




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成22年11月30日 現在

№ 学部 資格 学位

1 合川 公康 アイカワ マサヤス 医学部 助教 修士
2 相崎 良美 アイザキ ヨシミ 医学部 助手 修士
3 赤坂 清和 アカサカ キヨカズ 保健医療学部 教授 博士
4 赤塚 俊隆 アカツカ トシタカ 医学部 教授 博士
5 赤羽 明 アカバネ アキラ 医学部 准教授 修士
6 赤堀 太一 アカホリ タイチ 医学部 助教 修士
7 赤間 啓一 アカマ ケイイチ 医学部 准教授 博士
8 赤松 延久 アカマツ ノブヒサ 医学部 助教 博士
9 穐田 真澄 アキタ マスミ 医学部 教授 博士
10 秋山 雄次 アキヤマ ユウジ 医学部 准教授 博士
11 浅井 将 アサイ マサシ 医学部 助教 博士
12 浅川 典子 アサカワ ノリコ 保健医療学部 准教授 修士
13 朝倉 利久 アサクラ トシヒサ 医学部 講師 博士
14 浅田 留美子 アサダ ルミコ 医学部 講師 博士
15 淺沼 ゆう アサヌマ ユウ 医学部 講師 博士
16 浅野 博 アサノ ヒロシ 医学部 助教 博士
17 東 俊晴 アズマ トシハル 医学部 講師 博士
18 東 博彦 アズマ ヒロヒコ 医学部 その他 博士
19 足立 圭 アダチ ケイ 医学部 研究員 博士
20 安達 淳一 アダチ ジユンイチ 医学部 講師 博士
21 足立 雅樹 アダチ マサキ 医学部 准教授 博士
22 阿南 智子 アナン トモコ 医学部 研究員 博士
23 阿部 敦 アベ アツシ 医学部 講師 博士
24 安部 貴大 アベ タカヒロ 医学部 助教 博士
25 天野 宏一 アマノ コウイチ 医学部 准教授 博士
26 雨宮 伸 アメミヤ シン 医学部 教授 博士
27 新井 栄一 アライ エイイチ 医学部 准教授 博士
28 荒井 重紀 アライ シゲキ 医学部 助教 博士
29 新井 智之 アライ トモユキ 保健医療学部 助教 博士
30 荒川 ゆうき アラカワ ユウキ 医学部 助教 修士
31 荒川 博美 アラカワ ヒロミ 保健医療学部 助教 修士
32 荒木 智之 アラキ トモユキ 医学部 講師 博士
33 荒木 信夫 アラキ ノブオ 医学部 教授 博士
34 荒木 靖人 アラキ ヤスト 医学部 助教 博士
35 荒木 隆一郎 アラキ リュウイチロウ 医学部 助教 博士
36 有田 和恵 アリタ カズエ 医学部 講師 博士
37 有田 彰 アリタ アキラ 保健医療学部 教授 博士
38 淡路 健雄 アワジ タケオ 医学部 講師 博士
39 粟田 卓也 アワタ タクヤ 医学部 教授 博士
40 安藤 俊夫 アンドウ トシオ 医学部 その他 博士
41 安藤 晴美 アンドウ ハルミ 保健医療学部 助教 修士
42 飯田 慎一郎 イイダ シンイチロウ 医学部 講師 博士
43 五十嵐 友里 イガラシ ユリ 医学部 助教 博士
44 井口 貴子 イグチ タカコ 医学部 助教 博士
45 池田 和博 イケダ カズヒロ 医学部 講師 博士
46 池田 齊 イケダ ヒトシ 医学部 教授 博士
47 池田 正明 イケダ マサアキ 医学部 教授 博士
48 池淵 研二 イケブチ ケンジ 医学部 教授 博士
49 伊崎 誠一 イザキ セイイチ 医学部 教授 博士
50 石井 郁夫 イシイ イクオ 保健医療学部 教授 博士

