
教員 教授 平野 勝也 2014.4.1～

准教授 五十嵐　淳介 2002.6.1～2017.3.31

倉原　琳 2019.4.1～

助教 山下　哲生 2006.8.1～

助教 橋本　剛 2004.4.1～

研究員 研究員 平石 敬三 2019.10.1～2021.6.30

鶴留 奈津子 2023.4.1～

協力研究員 李　小東 2020.10.1～2021.3.31

客員研究員 平野　真弓 2021.4.1～

大学院生 2015.4入学 劉　文華 2015.4.1～2019.3.31

2021.4入学 李　小東（2020.10.1～2021.3.31協力研究員） 2021.4.1～

2022.4入学 李　高鵬 2022.4.1～

事務補佐員 事務補佐員（総務課所属） 高尾　亜由美 2014.4.1～2015.3.31, 2016.4.1～2020.3.31

事務補佐員（総務課所属） 谷本　喜久代 2015.4.20～2016.3.31

事務補佐員（総務課所属） 太田　真帆 2020.10.1～2022.01.31

事務補佐員（総務課所属） 濱田　ひとみ 2022.10.1～

事務補佐員（派遣職員） 田中 綾乃 2020.4.1～2020.7.31

事務補佐員（派遣職員） 長瀬 成美 2020.8.1～2020.9.30

事務補佐員（派遣職員） 木内 聡美 2022.4.18～2022.9.30

技術補佐員 皮膚科研究協力 小路　和代 2006.7.14～2017.3.31

皮膚科研究協力 加藤　梢 2015.5.16～2017.3.31

学部生 自主研究活動 岡本　隆司（H26課題実習・H29医学実習Ⅱ） 2014.4.1～2018.3.31

苅田　咲子（H27課題実習） 2015.4.1～2019.3.31

松本　感（H27課題実習） 2015.4.1～2019.3.31

小畑　孝文 2015.4.1～2016.3

國定　浩大（H28課題実習・R1医学実習Ⅱ） 2016.4.1～2020.3.31

小味　丈太郎（H27課題実習） 2016.5.1～2023.3.24 (2016.2.8～3.4)

