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1 医学科　内科学（１） 山本　洋 60 皮膚科 木庭　幸子
2 呼吸器・感染症・アレルギー内科 立石　一成 61 医学科　皮膚科学 芦田　敦子
3 呼吸器・感染症・アレルギー内科 牛木　淳人 62 皮膚科 御子柴 育朋
4 呼吸器・感染症・アレルギー内科 市山　崇史 63 皮膚科 白井　拓史
5 呼吸器・感染症・アレルギー内科 町田　良亮 64 皮膚科 浅井　裕子
6 呼吸器・感染症・アレルギー内科 小沢　陽子 65 皮膚科 二瓶　達也
7 呼吸器・感染症・アレルギー内科 西江　健一 66 皮膚科 枝光　智大
8 呼吸器・感染症・アレルギー内科 堀内　俊道 67 放射線部 小岩井 慶一郎
9 呼吸器・感染症・アレルギー内科 生山　裕一 68 放射線科 小沢　岳澄

10 呼吸器・感染症・アレルギー内科 上野　史香 69 放射線科 青沼　宇倫
11 呼吸器・感染症・アレルギー内科 山中　美和 70 放射線科 一戸　記人
12 呼吸器・感染症・アレルギー内科 加藤 あかね 71 放射線科 轟　圭介
13 呼吸器・感染症・アレルギー内科 池川 香代子 72 放射線科 吉澤 恵理子
14 内科（２） 中澤　英之 73 放射線科 深澤　歩
15 内科（２） 岡村　卓磨 74 放射線科 酒井　克也
16 内科（２） 伊藤　哲也 75 医学科　外科学（１） 小林　聡
17 内科（２） 妹尾　寧 76 外科（１） 清水　明
18 内科（２） 仁科 さやか 77 医学科　外科学（１） 大野　康成
19 内科（２） 渡邉　貴之 78 医学科　外科学（１） 宮川　雄輔
20 内科（２） 妹尾　紀子 79 外科（１） 北沢　将人
21 内科（２） 横田　有紀子 80 外科（１） 野竹　剛
22 内科（２） 大野　和幸 81 外科（１） 福島 健太郎
23 内科（２） 原　大地 82 外科（１） 増尾　仁志
24 内科（２） 山下　裕騎 83 外科（１） 山本　悠太
25 内科（２） 松澤　周治 84 外科（１） 江原　毅人
26 内科（2） 田中　友之 85 外科（１） 吉澤　隆裕
27 内科（2） 加古　里子 86 外科（１） 中村　聡
28 内科（２） 浅野　純平 87 外科（１） 竹内　大輔
29 内科（２） 杉浦　亜弓 88 外科（1） 清水　忠史
30 内科（２） 平山　敦大 89 外科（1） 片岡　将宏
31 内科（２） 北野 真希子 90 外科（２） 濱中　一敏
32 医学部保健学科検査技術科学 石田　文宏 91 外科（２） 金井　敏晴
33 肝疾患診療相談センター 松本　晶博 92 外科（２） 伊藤　勅子
34 内科（３） 江澤　直樹 93 外科（２） 吾妻　寛之
35 内科（３） 小玉　聡 94 心臓血管外科（２） 小松　正樹
36 内科（３） 野村　俊 95 外科（２） 家里　明日美
37 内科（３） 高松　良太 96 外科（２） 久米田　浩孝
38 内科（３） 中川　道隆 97 外科（２） 中村　大輔
39 糖尿病・内分泌代謝内科 大久保 洋輔 98 心臓血管外科（２） 町田　海
40 糖尿病・内分泌代謝内科 川田　伊織 99 外科（２） 大野　晃一
41 糖尿病・内分泌代謝内科 加藤　晃佑 100 外科（2） 池原　智彦
42 糖尿病・内分泌代謝内科 提坂　浩之 101 外科（2） 相馬　藍
43 糖尿病・内分泌代謝内科 北島　浩平 102 整形外科 傍島　淳
44 糖尿病・内分泌代謝内科 佐野　麻美 103 整形外科 髙沢　彰
45 精神科 髙橋　徹 104 整形外科 大島　諒士
46 医学科　精神医学 荻原　朋美 105 整形外科 小松　幸子
47 医学科　精神医学 矢﨑　健彦 106 整形外科 笹尾　真司
48 精神科 山田　佳幸 107 整形外科 田中　厚誌
49 精神科 中村　敏範 108 医学科　脳神経外科学 本郷　一博
50 精神科 高橋　由佳 109 脳神経外科 木内　貴史
51 精神科 田名部 はるか 110 脳神経外科 金谷　康平
52 精神科 鵜澤　正寛 111 脳神経外科 北村　聡
53 精神科 大屋　大 112 医学科　歯科口腔外科学 栗田　浩
54 小児科 中沢　洋三 113 特殊歯科・口腔外科 山田　慎一
55 小児科 稲葉　雄二 114 特殊歯科・口腔外科 鎌田　孝広
56 医学科　小児医学 田中　美幸 115 特殊歯科・口腔外科 近藤　英司
57 小児科 小森　一寿 116 特殊歯科・口腔外科 小山　吉人
58 小児科 佐渡　智光 117 特殊歯科・口腔外科 吉村　伸彦
59 小児科 齊藤　孝昌 118 特殊歯科・口腔外科 西牧　史洋
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119 特殊歯科・口腔外科 太田　亮輔 180 リハビリテーション部 岡本　正則
120 特殊歯科・口腔外科 中尾　祐仁 181 救急科 竹重 加奈子
121 医学科　泌尿器科学 石塚　修 182 救急科 中村　悠太
122 医学科　泌尿器科学 石川　雅邦 183 救急科 亀山　明子