氏名 フリガナ

学位（博士・修士）登録者一覧
【 50音順 】



平成22年11月30日 現在

№ 学部 資格 学位

51 石黒 秋生 イシグロ アキオ 医学部 助教 博士

52 石田 秀行 イシダ ヒデユキ 医学部 准教授 博士

53 石田 博徳 イシダ ヒロノリ 医学部 講師 博士

54 石津 みゑ子 イシヅ ミエコ 保健医療学部 教授 修士

55 石橋 敬一郎 イシバシ ケイイチロウ 医学部 講師 博士

56 石原 理 イシハラ オサム 医学部 教授 博士

57 石原 正一郎 イシハラ シヨウイチロウ 医学部 准教授 博士

58 石原 秀章 イシハラ ヒデアキ 医学部 助教 修士

59 泉田 太郎 イズミダ タロウ 医学部 講師 博士

60 伊関 大敬 イセキ ヒロヨシ 医学部 研究員 博士

61 磯部 正良 イソベ マサヨシ 医学部 准教授 修士

62 板倉 敦夫 イタクラ アツオ 医学部 教授 博士

63 伊丹 千晶 イタミ チアキ 医学部 講師 博士

64 市岡 滋 イチオカ シゲル 医学部 教授 博士

65 市岡 正適 イチオカ マサユキ 保健医療学部 教授 修士

66 伊地知 暢広 イヂチ ノブヒロ 医学部 研究員 博士

67 市原 靖子 イチハラ ヤスコ 医学部 講師 博士

68 伊藤 彰紀 イトウ アキノリ 医学部 助教授 博士

69 伊藤 博之 イトウ ヒロユキ 医学部 准教授 博士

70 伊藤 善啓 イトウ ヨシヒロ 医学部 講師 博士

71 糸川 かおり イトカワ カオリ 医学部 講師 博士

72 糸山 進次 イトヤマ シンジ 医学部 教授 博士

73 稲生 実枝 イナオ ミエ 医学部 講師 博士

74 稲葉 宗通 イナバ ムネミチ 医学部 准教授 博士

75 犬飼 浩一 イヌカイ コウイチ 医学部 准教授 博士

76 井上 郁夫 イノウエ イクオ 医学部 准教授 博士

77 井上 聡 イノウエ サトシ 医学部 その他 博士

78 井上 成一朗 イノウエ セイイチロウ 医学部 助教 博士

79 井上 勉 イノウエ ツトム 医学部 講師 博士

80 今井 謙一郎 イマイ ケンイチロウ 医学部 講師 博士

81 今井 幸紀 イマイ ユキノリ 医学部 准教授 博士

82 今澤 由紀子 イマザワ ユキコ 医学部 研究員 博士

83 今中 和人 イマナカ カズヒト 医学部 准教授 博士

84 今林 悦子 イマバヤシ エツコ 医学部 講師 博士

85 岩瀬 良範 イワセ ヨシノリ 医学部 准教授 博士

86 上野 宗久 ウエノ ムネヒサ 医学部 教授 博士

87 上原 政治 ウエハラ セイジ 医学部 教授 博士

88 植松 和嗣 ウエマツ カズツグ 医学部 准教授 博士

89 臼井 真由美 ウスイ マユミ 医学部 講師 博士

90 臼井 裕 ウスイ ユタカ 医学部 准教授 博士

91 磨田 裕 ウスダ ユタカ 医学部 教授 博士

92 内野 晃 ウチノ アキラ 医学部 教授 博士

93 江口 圭介 エグチ ケイスケ 医学部 講師 博士

94 江口 英孝 エグチ ヒデタカ 医学部 准教授 博士

95 江連 和久 エヅレ カズヒサ 保健医療学部 教授 博士

96 榎本 京子 エノモト キヨウコ 医学部 講師 博士

97 遠藤 弘史 エンドウ ヒロシ 医学部 研究員 博士

98 大河原 健人 オオカワラ ケント 医学部 助教 博士

99 大久保 雄彦 オオクボ カツヒコ 医学部 講師 博士

100 大久保 毅 オオクボ タケシ 医学部 講師 博士

氏名 フリガナ
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101 大久保 智子 オオクボ トモコ 医学部 助教 博士

102 大久保 光夫 オオクボ ミツオ 医学部 准教授 博士

103 大崎 昭彦 オオサキ アキヒコ 医学部 准教授 博士

104 大沢 洋之 オオサワ ヒロユキ 医学部 講師 博士

105 大島 晋 オオシマ ススム 医学部 准教授 博士

106 太田 晶子 オオタ アキコ 医学部 講師 博士

107 太田 敏男 オオタ トシオ 医学部 教授 博士

108 大竹 明 オオタケ アキラ 医学部 教授 博士

109 大谷 侑輝 オオタニ ユウキ 医学部 助教 修士

110 大手 聡 オオテ サトシ 医学部 助教 修士

111 大西 晶子 オオニシ アキコ 医学部 助教 博士

112 大西 清 オオニシ キヨシ 医学部 講師 博士

113 大西 秀樹 オオニシ ヒデキ 医学部 教授 博士

114 大貫 学 オオヌキ マナブ 医学部 講師 博士

115 大野 康治 オオノ ヤスハル 医学部 准教授 博士

116 大野 洋一 オオノ ヨウイチ 医学部 講師 博士

117 大野 明美 オオノ アケミ 保健医療学部 助教 修士

118 大野 良三 オオノ リョウゾウ 保健医療学部 教授 博士

119 大林 富美 オオバヤシ フミ 医学部 研究員 博士

120 大堀 昇 オオホリ ノボル 保健医療学部 講師 修士

121 大村 栄治 オオムラ エイジ 医学部 准教授 博士

122 大森 智美 オオモリ トモミ 保健医療学部 准教授 修士

123 岡垣 竜吾 オカガキ リユウゴ 医学部 准教授 博士

124 岡崎 康司 オカザキ ヤスシ 医学部 教授 博士

125 岡田 典倫 オカダ ノリミチ 医学部 助教 博士

126 岡田 浩一 オカダ ヒロカズ 医学部 准教授 博士

127 岡田 吉隆 オカダ ヨシタカ 医学部 教授 博士

128 岡野 哲也 オカノ テツヤ 医学部 講師 博士

129 岡部 惠子 オカベ ケイコ 保健医療学部 教授 修士

130 岡部 春香 オカベ ハルカ 保健医療学部 助教 修士

131 小川 展二 オガワ ノブジ 医学部 准教授 博士

132 奥崎 政美 オクザキ マサミ 保健医療学部 教授 博士

133 奥田 晶彦 オクダ アキヒコ 医学部 教授 博士

134 奥村 高広 オクムラ タカヒロ 保健医療学部 助教 修士

135 小倉 邦子 オグラ クニコ 保健医療学部 講師 修士

136 長田 久人 オサダ ヒサト 医学部 講師 博士

137 小澤 文明 オザワ フミアキ 医学部 講師 博士

138 尾関 英徳 オゼキ ヒデノリ 医学部 講師 博士

139 織田 弘美 オダ ヒロミ 医学部 教授 博士

140 小高 明雄 オダカ アキオ 医学部 准教授 博士

141 小田垣 雄二 オダガキ ユウジ 医学部 准教授 博士

142 乙戸 崇寛 オツド タカヒロ 保健医療学部 講師 修士

143 小野 啓 オノ ヒラク 医学部 講師 博士

144 尾本 良三 オモト リヨウゾウ 医学部 名誉教授 博士

145 小山 政史 オヤマ マサフミ 医学部 講師 博士

146 河相 開流 カアイ カイリユウ 医学部 助教 博士

147 加澤 鉄士 カザワ テツシ 医学部 准教授 博士

148 梶原 健 カジハラ タケシ 医学部 准教授 博士

149 梶山 浩 カジヤマ ヒロシ 医学部 助教 博士

150 加瀬 康弘 カセ ヤスヒロ 医学部 教授 博士

氏名 フリガナ
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151 片桐 岳信 カタギリ タケノブ 医学部 教授 博士

