葉北総病院 外科 助教・医員 松田　明久 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾋｻ 博士（医学）日本医科大学
843 千葉北総病院 外科 助教・医員 山初　和也 ﾔﾏﾊﾂ ｶｽﾞﾔ 博士（医学）日本医科大学
844 千葉北総病院 外科 助教・医員 下田　朋宏 ｼﾓﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 学士（医学）日本医科大学
845 千葉北総病院 外科 助教・医員 菊池　友太 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 学士（医学）日本医科大学
846 千葉北総病院 外科 助教・医員 原　絵津子 ﾊﾗ ｴﾂｺ 学士（医学）日本医科大学
847 千葉北総病院 外科 助教・医員 原田　潤一郎 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ 学士（医学）日本医科大学
848 千葉北総病院 外科 助教・医員 栗山　翔 ｸﾘﾔﾏ ｼﾖｳ 学士（医学）広島大学
849 千葉北総病院 外科・消化器外科 助教・医員 金谷　洋平 ｶﾈﾔ ﾖｳﾍｲ 学士（医学）秋田大学
850 千葉北総病院 心臓血管外科 病院教授 別所　竜蔵 ﾍﾞﾂｼﾖ ﾘﾕｳｿﾞｳ 博士（医学）日本医科大学
851 千葉北総病院 心臓血管外科 准教授 藤井　正大 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
852 千葉北総病院 心臓血管外科 助教・医員 仁科　大 ﾆｼﾅ ﾀﾞｲ 学士（医学）日本医科大学
853 千葉北総病院 心臓血管外科 助教・医員 川瀬　康裕 ｶﾜｾ ﾔｽﾋﾛ 学士（医学）日本医科大学
854 千葉北総病院 心臓血管外科 助教・医員 上田　仁美 ｳｴﾀﾞ ﾋﾄﾐ 学士（医学）日本医科大学
855 千葉北総病院 呼吸器外科 病院教授 平井　恭二 ﾋﾗｲ ｷﾖｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
856 千葉北総病院 呼吸器外科 助教・医員 竹内　真吾 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｺﾞ 博士（医学）日本医科大学
857 千葉北総病院 脳神経外科 診療教授 小林　士郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
858 千葉北総病院 脳神経外科 准教授 小南　修史 ｺﾐﾅﾐ ｼﾕｳｼ 博士（医学）日本医科大学
859 千葉北総病院 脳神経外科 准教授 水成　隆之 ﾐｽﾞﾅﾘ ﾀｶﾕｷ 博士（医学）日本医科大学
860 千葉北総病院 脳神経外科 准教授（嘱託） 丸　栄一 ﾏﾙ ｴｲｲﾁ 博士（文学）東京教育大学
861 千葉北総病院 脳神経外科 病院講師 金　景成 ｷﾝ ｷﾖﾝｿﾝ 博士（医学）日本医科大学
862 千葉北総病院 脳神経外科 病院講師 梅岡　克哉 ｳﾒｵｶ ｶﾂﾔ 博士（医学）日本医科大学
863 千葉北総病院 脳神経外科 助教・医員 鈴木　雅規 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 博士（医学）日本医科大学
864 千葉北総病院 脳神経外科 助教・医員 國保　倫子 ｺｸﾎﾞ ﾘﾝｺ 博士（医学）日本医科大学
865 千葉北総病院 脳神経外科 助教・医員 大村　朋子 ｵｵﾑﾗ ﾄﾓｺ 学士（医学）防衛医科大学
866 千葉北総病院 整形外科 講師 橋口　宏 ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
867 千葉北総病院 整形外科 病院講師 中嶋　隆夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｵ 博士（医学）日本医科大学
868 千葉北総病院 整形外科 助教・医員 岩下　哲 ｲﾜｼﾀ ｻﾄｼ 学士（医学）日本医科大学
869 千葉北総病院 整形外科 助教・医員 渡部　寛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 学士（医学）京都府立医科大学
870 千葉北総病院 整形外科 助教・医員 大久保　敦 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ 学士（医学）金沢医科大学
871 千葉北総病院 小児科 診療教授（嘱託） 藤野　修 ﾌｼﾞﾉ ｵｻﾑ 博士（医学）日本医科大学
872 千葉北総病院 小児科 准教授 浅野　健 ｱｻﾉ ﾀｹｼ 博士（医学）日本医科大学
873 千葉北総病院 小児科 准教授 上砂　光裕 ｶﾐｻｺﾞ ﾐﾂﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
874 千葉北総病院 小児科 講師 楢﨑　秀彦 ﾅﾗｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
875 千葉北総病院 小児科 助教・医員 小泉　慎也 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝﾔ 博士（医学）日本医科大学



876 千葉北総病院 小児科 助教・医員 稲垣　真一郎 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