123 泌尿器科 永井　崇 184 救急科 森　孝太郎
124 泌尿器科 道面　尚久 185 救急科 秋田　真代
125 泌尿器科 鈴木　尚徳 186 救急科 柴崎　美緒
126 泌尿器科 鈴木 都史郎 187 高度救命救急センター 西脇　渓
127 泌尿器科 齊藤　徹一 188 高度救命救急センター 原　悠太
128 泌尿器科 大門　裕典 189 総合診療科 関口　健二
129 泌尿器科 小川　典之 190 総合診療科 五味　志文
130 泌尿器科 松髙　淳 191 総合診療科 實近　百恵
131 眼科 星山　健 192 臨床検査部 小林　翔太
132 医学科　耳鼻咽喉科学 岩佐 陽一郎 193 輸血部 柳澤　龍
133 耳鼻いんこう科 杉山 健二郎 194 集中治療部 三田　篤義
134 耳鼻いんこう科 渡邊　築 195 集中治療部 清水　彩里
135 耳鼻いんこう科 佐藤　英子 196 集中治療部 大津　義徳
136 耳鼻いんこう科 内藤　武彦 197 内視鏡センター 北口　良晃
137 医学科　産科婦人科学 鹿島　大靖 198 医学部附属病院　医療情報部 濱野　英明
138 医学科　産科婦人科学 小原　久典 199 医療福祉支援センター　外科1 横山　隆秀
139 医学科　産科婦人科学 内川　順子 200 医学教育センター 清水　郁夫
140 産科婦人科 山田　靖 201 医学科　包括的がん治療学 小泉　知展
141 産科婦人科 安藤　大史 202 信州がんセンター 間宮　敬子
142 産科婦人科 樋口 正太郎 203 医学科　包括的がん治療学 関口　和
143 産科婦人科 布施谷 千穂 204 信州がんセンター 小林　孝至
144 産科婦人科 品川 真奈花 205 信州がんセンター 五味　大輔
145 産科婦人科 山中　桜 206 医学部附属病院　感染制御室 金井 信一郎
146 産科婦人科 藤森　美音 207 保健学科実践作業療法学 杉山　賜宏
147 産科婦人科 内山　夏紀 208 卒後臨床研修センター 増田　雄一
148 産科婦人科　 品川　光子 209 研修医　卒後臨床研修センター 宇田津 治彦
149 分娩部 井田　耕一 210 研修医　卒後臨床研修センター 森川　愛美
150 医学科　麻酔蘇生学 川眞田 樹人 211 研修医　卒後臨床研修センター 青村　大輝
151 医学科　麻酔蘇生学 田中　聡 212 研修医　卒後臨床研修センター 髙野　敬佑
152 医学科　麻酔蘇生学 杉山　由紀 213 研修医　卒後臨床研修センター 竹子　優歩
153 麻酔科蘇生科 坂本　明之 214 研修医　卒後臨床研修センター 賴母木 直樹
154 麻酔科蘇生科 井出　進 215 研修医　卒後臨床研修センター 長原 大二郎
155 麻酔科蘇生科 持留 真理子 216 研修医　卒後臨床研修センター 西川 真里奈
156 麻酔科蘇生科 吉山　勇樹 217 研修医　卒後臨床研修センター 古井　優
157 麻酔科蘇生科 塚原　嘉子 218 研修医　卒後臨床研修センター 宮下　尚輝
158 麻酔科蘇生科 今井　典子 219 研修医　卒後臨床研修センター 山家　公輔
159 麻酔科蘇生科 村上　育子 220 研修医　卒後臨床研修センター 山口　朋彦
160 麻酔科蘇生科 丸山　友紀 221 研修医　卒後臨床研修センター 若林　俊一
161 麻酔科蘇生科 田中　竜介 222 研修医　卒後臨床研修センター 佐々木 真弥
162 麻酔科蘇生科 清水 布実子 223 研修医　卒後臨床研修センター 市川　博子
163 麻酔科蘇生科 渡邉 奈津子 224 研修医　卒後臨床研修センター 遠藤　優希
164 麻酔科蘇生科 中澤　真奈 225 研修医　卒後臨床研修センター 岡田　恵実
165 麻酔科蘇生科 八塩　悠 226 研修医　卒後臨床研修センター 小池　幸恵
166 麻酔科蘇生科 賴母木 由子 227 研修医　卒後臨床研修センター 坂井　政之
167 麻酔科蘇生科 若林　諒 228 研修医　卒後臨床研修センター 坂口　典子
168 麻酔科蘇生科 相澤　仁志 229 研修医　卒後臨床研修センター 鈴木　智敬
169 麻酔科蘇生科 和泉　真 230 研修医　卒後臨床研修センター 成澤　望
170 麻酔科蘇生科 牧野　貴明 231 研修医　卒後臨床研修センター 信岡　賢彦
171 医学科　形成再建外科学 杠　俊介 232 研修医　卒後臨床研修センター 畑　宏樹
172 形成外科 星野　夕紀 233 研修医　卒後臨床研修センター 堀内 一太郎
173 形成外科 中嶋　優太 234 研修医　卒後臨床研修センター 前川 カルナ
174 循環器内科 小林　秀樹 235 研修医　卒後臨床研修センター 前角　悠介
175 循環器内科 能見　英智 236 研修医　卒後臨床研修センター 南澤　朋美
176 循環器内科 田中　気宇 237 研修医　卒後臨床研修センター 池田　有理
177 循環器内科 大熊 ゆか里 238 歯科研修医 櫻井　精斉
178 循環器内科 山本　勇輝 239 歯科研修医 窪田　昌平
179 リハビリテーション部 吉村　康夫 240 歯科研修医 川本 真貴子