152 片野 幸 カタノ ミユキ 医学部 助手 修士

153 片山 茂裕 カタヤマ シゲヒロ 医学部 教授 博士

154 勝浦 一雄 カツウラ カズオ 医学部 准教授 博士

155 加藤 真吾 カトウ シンゴ 医学部 講師 博士

156 加藤 直樹 カトウ ナオキ 医学部 講師 博士

157 加藤 英政 カトウ ヒデマサ 医学部 講師 博士

158 加藤 仁 カトウ ヒトシ 医学部 講師 博士

159 加藤 律史 カトウ リツシ 医学部 講師 博士

160 加藤 綾子 カトウ アヤコ 保健医療学部 講師 博士

161 加藤 剛平 カトウ ゴウヘイ 保健医療学部 助教 修士

162 加藤 基子 カトウ モトコ 保健医療学部 教授 博士

163 加藤木 利行 カトウギ トシユキ 医学部 教授 博士

164 金澤 治 カナザワ オサム 医学部 准教授 博士

165 金沢 実 カナザワ ミノル 医学部 教授 博士

166 金子 公一 カネコ コウイチ 医学部 教授 博士

167 金子 貴広 カネコ タカヒロ 医学部 助教 博士

168 金子 優子 カネコ ユウコ 医学部 助教 博士

169 加納 隆 カノウ タカシ 保健医療学部 教授 博士

170 叶澤 孝一 カノウザワ コウイチ 医学部 講師 博士

171 神子嶋 誠 カミコジマ マコト 保健医療学部 講師 修士

172 加門 正義 カモン マサヨシ 医学部 研究員 博士

173 茅野 秀一 カヤノ ヒデカズ 医学部 准教授 博士

174 河井 信一郎 カワイ シンイチロウ 医学部 講師 博士

175 川井 信孝 カワイ ノブタカ 医学部 准教授 博士

176 川崎 潤 カワサキ ジユン 医学部 教授 博士

177 川野 雅章 カワノ マサアキ 医学部 助教 博士

178 川村 勇樹 カワムラ ユウキ 医学部 助教 博士

179 川本 智章 カワモト チアキ 医学部 准教授 博士

180 神吉 泰三郎 カンキ タイサブロウ 医学部 講師 博士

181 儀賀 理暁 ギカ マサトシ 医学部 助教 博士

182 菊地 茂 キクチ シゲル 医学部 教授 博士

183 菊地 博達 キクチ ヒロサト 医学部 教授 博士

184 菊池 チトセ キクチ チトセ 保健医療学部 准教授 修士

185 木崎 昌弘 キザキ マサヒロ 医学部 教授 博士

186 北村 晶 キタムラ アキラ 医学部 教授 博士

187 北村 邦男 キタムラ クニオ 保健医療学部 教授 博士

188 木村 文子 キムラ フミコ 医学部 教授 博士

189 木村 美智代 キムラ ミチヨ 保健医療学部 助教 修士

190 金 潤澤 キン ジユンタク 医学部 准教授 博士

191 久慈 一英 クジ イチエイ 医学部 准教授 博士

192 國方 徹也 クニカタ テツヤ 医学部 講師 博士

193 久保 憲生 クボ ノリオ 医学部 助教 修士

194 久保 恭子（木村恭クボ キョウコ 保健医療学部 講師 博士

195 熊井戸 邦佳 クマイド クニヨシ 医学部 講師 博士

196 熊崎 祐 クマザキ ユウ 医学部 助教 博士

197 隈元 謙介 クマモト ケンスケ 医学部 講師 博士

198 倉林 均 クラバヤシ ヒトシ 医学部 准教授 博士

199 倉光 薫 クラミツ カオル 医学部 准教授 博士

200 倉持 朗 クラモチ アキラ 医学部 教授 博士

氏名 フリガナ
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201 栗嶋 クララ クリシマ クララ 医学部 助教 修士