877 千葉北総病院 小児科 助教・医員 山西　未穂 ﾔﾏﾆｼ ﾐﾎ 学士（医学）日本医科大学
878 千葉北総病院 小児科 助教・医員代理 宮武　千晴 ﾐﾔﾀｹ ﾁﾊﾙ 学士（医学）日本医科大学
879 千葉北総病院 眼科 教授 山木　邦比古 ﾔﾏｷ ｸﾆﾋｺ 博士（医学）秋田大学
880 千葉北総病院 眼科 准教授 亀谷　修平 ｶﾒﾔ ｼﾕｳﾍｲ 博士（医学）秋田大学
881 千葉北総病院 眼科 助教・医員 菊地　佐知子 ｷｸﾁ ｻﾁｺ 学士（医学）日本医科大学
882 千葉北総病院 眼科 助教・医員 後町　清子 ｺﾞﾁﾖｳ ｷﾖｺ 博士（医学）秋田大学
883 千葉北総病院 眼科 助教・医員 藤田　雅裕 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 学士（医学）獨協医科大学
884 千葉北総病院 眼科 助教・医員 明尾　慶一郎 ｱｹｵ ｹｲｲﾁﾛｳ 学士（医学）日本医科大学
885 千葉北総病院 女性診療科・産科 病院教授 鴨井　青龍 ｶﾓｲ ｾｲﾘﾕｳ 博士（医学）日本医科大学
886 千葉北総病院 女性診療科・産科 病院講師 渡辺　美千明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｱｷ 博士（医学）日本医科大学
887 千葉北総病院 女性診療科・産科 病院講師 山田　隆 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 博士（医学）日本医科大学
888 千葉北総病院 女性診療科・産科 助教・医員 中西　一歩 ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾎ 学士（医学）日本医科大学
889 千葉北総病院 女性診療科・産科 助教・医員 伊藤　麻利江 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ 学士（医学）日本医科大学
890 千葉北総病院 女性診療科・産科 助教・医員 山本　晃人 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 博士（医学）日本医科大学
891 千葉北総病院 女性診療科・産科 助教・医員 尾崎　景子 ｵｻﾞｷ ｹｲｺ 学士（医学）杏林大学
892 千葉北総病院 女性診療科・産科 助教・医員 森　瑛子 ﾓﾘ ｴｲｺ 学士（医学）日本大学
893 千葉北総病院 女性診療科・産科 助教・医員 浜野　愛理 ﾊﾏﾉ ｴﾘ 学士（医学）旭川医科大学
894 千葉北総病院 女性診療科・産科 助教・医員代理 中田　真理世 ﾅｶﾀ ﾏﾘﾖ 学士（医学）日本医科大学
895 千葉北総病院 女性診療科・産科 助教・医員代理 稲津　真利子 ｲﾅﾂ ﾏﾘｺ 学士（医学）日本医科大学
896 千葉北総病院 耳鼻咽喉科 特任教授 馬場　俊吉 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾕﾝｷﾁ 博士（医学）日本医科大学
897 千葉北総病院 耳鼻咽喉科 助教・医員 小町　太郎 ｺﾏﾁ ﾀﾛｳ 学士（医学）日本医科大学
898 千葉北総病院 耳鼻咽喉科 助教・医員 吉野　綾穂 ﾖｼﾉ ｱﾔﾎ 学士（医学）日本医科大学
899 千葉北総病院 耳鼻咽喉科 助教・医員 原口　美穂子 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾐﾎｺ 学士（医学）徳島大学
900 千葉北総病院 皮膚科 病院教授 幸野　健 ｺｳﾉ ﾀｹｼ 博士（医学）大阪市立大学
901 千葉北総病院 皮膚科 助教・医員 久保田　智樹 ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｷ 学士（医学）金沢医科大学
902 千葉北総病院 皮膚科 助教・医員 二宮　里紗 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｻ 学士（医学）東京女子医科大学
903 千葉北総病院 皮膚科 助教・医員 山瀬　綾 ﾔﾏｾ ｱﾔ 学士（医学）筑波大学
904 千葉北総病院 皮膚科 助教・医員 秋山　美知子 ｱｷﾔﾏ ﾐﾁｺ 博士（医学）日本医科大学
905 千葉北総病院 形成外科 診療教授 秋元　正宇 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 博士（医学）日本医科大学
906 千葉北総病院 形成外科 助教・医員 石井　暢明 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｱｷ 学士（医学）日本医科大学
907 千葉北総病院 形成外科 助教・医員 渋谷　偉織 ｼﾌﾞﾔ ｲｵﾘ 学士（医学）日本医科大学
908 千葉北総病院 形成外科 助教・医員 杉本　貴子 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｺ 学士（医学）獨協医科大学
909 千葉北総病院 形成外科 助教・医員 青木　宏信 ｱｵｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 学士（医学）東京医科大学
910 千葉北総病院 泌尿器科 病院教授 坪井　成美 ﾂﾎﾞｲ ﾅﾙﾐ 博士（医学）日本医科大学
911 千葉北総病院 泌尿器科 講師（定員外） 根本　勺 ﾈﾓﾄ ｶｵﾙ 博士（医学）日本医科大学