守安　江梨伽（R1課題実習） 2019.2.22～2023.3.24

宮武　美咲（R1課題実習）（R4医学実習Ⅱ） 2019.6.7～2023.3.24

田部井　優真 2021.12.1～

峯瀬　智悠 2023.4.1～

教育 医学実習ⅡR5 林　拓人 2022.3.8～3.24

山下　由華 2022.3.8～3.24

医学実習ⅡR4 宮武　美咲（R1課題実習） 2022.3.7～2022.3.25

岡本　諭賢 2022.4.11～2022.4.29

医学実習ⅡR3 高濱　聖 2021.1.25～2021.2.12

四元　拓宏 2021.1.25～2021.2.12

宮田　侑典 2021.3.8～2021.3.26

中安　由茉 2021.5.31～2021.6.18

木村　優伽 2021.7.12～2021.7.30

増井　伸祥 2021.7.12～2021.7.30

医学実習ⅡR2 古川　琢斗 2020.2.17～2020.3.6

田原　幹之（H27早期医学実習Ⅰ・H28早期医学実習Ⅱ） 2020.6.22～2020.7.10

小田　楓太（H29課題実習） 2020.6.22～2020.7.10

医学実習ⅡH31/R1 谷本　幸奈 2019.1.14～2019.2.1

國定　浩大（H28課題実習） 2019.4.1～2019.4.19

守家　将平 2019.4.22～2019.5.10

医学実習ⅡH30 植田　真智 2018.5.21～2018.6.8

岡田　悠輝 2018.6.11～2018.6.29

医学実習ⅡH29 岡本　隆司（H26課題実習） 2017.4.24～5.19

医学実習ⅡH27 劒持　直也 2015.6.8～6.26

医学実習ⅡH26 向原　史晃 2014.5.19～6.6

医科学研究R4（旧課題実習） 飯田　太陽 2023.2.1～3.8

課題実習R3 島内　恵実 2022.1.26～3.2

須山　耀介 2022.1.26～3.2

林　拓登 2022.1.26～3.2

政永　千尋 2022.1.26～3.2

課題実習R2 田邉　絢（早期医学実習ⅠH30） 2021.1.27～3.3

中尾　航逸 2021.1.27～3.3

原　雅樹 2021.1.27～3.3

課題実習H31/R1 宮武　美咲 2020.2.3～2.28

守安　江梨伽 2020.2.3～2.28

課題実習H30 瀬戸　要 2019.2.4～3.1

中谷　光里 2019.2.4～3.1

課題実習H29 小田　楓太 2017.2.5～3.2

柏井　康彦 2017.2.5～3.2

課題実習H28 國定　浩大 2017.2.6～3.3

松本 莉香 2017.2.6～3.3

横山　誓也 2017.2.6～3.3

課題実習H27 苅田　咲子 2016.2.8～3.4

小味　丈太郎 2016.2.8～3.4

松本　感 2016.2.8～3.4

課題実習H26 岡本　隆司 2015.2.9～3.6

牛尾　友亮 2015.2.9～3.6

千葉　雄太 2015.2.9～3.6

早期医学実習ⅡR5 藤野 晃暉（R4早期医学実習I） 2023.4.7~7.14 (前期) (2022.10.5～2023.2.3)

山田 大貴（R4早期医学実習I） 2023.4.7~7.14 (前期) (2022.10.5～2023.2.3)

早期医学実習ⅡR4 島田 雄飛 2022.4.1-2023.2.2 (通年)

長崎 みなみ（R3早期医学実習I） 2022.4.1-2022.7.22 (前期)

宮下 祐実（R3早期医学実習I） 2022.4.1-2022.7.22 (前期)

早期医学実習ⅡR3 勝藤　鈴乃（R2早期医学実習I） 2021.4.2-2022.2.3(通年)

見辺　伊吹（R2早期医学実習I） 2021.4.2-2022.2.3(通年)

後藤　大希 2021.4.2-2022.7.16(前期)

早期医学実習ⅡR2 宮武 輝（H30早期医学実習Ⅰ） 2020.4.3-2020.7.17

栁橋 洋平 2020.4.3-2020.7.17

早期医学実習ⅡH31/R1 森　瑛莉子 2019.4.5～7.12

ホセイン　ムタサッディク（H30早期医学実習Ⅰ） 2019.4.5～7.12

早期医学実習ⅡH29 末澤　明（H28早期医学実習Ⅰ） 2017.4.7～7.14

早期医学実習ⅡH28 片山　大奨 2016.4.1～7.15

亀井　美里（H27早期医学実習Ⅰ） 2016.4.1～7.15

田原　幹之（H27早期医学実習Ⅰ） 2016.4.1～7.15

早期医学実習ⅠR4 関 日向子 2022.10.5～2023.2.3

藤野 晃暉 2022.10.5～2023.2.3

山田 大貴 2022.10.5～2023.2.3

早期医学実習ⅠR3 長崎 みなみ 2021.10.6～2022.2.4

森 美悠 2021.10.6～2022.2.4

安部 空河 2021.10.6～2022.2.4

堀内 悠暉 2021.10.6～2022.2.4

宮下 祐実 2021.10.6～2022.2.4

早期医学実習ⅠR2 勝藤　鈴乃 2020.10.7～2021.2.10

見辺　伊吹 2020.10.7～2021.2.10

中所　美沙子 2020.10.7～2021.2.10

早期医学実習ⅠH31/R1 宮武 輝 2019.10.8-2020.2.4

脇坂 誠也 2019.10.8-2020.2.4

早期医学実習ⅠH30 田邉　絢 2018.10.5～2019.2.5

ホセイン　ムタサッディク 2018.10.5～2019.2.5

早期医学実習ⅠH28 末澤　明 2016.10.4～2017.2.7

早期医学実習ⅠH27 亀井　美里 2015.10.2～2016.2.9

田原　幹之 2015.10.2～2016.2.9

その他 ブルネイダルサラーム大学生 Danial Adri Yasmin Bin Abdul Rahim 2023.1.10～4.16

スロバキア短期滞在 Barbara Szeiffová Bačová 2022.10.17～10.28

Matúš Sykora 2022.10.17～10.28

ブルネイダルサラーム大学生 Siti Ella Kholilah Binti Mudim Haji Matassim 2018.8.20～11.22

ボストン大学短期交流学生 Mechelle Shimizu 2017.5.22～5.30
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