202 栗田 浩樹 クリタ ヒロキ 医学部 准教授 博士

203 黒川 理樹 クロカワ リキ 医学部 教授 博士

204 黒木 規臣 クロキ ノリオミ 医学部 講師 修士

205 黒澤 進 クロサワ ススム 医学部 准教授 博士

206 黒田 功 クロダ イサオ 医学部 助教 博士

207 黒田 寛人 クロダ ヒロト 医学部 その他 博士

208 小池 雅美 コイケ マサミ 医学部 助教 博士

209 小泉 智三 コイズミ トモミ 医学部 講師 博士

210 小糸 寿美 コイト ヒサミ 保健医療学部 助教 博士

211 神田 将和 コウダ マサカズ 医学部 研究員 修士

212 神山 信也 コウヤマ シンヤ 医学部 講師 博士

213 郡 美佳 コオリ ミカ 医学部 助教 博士

214 小澤 栄人 コザワ エイト 医学部 准教授 博士

215 古敷谷 昇 コシキヤ ノボル 医学部 助教 博士

216 小島 龍平 コジマ リュウヘイ 保健医療学部 教授 博士

217 輿水 健治 コシミズ ケンジ 医学部 准教授 博士

218 児玉 圭司 コダマ ケイジ 医学部 助教 博士

219 ゴッドフリー チャド ゴッドフリー チャド 医学部 その他 修士

220 小林 明男 コバヤシ アキオ 医学部 准教授 博士

221 小林 和裕 コバヤシ カズヒロ 医学部 助教 博士

222 小林 国彦 コバヤシ クニヒコ 医学部 教授 博士

223 小林 俊樹 コバヤシ トシキ 医学部 教授 博士

224 小林 信春 コバヤシ ノブハル 医学部 講師 博士

225 小林 正人 コバヤシ マサヒト 医学部 准教授 博士

226 小林 正幸 コバヤシ マサユキ 医学部 教授 博士

227 小林 直樹 コバヤシ ナオキ 保健医療学部 教授 博士

228 駒形 英樹 コマガタ ヒデキ 保健医療学部 助教 修士

229 駒崎 伸二 コマザキ シンジ 医学部 准教授 博士

230 小宮山 伸之 コミヤマ ノブユキ 医学部 教授 博士

231 菰田 二一 コモダ ツギカズ 医学部 教授 博士

232 小森 哲夫 コモリ テツオ 医学部 准教授 博士

233 小山 勇 コヤマ イサム 医学部 教授 博士

234 小山 薫 コヤマ カオル 医学部 准教授 博士

235 小山 信之 コヤマ ノブユキ 医学部 講師 博士

236 斉藤 恵理香 サイトウ エリカ 医学部 講師 博士

237 齋藤 一之 サイトウ カズユキ 医学部 教授 博士

238 齋藤 圭子 サイトウ ケイコ 医学部 助教 博士

239 斉藤 正博 サイトウ マサヒロ 医学部 准教授 博士

240 佐伯 俊昭 サエキ トシアキ 医学部 教授 博士

241 酒井 宏哉 サカイ ヒロヤ 医学部 教授 博士

242 酒井 文和 サカイ フミカズ 医学部 教授 博士

243 坂口 由紀子 サカグチ ユキコ 保健医療学部 助教 修士

244 坂田 康彰 サカタ ヤスアキ 医学部 講師 博士

245 坂本 安 サカモト ヤスシ 医学部 教授 博士

246 佐川 森彦 サガワ モリヒコ 医学部 助教 博士

247 桜井 孝規 サクライ タカキ 医学部 准教授 博士

248 櫻井 真彦 サクライ マサヒコ 医学部 教授 博士

249 櫻井 淑男 サクライ ヨシオ 医学部 講師 博士

250 佐々木 惇 ササキ アツシ 医学部 教授 博士
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251 佐々木 修 ササキ オサム 医学部 助教 博士

252 佐々木 康綱 ササキ ヤスツナ 医学部 教授 博士

253 佐々木 榮子 ササキ エイコ 保健医療学部 教授 博士

254 笹島 茂 ササジマ シゲル 医学部 講師 修士

255 笹沼 寛樹 ササヌマ ヒロキ 医学部 研究員 博士

256 佐治 重衡 サジ シゲヒラ 医学部 准教授 博士

257 佐鹿 孝子 サシカ タカコ 保健医療学部 教授 博士

258 佐藤 紀 サトウ オサム 医学部 教授 博士

259 佐藤 浩二郎 サトウ コウジロウ 医学部 講師 博士

260 佐藤 貴弘 サトウ タカヒロ 医学部 講師 博士

261 佐藤 毅 サトウ ツヨシ 医学部 講師 博士

262 佐藤 智也 サトウ トモヤ 医学部 助教 修士

263 佐藤 博重 サトウ ヒロシゲ 医学部 助教 博士

264 佐藤 洋一 サトウ ヨウイチ 医学部 助教 博士

265 佐藤 正夫 サトウ マサオ 保健医療学部 准教授 博士

266 里見 昭 サトミ アキラ 医学部 教授 博士

267 佐野 剛一 サノ コウイチ 医学部 講師 博士

268 澤野 誠 サワノ マコト 医学部 准教授 博士

269 三戸 聖也 サンノヘ セイヤ 医学部 助教 博士

270 椎橋 実智男 シイバシ ミチオ 医学部 准教授 博士

271 篠塚 望 シノヅカ ノゾミ 医学部 教授 博士

272 柴崎 修 シバサキ オサム 医学部 講師 博士

273 柴崎 智美 シバザキ サトミ 医学部 准教授 博士

274 島田 恒幸 シマダ ツネユキ 医学部 助教 博士

275 島田 佳明 シマダ ヨシアキ 医学部 講師 博士

276 島津 智一 シマヅ トモカズ 医学部 助教 博士

277 清水 道生 シミズ ミチオ 医学部 教授 博士

278 清水 禎彦 シミズ ヨシヒコ 医学部 准教授 博士

279 下岡 聡行 シモオカ トシユキ 保健医療学部 教授 博士

280 下山 哲夫 シモヤマ テツオ 医学部 教授 博士

281 周東 真代 シュウトウ マサヨ 保健医療学部 助教 修士

282 徐 聖輝 ジョ セイキ 医学部 研究員 博士

283 正田 純子 シヨウダ ジユンコ 医学部 助教 博士

284 白石 清乃 シライシ キヨノ 医学部 研究員 博士

285 進 正史 シン マサシ 医学部 研究員 博士

286 陣内 逸郎 ジンナイ イツロウ 医学部 教授 博士

287 新保 宗史 シンボ ムネフミ 医学部 准教授 博士

288 末永 昭彦 スエナガ アキヒコ 医学部 講師 博士

289 菅澤 正 スガサワ マサシ 医学部 教授 博士

290 須賀原 裕一 スガハラ ユウイチ 医学部 講師 博士

291 菅原 通子 スガワラ カヨコ 医学部 助教 博士

292 菅原 隆 スガワラ タカシ 医学部 准教授 博士

293 杉山 聡 スギヤマ サトル 医学部 教授 博士

294 菅 理江 スゲ リエ 医学部 助教 博士

295 鈴木 英二 スズキ エイジ 医学部 その他 博士

296 鈴木 啓一郎 スズキ ケイイチロウ 医学部 その他 博士

297 鈴木 啓二 スズキ ケイジ 医学部 講師 博士

298 鈴木 健之 スズキ ケンジ 医学部 准教授 博士

299 鈴木 孝明 スズキ タカアキ 医学部 教授 博士

300 鈴木 朋子 スズキ トモコ 医学部 その他 博士
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301 鈴木 洋通 スズキ ヒロミチ 医学部 教授 博士