912 千葉北総病院 泌尿器科 助教・医員 三浦　剛史 ﾐｳﾗ ﾀｶﾌﾐ 博士（医学）日本医科大学
913 千葉北総病院 泌尿器科 助教・医員 塩路　豪 ｼｵｼﾞ ｺﾞｳ 博士（医学）日本医科大学
914 千葉北総病院 泌尿器科 助教・医員 簔輪　忠明 ﾐﾉﾜ ﾀﾀﾞｱｷ 学士（医学）日本医科大学
915 千葉北総病院 放射線科 診療教授 岡田　進 ｵｶﾀﾞ ｽｽﾑ 博士（医学）日本医科大学
916 千葉北総病院 放射線科 講師（定員外） 川俣　博志 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
917 千葉北総病院 放射線科 病院講師 中條　秀信 ﾅｶｼﾞﾖｳ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 博士（医学）日本医科大学
918 千葉北総病院 放射線科 助教・医員 古川　一博 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 学士（医学）日本医科大学
919 千葉北総病院 放射線科 助教・医員 貝津　俊英 ｶｲﾂﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 学士（医学）和歌山県立医科大学
920 千葉北総病院 放射線科 助教・医員 樫村　剛司 ｶｼﾑﾗ ﾀｹｼ 学士（医学）日本医科大学
921 千葉北総病院 放射線科 助教・医員 森田　布季子 ﾓﾘﾀ ﾌｷｺ 学士（医学）日本医科大学
922 千葉北総病院 放射線科 助教・医員 中川　達生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂｾｲ 博士（医学）東京医科歯科大学
923 千葉北総病院 麻酔科 講師 金　徹 ｷﾑ ﾁﾖﾙ 博士（医学）日本医科大学
924 千葉北総病院 麻酔科 助教・医員 辻本　芳孝 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 学士（医学）防衛医科大学校
925 千葉北総病院 麻酔科 助教・医員 神谷　一郎 ｶﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 学士（医学）防衛医科大学校
926 千葉北総病院 麻酔科 助教・医員 坪光　祥晃 ﾂﾎﾞｺｳ ﾖｼｱｷ 博士（医学）日本医科大学
927 千葉北総病院 麻酔科 助教・医員 間瀬　大司 ﾏｾ ﾋﾛｼ 博士（医学）日本医科大学
928 千葉北総病院 麻酔科 助教・医員 渡邊　悠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ 博士（医学）日本医科大学
929 千葉北総病院 麻酔科 助教・医員 中谷　英彦 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾃﾞﾋｺ 博士（医学）日本医科大学
930 千葉北総病院 麻酔科 助教・医員 木村　隆平 ｷﾑﾗ ﾘﾕｳﾍｲ 学士（医学）昭和大学
931 千葉北総病院 麻酔科 助教・医員 門脇　史宜 ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐﾉﾌﾞ 学士（医学）昭和大学
932 千葉北総病院 麻酔科 助教・医員 伊藤　公亮 ｲﾄｳ ｷﾐｱｷ 学士（医学）日本医科大学
933 千葉北総病院 メンタルヘルス科 病院教授 木村　真人 ｷﾑﾗ ﾏﾋﾄ 博士（医学）日本医科大学
934 千葉北総病院 メンタルヘルス科 講師 下田　健吾 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 博士（医学）日本医科大学
935 千葉北総病院 メンタルヘルス科 助教・医員 池森　紀夫 ｲｹﾓﾘ ﾉﾘｵ 学士（医学）日本医科大学
936 千葉北総病院 メンタルヘルス科 助教・医員 大森　中 ｵｵﾓﾘ ｱﾀﾙ 博士（医学）日本医科大学
937 千葉北総病院 メンタルヘルス科 助教・医員 新貝　慈利 ｼﾝｶﾞｲ ﾖｼﾄｼ 博士（歯学）日本歯科大学
938 千葉北総病院 歯科 准教授 鴨井　久博 ｶﾓｲ ﾋｻﾋﾛ 博士（歯学）日本歯科大学
939 千葉北総病院 歯科 歯科助教・医員 小倉　喜一郎 ｵｸﾞﾗ ｷｲﾁﾛｳ 博士（歯学）日本歯科大学
940 千葉北総病院 歯科 歯科助教・医員 吉峰　正彌 ﾖｼﾐﾈ ﾏｻﾔ 博士（歯学）東京医科歯科大学
941 千葉北総病院 歯科 歯科助教・医員 大木　亜悠子 ｵｵｷﾞ ｱﾕｺ 学士（歯学）日本歯科大学新潟歯学部
942 千葉北総病院 救命救急センター 教授 松本　尚 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｼ 博士（医学）金沢大学
943 千葉北総病院 救命救急センター 助教 山田　真吏奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ 博士（医学）慶応義塾大学
944 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 原　義明 ﾊﾗ ﾖｼｱｷ 学士（医学）香川医科大学
945 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 齋藤　伸行 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 学士（医学）富山医科薬科大学