302 鈴木 政美 スズキ マサミ 医学部 准教授 博士

303 鈴木 勝 スズキ マサル 医学部 教授 博士

304 鈴木 美穂 スズキ ミホ 医学部 助教 博士

305 鈴木 元晴 スズキ モトハル 医学部 助教 博士

306 鈴木 雄一郎 スズキ ユウイチロウ 医学部 助教 修士

307 鈴木 正彦 スズキ マサヒコ 保健医療学部 教授 博士

308 須田 立雄 スダ タツオ 医学部 その他 博士

309 須谷 顕尚 スタニ アキヒサ 医学部 講師 博士

310 住田 直子 スミタ ナオコ 医学部 助教 博士

311 陶山 哲夫 スヤマ テツオ 医学部 教授 博士

312 瀬尾 誠 セオ マコト 医学部 助教 博士

313 関 博之 セキ ヒロユキ 医学部 教授 博士

314 関口 康宣 セキグチ ヤスノブ 医学部 助教 博士

315 関根 広 セキネ ヒロシ 医学部 准教授 博士

316 先崎 秀明 センザキ ヒデアキ 医学部 教授 博士

317 千本松 孝明 センボンマツ タカアキ 医学部 准教授 博士

318 曽根 敏雄 ソネ トシオ 医学部 講師 博士

319 側島 久典 ソバジマ ヒサノリ 医学部 教授 博士

320 多賀 誠 タガ マコト 医学部 助教 博士

321 高井 泰 タカイ ヤスシ 医学部 准教授 博士

322 高倉 保幸 タカクラ ヤスユキ 保健医療学部 教授 博士

323 高田 綾 タカダ アヤ 医学部 講師 博士

324 高田 真理 タカダ マコト 医学部 准教授 博士

325 高野 和敬 タカノ カズヒロ 医学部 講師 博士

326 高橋 啓介 タカハシ ケイスケ 医学部 教授 博士

327 高橋 誠一郎 タカハシ セイイチロウ 医学部 助教 博士

328 高橋 美保子 タカハシ ミホコ 医学部 講師 博士

329 高橋 邦泰 タカハシ クニヤス 保健医療学部 教授 博士

330 高橋 里河 タカハシ サトカ 保健医療学部 助教 修士

331 高平 修二 タカヒラ シユウジ 医学部 助教 博士

332 田北 博保 タキタ ヒロヤス 医学部 助教 博士

333 田口 理史 タグチ マサヒト 医学部 講師 博士

334 竹内 勤 タケウチ ツトム 医学部 その他 博士

335 竹内 梨紗 タケウチ リサ 医学部 助教 博士

336 竹田 省 タケダ サトル 医学部 その他 博士

337 竹田津 未生 タケタヅ ミオ 医学部 助教 博士

338 竹中 恒夫 タケナカ ツネオ 医学部 講師 博士

339 橘 静子 タチバナ シズコ 医学部 研究員 博士

340 立花 陽明 タチバナ ヨウメイ 医学部 教授 博士

341 田中 秋悟 タナカ シユウゴ 医学部 准教授 博士

342 田中 伸哉 タナカ シンヤ 医学部 講師 博士

343 田中 淳司 タナカ ジユンジ 医学部 教授 博士

344 田中 知明 タナカ トモアキ 医学部 研究員 博士

345 田中 求 タナカ モトム 医学部 講師 博士

346 田中 竜平 タナカ リユウヘイ 医学部 准教授 博士

347 田中 瞳 タナカ ヒトミ 保健医療学部 助手 修士

348 棚橋 紀夫 タナハシ ノリオ 医学部 教授 博士

349 田邊 一郎 タナベ イチロウ 保健医療学部 准教授 博士

350 田丸 淳一 タマル ジユンイチ 医学部 教授 博士
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351 田丸 文信 タマル フミノブ 医学部 助教 博士