946 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 八木　貴典 ﾔｷﾞ ﾀｶﾉﾘ 学士（医学）旭川医科大学
947 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 飯田　浩章 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 学士（医学）愛知医科大学
948 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 本村　友一 ﾓﾄﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 学士（医学）佐賀医科大学
949 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 林田　和之 ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 学士（医学）熊本大学
950 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 益子　一樹 ﾏｼｺ ｶｽﾞｷ 学士（医学）筑波大学
951 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 安松　比呂志 ﾔｽﾏﾂ ﾋﾛｼ 学士（医学）金沢大学
952 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 近田　祐介 ｺﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ 学士（医学）東北大学
953 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 平林　篤志 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 学士（医学）関西医科大学
954 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 服部　陽 ﾊﾂﾄﾘ ﾖｳ 学士（医学）福島県立医科大学
955 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 中山　文彦 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾋｺ 学士（医学）信州大学
956 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 岡田　一宏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 学士（医学）群馬大学
957 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 阪本　太吾 ｻｶﾓﾄ ﾀｲｺﾞ 学士（医学）北海道大学
958 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 杉中　宏司 ｽｷﾞﾅｶ ﾋﾛｼ 学士（医学）北海道大学
959 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 瀬尾　卓生 ｾｵ ﾀｶｵ 学士（医学）東京医科大学
960 千葉北総病院 救命救急センター 助教・医員 大西　志麻 ｵｵﾆｼ ｼﾏ 学士（医学）筑波大学
961 千葉北総病院 集中治療室 病院教授 畑　典武 ﾊﾀ ﾉﾘﾀｹ 博士（医学）日本医科大学
962 千葉北総病院 集中治療室 病院講師 品田　卓郎 ｼﾅﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
963 千葉北総病院 集中治療室 助教・医員 白壁　章宏 ｼﾗｶﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 博士（医学）日本医科大学
964 千葉北総病院 集中治療室 助教・医員 松下　誠人 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾄ 学士（医学）日本医科大学
965 千葉北総病院 集中治療室 助教・医員 富田　和憲 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 学士（医学）日本医科大学
966 千葉北総病院 集中治療室 助教・医員 鶴見　昌史 ﾂﾙﾐ ﾏｻﾌﾐ 学士（医学）日本医科大学
967 千葉北総病院 集中治療室 助教・医員 塩村　玲子 ｼｵﾑﾗ ﾚｲｺ 学士（医学）日本医科大学
968 千葉北総病院 集中治療室 助教・医員 澁谷　淳介 ｼﾌﾞﾔ ｼﾞﾕﾝｽｹ 学士（医学）日本医科大学
969 千葉北総病院 集中治療室 助教・医員代理 岡﨑　大武 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾀｹ 学士（医学）日本医科大学
970 千葉北総病院 病理部 臨床准教授 羽鳥　努 ﾊﾄﾘ ﾂﾄﾑ 博士（医学）東邦大学
971 千葉北総病院 病理部 助教・医員 平野　孝幸 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 学士（医学）東邦大学