352 田村 正徳 タムラ マサノリ 医学部 教授 博士

353 俵 英之 タワラ ヒデユキ 医学部 講師 博士

354 千田 みゆき チダ ミユキ 保健医療学部 教授 博士

355 張 漢秀 チヨウ カンシユウ 医学部 准教授 博士

356 塚本 信宏 ツカモト ノブヒロ 医学部 講師 博士

357 辻 美隆 ツジ ヨシタカ 保健医療学部 准教授 博士

358 土田 哲也 ツチダ テツヤ 医学部 教授 博士

359 堤 晴彦 ツツミ ハルヒコ 医学部 教授 博士

360 堤田 新 ツツミダ アラタ 医学部 講師 博士

361 出口 順夫 デグチ ジュンオ 医学部 准教授 博士

362 出口 修宏 デグチ ノブヒロ 医学部 教授 博士

363 寺木 祐一 テラキ ユウイチ 医学部 准教授 博士

364 照井 克生 テルイ カツオ 医学部 准教授 博士

365 土井 克史 ドイ カツシ 医学部 教授 博士

366 戸井田 昌宏 トイダ マサヒロ 保健医療学部 教授 博士

367 外川 修 トガワ オサム 医学部 助教 博士

368 時岡 一幸 トキオカ カズユキ 医学部 講師 博士

369 時田 幸之輔 トキタ コウノスケ 保健医療学部 講師 博士

370 土器屋 卓志 ドキヤ タクシ 医学部 教授 博士

371 徳澤 佳美 トクザワ ヨシミ 医学部 研究員 博士

372 得平 道英 トクヒラ ミチヒデ 医学部 講師 博士

373 徳山 研一 トクヤマ ケンイチ 医学部 教授 博士

374 利光 靖子 トシミツ ヤスコ 医学部 助教 博士

375 富岳 亮 トミオカ リヨウ 医学部 講師 博士

376 冨田 幸江 トミタ サチエ 保健医療学部 准教授 修士

377 豊島 秀男 トヨシマ ヒデオ 医学部 その他 博士

378 豊嶋 良一 トヨシマ リヨウイチ 医学部 教授 博士

379 豊住 康夫 トヨズミ ヤスオ 医学部 助教 博士

380 永井 正規 ナガイ マサキ 医学部 教授 博士

381 長井 良昭 ナガイ ヨシアキ 医学部 助教 博士

382 中尾 啓子 ナカオ ケイコ 医学部 講師 博士

383 長尾 昌二 ナガオ ショウジ 医学部 講師 博士

384 長岡 麻衣 ナガオカ マイ 医学部 助教 博士

385 中込 一之 ナカゴメ カズユキ 医学部 講師 博士

386 中里 良彦 ナカザト ヨシヒコ 医学部 准教授 博士

387 中島 孔志 ナカシマ コウシ 保健医療学部 講師 博士

388 中島 淑江 ナカジマ ヨシエ 医学部 講師 博士

389 長島 文夫 ナガシマ フミオ 医学部 その他 博士

390 永島 雅文 ナガシマ マサブミ 医学部 教授 博士

391 長島 陽子 ナガシマ ヨウコ 医学部 助教 博士

392 中田 一之 ナカタ カズユキ 医学部 講師 博士

393 中田 博 ナカタ ヒロシ 医学部 講師 博士

394 仲田 拡人 ナカダ ヒロト 医学部 助教 博士

395 永田 耕治 ナガタ コウジ 医学部 講師 博士

396 永田 真 ナガタ マコト 医学部 教授 博士

397 仲地 豊 ナカチ ユタカ 医学部 研究員 博士

398 中塚 貴志 ナカツカ タカシ 医学部 教授 博士

399 中西 宏明 ナカニシ ヒロアキ 医学部 その他 博士

400 中野 貴成 ナカノ タカナリ 医学部 助教 博士
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401 中平 健祐 ナカヒラ ケンスケ 医学部 講師 博士

402 中平 光彦 ナカヒラ ミツヒコ 医学部 講師 修士

403 永松 秀樹 ナガマツ ヒデキ 医学部 講師 博士

404 中村 玲 ナカムラ アキラ 医学部 講師 博士

405 中村 厚 ナカムラ アツシ 医学部 研究員 博士

406 中村 晃一郎 ナカムラ コウイチロウ 医学部 教授 博士

407 中村 信一 ナカムラ シンイチ 医学部 准教授 博士

408 中村 裕昭 ナカムラ ヒロアキ 医学部 教授 博士

409 中村 裕一 ナカムラ ユウイチ 医学部 講師 博士

410 中本 紀道 ナカモト ノリミチ 医学部 助教 博士

411 中元 秀友 ナカモト ヒデトモ 医学部 教授 博士

412 中山 伸朗 ナカヤマ ノブアキ 医学部 講師 博士

413 中山 光男 ナカヤマ ミツオ 医学部 准教授 博士

414 名越 澄子 ナゴシ スミコ 医学部 教授 博士

415 難波 聡 ナンバ アキラ 医学部 講師 博士

416 新津 望 ニイツ ノゾミ 医学部 教授 博士

417 西 直子 ニシ ナオコ 医学部 講師 博士

418 西岡 利彦 ニシオカ トシヒコ 医学部 准教授 博士

419 西川 亮 ニシカワ リヨウ 医学部 教授 博士

420 西坂 剛 ニシサカ ツヨシ 保健医療学部 その他 博士

421 仁科 正実 ニシナ マサミ 医学部 准教授 博士

422 西林 学 ニシバヤシ マナブ 医学部 講師 博士

423 西部 伸一 ニシベ シンイチ 医学部 准教授 博士

424 西村 幸治 ニシムラ コウジ 医学部 助教 修士

425 西村 重敬 ニシムラ シゲユキ 医学部 教授 博士

426 西本 正純 ニシモト マサズミ 医学部 講師 博士

427 西山 正彦 ニシヤマ マサヒコ 医学部 教授 博士

428 二反田 博之 ニタンダ ヒロユキ 医学部 助教 博士

429 二宮 裕一 ニノミヤ ユウイチ 医学部 助教 博士

430 禾 泰寿 ノギ ヤスヒサ 医学部 教授 博士

431 野口 雄一 ノグチ ユウイチ 医学部 講師 博士

432 野島 淳也 ノジマ ジュンヤ 医学部 助教 博士

433 野寺 誠 ノデラ マコト 保健医療学部 准教授 博士

434 野村 恭一 ノムラ キヨウイチ 医学部 教授 博士

435 野村 淳 ノムラ ジユン 医学部 研究員 博士

436 野村 正彦 ノムラ マサヒコ 医学部 教授 博士

437 萩原 弘一 ハギワラ コウイチ 医学部 教授 博士

438 橋本 大定 ハシモト ダイジヨウ 医学部 教授 博士

439 橋本 志麻子 ハシモト シマコ 保健医療学部 助教 修士

440 長谷川 幸清 ハセガワ コウセイ 医学部 講師 博士

441 長谷川 元 ハセガワ ハジメ 医学部 准教授 博士

442 長谷川 正博 ハセガワ マサヒロ 保健医療学部 准教授 博士

443 秦 朝子 ハタ トモコ 保健医療学部 助教 修士

444 馬場 一憲 ババ カズノリ 医学部 教授 博士

445 林 静子 ハヤシ シズコ 保健医療学部 講師 修士

446 林田 眞和 ハヤシダ マサカズ 医学部 教授 博士

447 原 正昭 ハラ マサアキ 医学部 講師 博士

448 原 百合子 ハラ ユリコ 医学部 助教 修士

449 原口 安佐美 ハラグチ アサミ 医学部 助教 修士

450 伴塲 裕巳 バンバ ヒロミ 保健医療学部 講師 博士

氏名 フリガナ
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451 東 丈裕 ヒガシ タケヒロ 医学部 助教 博士

452 東 守洋 ヒガシ モリヒロ 医学部 講師 博士

453 菱田 友昭 ヒシダ トモアキ 医学部 研究員 博士

454 菱沼 亜紀子 ヒシヌマ アキコ 医学部 助教 博士

455 平木 啓子 ヒラキ ケイコ 医学部 その他 博士

456 平崎 正孝 ヒラサキ マサタカ 医学部 助教 博士

457 平塚 陽子 ヒラツカ ヨウコ 保健医療学部 助教 修士

458 平間 崇 ヒラマ タカシ 医学部 助教 修士

459 比留間 民子 ヒルマ タミコ 医学部 講師 博士

460 廣澤 成美 ヒロサワ ナルミ 医学部 助教 博士

461 廣瀬 隆則 ヒロセ タカノリ 医学部 教授 博士

462 深澤 幹典 フカザワ ミキノリ 医学部 助教 修士

463 深津 亮 フカツ リヨウ 医学部 教授 博士

464 藤内 伸子 フジウチ ノブコ 医学部 講師 博士

465 藤田 恵子 フジタ ケイコ 医学部 准教授 博士

466 藤田 健一 フジタ ケンイチ 医学部 講師 博士

467 藤田 博暁 フジタ ヒロアキ 保健医療学部 准教授 博士

468 藤村 朗子 フジムラ アキコ 保健医療学部 助教 修士

469 藤村 博恵 フジムラ ヒロエ 保健医療学部 講師 修士

470 藤原 恵一 フジワラ ケイイチ 医学部 教授 博士

471 別所 正美 ベッショ マサミ 医学部 教授 博士

472 穂苅 茂 ホカリ シゲル 医学部 講師 博士

473 星島 宏 ホシジマ ヒロシ 医学部 助教 博士

474 星野 高伸 ホシノ タカノブ 医学部 准教授 博士

475 星野 正也 ホシノ マサヤ 医学部 助教 博士

476 堀江 公仁子 ホリエ クニコ 医学部 准教授 博士

477 堀江 憲夫 ホリエ ノリオ 医学部 講師 博士

478 堀川 直史 ホリカワ ナオシ 医学部 教授 博士

479 本田 憲業 ホンダ ノリナリ 医学部 教授 博士

480 前崎 繁文 マエサキ シゲフミ 医学部 教授 博士

481 前島 伸一郎 マエシマ シンイチロウ 医学部 教授 博士

482 前田 智也 マエダ トモヤ 医学部 助教 博士

483 前田 平生 マエダ ヒロオ 医学部 教授 博士

484 前野 敏孝 マエノ トシタカ 医学部 講師 博士

485 牧田 茂 マキタ シゲル 医学部 教授 博士

486 間嶋 満 マジマ ミツル 医学部 教授 博士

487 枡岡 歩 マスオカ アユム 医学部 講師 博士

488 増谷 聡 マスタニ サトシ 医学部 講師 博士

489 間瀬 年康 マセ トシヤス 保健医療学部 教授 博士

490 町田 早苗 マチダ サナエ 医学部 助教 博士

491 松居 徹 マツイ トオル 医学部 教授 博士

492 松井 政則 マツイ マサノリ 医学部 准教授 博士

493 松浦 一生 マツウラ カズオ 医学部 助教 博士

494 松木 秀幸 マツキ ヒデユキ 医学部 講師 博士

495 松木 盛行 マツキ モリユキ 医学部 准教授 博士

496 松下 明生 マツシタ アキオ 医学部 講師 博士

497 松下 祥 マツシタ ショウ 医学部 教授 博士

498 松下 年子 マツシタ トシコ 保健医療学部 教授 博士

499 松田 昭彦 マツダ アキヒコ 医学部 講師 博士

500 松田 晃 マツダ アキラ 医学部 教授 博士

氏名 フリガナ
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501 松田 隆晴 マツダ タカハル 医学部 助教 博士