972 千葉北総病院 病理部 助教・医員 長谷川　千花子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｶｺ 博士（医学）東邦大学
973 千葉北総病院 リハビリテーション科 大学院教授 原　行弘 ﾊﾗ ﾕｷﾋﾛ 博士（医学）慶應義塾大学
974 千葉北総病院 リハビリテーション科 病院講師 大林　茂 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 博士（医学）東邦大学
975 千葉北総病院 リハビリテーション科 助教・医員 伏屋　洋志 ﾌｾﾔ ﾋﾛｼ 学士（医学）慶応義塾大学
976 成田国際空港クリニック 成田国際空港クリニック 臨床教授 赤沼　雅彦 ｱｶﾇﾏ ﾏｻﾋｺ 博士（医学）学位授与機構
977 成田国際空港クリニック 成田国際空港クリニック 病院講師 堀場　光二 ﾎﾘﾊﾞ ｺｳｼﾞ 博士（医学）日本医科大学
978 成田国際空港クリニック 成田国際空港クリニック 助教・医員 松田　淳也 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞﾕﾝﾔ 学士（医学）日本医科大学
979 成田国際空港クリニック 成田国際空港クリニック 助教・医員 山本　雅昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｱｷ 博士（医学）神戸大学
980 成田国際空港クリニック 成田国際空港クリニック 助教・医員（定員外） 石井　浩統 ｲｼｲ ﾋﾛﾓﾄ 学士（医学）福井大学
981 腎クリニック 腎クリニック 病院講師 橋本　和政 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 博士（医学）日本医科大学
982 腎クリニック 腎クリニック 助教・医員 有馬　留志 ｱﾘﾏ ﾘﾕｳｼﾞ 学士（医学）日本医科大学
983 呼吸ケアクリニック 呼吸ケアクリニック 特任教授 木田　厚瑞 ｷﾀﾞ ｺｳｽﾞｲ 博士（医学）金沢大学
984 呼吸ケアクリニック 呼吸ケアクリニック 講師（定員外） 石井　健男 ｲｼｲ ﾀｹｵ 博士（医学）東京大学
985 呼吸ケアクリニック 呼吸ケアクリニック 病院講師 茂木　孝 ﾓﾃｷﾞ ﾀｶｼ 博士（医学）日本医科大学



986 呼吸ケアクリニック 呼吸ケアクリニック 助教・医員 服部　久弥子 ﾊﾂﾄﾘ ｸﾐｺ 博士（医学）日本医科大学
987 健診医療センター 健診医療センター 講師 石原　圭一 ｲｼﾊﾗ ｹｲｲﾁ 学士（医学）千葉大学、博士（医学）日本医科大学
988 健診医療センター 健診医療センター 助教・医員 箱﨑　謙太 ﾊｺｻﾞｷ ｹﾝﾀ 学士（医学）日本医科大学
989 健診医療センター 健診医療センター 助教・医員 秋山　一義 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 学士（医学）日本医科大学
990 老人病研究所 病理部門 助教 藤原　正和 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｶｽﾞ 博士（医学）日本医科大学
991 老人病研究所 生化学部門 大学院教授 太田　成男 ｵｵﾀ ｼｹﾞｵ 薬学博士　東京大学
992 老人病研究所 生化学部門 准教授 上村　尚美 ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾐ 博士（医学）東京大学
993 老人病研究所 生化学部門 講師（定員外） Ｗｏｌｆ　Ａ ｳｵﾙﾌ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞ- ﾏ-ﾃｲﾝ博士（理学）ミュンヘン工科大学
994 老人病研究所 生化学部門 助教 井内　勝哉 ｲｳﾁ ｶﾂﾔ 博士（理学）関西学院大学
995 老人病研究所 免疫部門 大学院教授 田中　信之 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 博士（医学）東京大学
996 老人病研究所 免疫部門 講師 中嶋　亘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 博士（医学）日本医科大学
997 老人病研究所 免疫部門 助教 阿部　芳憲 ｱﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 博士（医学）東京大学
998 老人病研究所 免疫部門 助教 谷村　篤子 ﾀﾆﾑﾗ ｱﾂｺ 博士（医工学）山口大学
999 老人病研究所 疫学部門 大学院教授 南　史朗 ﾐﾅﾐ ｼﾛｳ 博士（医学）日本医科大学
1000 老人病研究所 疫学部門 講師 折笠　千登世 ｵﾘｶｻ ﾁﾄｾ 博士（農学）東京大学
1001 老人病研究所 疫学部門 助教 中田　朋子 ﾅｶﾀ ﾄﾓｺ 博士（理学）大阪大学
1002 老人病研究所 疫学部門 助教 豊島　由香 ﾄﾖｼﾏ ﾕｶ 博士（農学）東京大学
1003 老人病研究所 老人病研究所 助教 上原　郁野 ｳｴﾊﾗ ｲｸﾉ 修士（農学）東北大学
1004 ワクチン療法研究施設 ワクチン療法研究施設 講師 飯田　和美 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 医学博士　日本医科大学
1005 ワクチン療法研究施設 ワクチン療法研究施設 助教・医員 廣田　薫 ﾋﾛﾀ ｶｵﾙ 博士（医学）日本医科大学