502 松田 博史 マツダ ヒロシ 医学部 教授 博士

503 松田 昌文 マツダ マサフミ 医学部 教授 博士

504 松谷 雅生 マツタニ マサオ 医学部 名誉教授 博士

505 松原 真紀 マツバラ マキ 医学部 研究員 博士

506 松村 治 マツムラ オサム 医学部 准教授 博士

507 松村 誠 マツムラ マコト 医学部 准教授 博士

508 松本 万夫 マツモト カズオ 医学部 教授 博士

509 松本 延幸 マツモト ノブユキ 医学部 教授 博士

510 松本 英子 マツモト ヒデコ 医学部 助教 博士

511 松本 征仁 マツモト マサヒト 医学部 講師 博士

512 間藤 卓 マトウ タカシ 医学部 准教授 博士

513 丸山 敬 マルヤマ ケイ 医学部 教授 博士

514 丸山 晃一 マルヤマ コウイチ 医学部 准教授 博士

515 丸山 徹 マルヤマ トオル 医学部 准教授 博士

516 丸山 義明 マルヤマ ヨシアキ 医学部 准教授 博士

517 三木 明徳 ミキ アキノリ 医学部 講師 博士

518 三島 一彦 ミシマ カズヒコ 医学部 准教授 博士

519 水上 智 ミズカミ サトシ 医学部 准教授 博士

520 水越 和歌 ミズコシ ワカ 医学部 講師 博士

521 水野 正浩 ミズノ マサヒロ 医学部 教授 博士

522 水野 由美 ミズノ ユミ 医学部 研究員 博士

523 水野 洋介 ミズノ ヨウスケ 医学部 助教 博士

524 三谷 幸之介 ミタニ コウノスケ 医学部 教授 博士

525 御手洗 哲也 ミタライ テツヤ 医学部 教授 博士

526 光武 耕太郎 ミツタケ コウタロウ 医学部 教授 博士

527 三橋 知明 ミツハシ トモアキ 医学部 准教授 博士

528 皆川 孝子 ミナガワ タカコ 医学部 助教 博士

529 三鍋 俊春 ミナベ トシハル 医学部 准教授 博士

530 三村 俊英 ミムラ トシヒデ 医学部 教授 博士

531 宮内 浩 ミヤウチ ヒロシ 医学部 助教 博士

532 宮尾 秀樹 ミヤオ ヒデキ 医学部 教授 博士

533 宮崎 孝 ミヤザキ タカシ 医学部 助教 博士

534 宮崎 利明 ミヤザキ トシアキ 医学部 研究員 博士

535 宮里 明子 ミヤザト アキコ 医学部 講師 博士

536 宮澤 光男 ミヤザワ ミツオ 医学部 教授 博士

537 宮路 太 ミヤジ トオル 医学部 准教授 博士

538 宮本 裕一 ミヤモト ユウイチ 保健医療学部 准教授 博士

539 三由 文彦 ミヨシ フミヒコ 医学部 研究員 博士

540 三輪 啓介 ミワ ケイスケ 医学部 助教 博士

541 向田 寿光 ムカイダ ヒサミツ 医学部 講師 博士

542 村越 隆之 ムラコシ タカユキ 医学部 教授 博士

543 村田 晋一 ムラタ シンイチ 医学部 教授 博士

544 村田 栄子 ムラタ エイコ 保健医療学部 教授 博士

545 村松 俊裕 ムラマツ トシヒロ 医学部 講師 博士

546 村松 正實 ムラマツ マサミ 医学部 名誉教授 博士

547 村山 芳武 ムラヤマ ヨシタケ 医学部 准教授 博士

548 村山 敬彦 ムラヤマ ヨシヒコ 医学部 講師 博士

549 持田 智 モチダ サトシ 医学部 教授 博士

550 本谷 久美子 モトヤ クミコ 保健医療学部 助手 修士

氏名 フリガナ



平成22年11月30日 現在

№ 学部 資格 学位

551 本山 仁美 モトヤマ ヒトミ 保健医療学部 講師 修士

552 百澤 明 モモサワ アキラ 医学部 講師 博士

553 百瀬 修二 モモセ シユウジ 医学部 助教 博士

554 森 圭介 モリ ケイスケ 医学部 准教授 博士

555 森 茂久 モリ シゲヒサ 医学部 教授 博士

556 森 隆 モリ タカシ 医学部 准教授 博士

557 森口 武史 モリグチ タケシ 医学部 講師 博士

558 森野 正明 モリノ マサアキ 医学部 教授 博士

559 守屋 修 モリヤ オサム 医学部 准教授 博士

560 森山 陽介 モリヤマ ヨウスケ 医学部 研究員 博士

561 諸角 誠人 モロズミ マコト 医学部 准教授 博士

562 屋嘉比 康治 ヤカビ コウジ 医学部 教授 博士

563 八木 研 ヤギ ケン 医学部 研究員 博士

564 矢澤 麻佐子 ヤザワ マサコ 医学部 講師 博士

565 安田 政実 ヤスダ マサノリ 医学部 教授 博士

566 安田 裕子 ヤスダ ユウコ 保健医療学部 講師 修士

567 八塚 由紀子 ヤツカ ユキコ 医学部 助手 修士

568 矢内原 仁 ヤナイハラ ヒトシ 医学部 講師 博士

569 柳澤 隆昭 ヤナギサワ タカアキ 医学部 准教授 博士

570 矢部 勝弘 ヤベ カツヒロ 医学部 助教 博士

571 山内 俊雄 ヤマウチ トシオ 医学部 その他 博士

572 山岡 美穂 ヤマオカ ミホ 医学部 講師 博士

573 山口 智 ヤマグチ サトル 医学部 講師 博士

574 山口 茂樹 ヤマグチ シゲキ 医学部 教授 博士

575 山口 敏行 ヤマグチ トシユキ 医学部 講師 博士

576 山口 浩 ヤマグチ ヒロシ 医学部 助教 博士

577 山崎 芳仁 ヤマザキ ヨシヒト 医学部 講師 博士

578 山路 真佐子 ヤマジ マサコ 保健医療学部 准教授 博士

579 山下 博栄 ヤマシタ ハクエイ 医学部 助教 博士

580 山田 拓己 ヤマダ タクミ 医学部 教授 博士

581 山田 博信 ヤマダ ヒロノブ 医学部 助教 博士

582 山田 睦雄 ヤマダ ムツオ 医学部 講師 博士

583 山田 久美子 ヤマダ クミコ 保健医療学部 助教 修士

584 山田 泰子 ヤマダ ヤスコ 保健医療学部 教授 修士

585 山内 秀雄 ヤマノウチ ヒデオ 医学部 教授 博士

586 山本 明史 ヤマモト アキフミ 医学部 教授 博士

587 山元 敏正 ヤマモト トシマサ 医学部 准教授 博士

588 山本 満 ヤマモト ミツル 医学部 講師 博士

589 横尾 友隆 ヨコオ トモタカ 医学部 助教 博士

590 横山 富士男 ヨコヤマ フジオ 医学部 准教授 博士

591 吉澤 徹 ヨシザワ トオル 保健医療学部 その他 博士

592 吉田 勝彦 ヨシダ カツヒコ 医学部 講師 博士

593 吉田 喜太郎 ヨシダ キタロウ 医学部 准教授 博士

594 吉村 和法 ヨシムラ カズノリ 医学部 その他 博士

595 吉本 桂子 ヨシモト ケイコ 医学部 研究員 博士

596 吉本 信雄 ヨシモト ノブオ 医学部 教授 博士

597 依田 哲也 ヨダ テツヤ 医学部 教授 博士

598 米川 浩伸 ヨネカワ ヒロノブ 医学部 講師 博士

599 米谷 新 ヨネヤ シン 医学部 教授 博士

600 若山 俊隆 ワカヤマ トシタカ 保健医療学部 講師 博士

氏名 フリガナ
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601 脇田 政嘉 ワキタ マサヨシ 保健医療学部 講師 博士

602 脇本 直樹 ワキモト ナオキ 医学部 講師 博士

603 和合 治久 ワゴウ ハルヒサ 保健医療学部 教授 博士

604 和田 智 ワダ サトル 医学部 助教 博士

605 和田 芽衣 ワダ メイ 医学部 助教 修士

606 渡辺 修一 ワタナベ シユウイチ 医学部 教授 博士

607 渡部 玲子 ワタナベ レイコ 医学部 講師 博士

608 渡辺 孝子 ワタナベ タカコ 保健医療学部 教授 修士

において、博士・修士と学位登録されている本学の教職員を抜粋し、50音順に掲載したものです。

※資格欄におけるその他とは、名誉職・客員職です。

氏名 フリガナ
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