
医歯薬学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
神戸薬科大学・薬学部・教授 内藤　猛章
千葉大学・薬学研究院・教授 石川　勉
京都大学・化学研究所・教授 二木　史朗
東京大学・薬学系研究科・教授 大和田　智彦
東京理科大学・薬学部・教授 小林　進
北海道大学・薬学研究院・教授 橋本　俊一
九州大学・薬学研究院・助教授 田中　正一
理化学研究所・眞鍋独立主幹研究ユニット・独立主幹研究員 眞鍋　敬
国立医薬品食品衛生研究所・有機化学部・室長 福原　潔
北里大学・科学研究所感染制御科学府・教授 砂塚　敏明
東北薬科大学・薬学部・教授 加藤　正
金沢大学・自然科学研究科・教授 向　智里
千葉大学・薬学研究院・教授 根矢　三郎
東北大学・薬学研究科・教授 竹内　英夫
金沢大学・自然科学研究科・教授 島田　和武
松山大学・薬学部・教授 葛谷　昌之
北海道大学・薬学研究院・教授 三浦　敏明
静岡県立大学・薬学部・教授 藤井　敏
大阪大学・薬学研究科・助教授 前田　初男
東京大学・薬学系研究科・助教授 川原　茂敬
福岡大学・薬学部・教授 山口　政俊
京都大学・薬学研究科・教授 松崎　勝巳
東北大学・薬学研究科・助教授 眞野　成康
九州大学・薬学研究院・教授 財津　潔
名古屋市立大学・薬学研究科・教授 小野嵜　菊夫
北海道大学・薬学研究院・教授 南　雅文
近畿大学・薬学部・教授 杉浦　麗子
東京大学・薬学系研究科・教授 一條　秀憲
京都大学・薬学研究科・教授 金子　周司
東北大学・薬学研究科・教授 榎本　武美
大阪大学・薬学研究科・教授 土井　健史
東京薬科大学・薬学部・教授 野水 基義

化学系薬学

物理系薬学

6801

6802

東京薬科大学 薬学部 教授 野水　基義
東京都臨床医学総合研究所・カルパインプロジェクト・プロジェクトリーダー 反町　洋之
北里大学・北里生命科学研究所・教授 森川　裕子
熊本大学・医学薬学研究部・教授 甲斐　広文
筑波大学・生命環境科学研究科・教授 柳澤　純
北海道大学・薬学研究院・教授 松田　正
名古屋大学・理学研究科・教授 澤田　均
東京医科歯科大学・難治疾患研究所・教授 仁科　博史
東京理科大学・薬学部・教授 田沼　靖一
九州大学・薬学研究院・教授 黒瀬　等
京都薬科大学・薬学部・教授 後藤　直正
東北薬科大学・薬学部・教授 高畑　廣紀
北海道大学・薬学研究院・教授 周東　智
千葉大学・薬学研究院・教授 高山　廣光
大阪大学・薬学研究科・教授 村上　啓寿
東京大学・薬学系研究科・教授 長野　哲雄
星薬科大学・薬学部・教授 本多　利雄
千葉大学・薬学研究院・助教授 小椋　康光
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 樋口　富彦
東京薬科大学・薬学部・教授 別府　正敏
大阪大学・薬学研究科・教授 平田　收正
国立医薬品食品衛生研究所・機能生化学部・室長 手島　玲子
同志社女子大学・薬学部・教授 木津　良一
京都大学・薬学研究科・教授 高倉　喜信
熊本大学・医学部附属病院・教授 齋藤　秀之
東北大学・薬学研究科・教授 寺崎　哲也
九州大学・薬学研究院・教授 大戸　茂弘
北海道大学・薬学研究院・教授 井関　健
東京大学・情報学環・教授 澤田　康文
共立薬科大学・薬学部・教授 杉本　芳一
大阪大学・薬学研究科・教授 中川　晋作
東北大学・大学病院・講師 阿部　高明
信州大学・医学部附属病院・教授 大森　栄
東京理科大学・薬学部・教授 玉井　郁巳
金沢大学・薬学部・教授 横井　毅
東京大学・医学部附属病院・教授 鈴木　洋史
九州大学・薬学研究院・助教授 家入　一郎
富山大学・医学薬学研究部・教授 細谷 健一

生物系薬学

創薬科学

環境系薬学

医療系薬学

6803

6804

6805

6806

薬学

富山大学 医学薬学研究部 教授 細谷　健
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分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
北海道大学・医学研究科・教授 岩永　敏彦
神戸大学・医学系研究科・教授 寺島　俊雄
藍野大学・医療保健学部・教授 井出　千束
九州大学・医学研究院・教授 小坂　俊夫
東京女子医科大学・医学部・教授 佐々木　宏
滋賀医科大学・分子神経科学研究センター・教授 木村　宏
岩手医科大学・医学部・教授 遠山　稿二郎
千葉大学・医学研究院・教授 年森　清隆
九州大学・医学部・教授 小坂　克子
群馬大学・生体調節研究所・教授 原田　彰宏
北海道大学・医学研究科・教授 渡辺　雅彦
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・助手 井関　祥子
高知大学・医学部・教授 由利　和也
慶應義塾大学・医学部・教授 相磯　貞和
富山大学・医学薬学研究部・教授 大谷　修
兵庫医科大学・医学部・教授 野口　光一
佐賀大学・医学部・教授 増子　貞彦
香川大学・医学部・教授 竹内　義喜
大阪大学・医学系研究科・教授 倉智　嘉久
群馬大学・理事 小澤　瀞司
高知大学・医学部・教授 椛　秀人
順天堂大学・医学部・教授 岡田　隆夫
岡山大学・医歯薬学総合研究科・助教授 富澤　一仁
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 吉田　薫
京都府立医科大学・医学研究科・教授 丸中　良典
昭和大学・医学部・教授 本間　生夫
生理学研究所・分子生理研究系・教授 久保　義弘
理化学研究所・脳科学総合研究センター・研究員 荒田　晶子
東京慈恵会医科大学・医学部・教授 加藤　総夫
浜松医科大学・医学部・教授 福田　敦夫
生理学研究所・発達生理学研究系・教授 箕越　靖彦
北海道大学・医学研究科・助教授 本間 さと

解剖学一般
（含組織学・発生学）

生理学一般

環境生理学

6901

6902

北海道大学 医学研究科 助教授 本間　さと
埼玉医科大学・国際交流センター・センター長 野村　正彦
岐阜大学・医学系研究科・教授 松岡　敏男
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 照井　直人
和歌山県立医科大学・医学部・教授 前田　正信
福井大学・医学部・教授 村松　郁延
福島県立医科大学・医学部・教授 木村　純子
新潟大学・医歯学総合研究科・教授 樋口　宗史
東京大学・医科学研究所・教授 高津　聖志
東北大学・医学系研究科・教授 谷内　一彦
京都大学・薬学研究科・教授 赤池　昭紀
浜松医科大学・医学部・教授 梅村　和夫
東北大学・薬学研究科・助教授 大槻　純男
日本薬科大学・薬学部・教授 渡邉　泰雄
三重大学・医学系研究科・教授 田中　利男
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 丹羽　正美
九州大学・大学病院・教授 大石　了三
山口大学・医学系研究科・教授 乾　誠
広島大学・原爆放射線医科学研究所・教授 瀧原　義宏
群馬大学・生体調節研究所・教授 的崎　尚
東京大学・先端科学技術研究センター・教授 児玉　龍彦
早稲田大学・理工学術院・教授 柴田　重信
川崎医科大学・医学部・教授 大熊　誠太郎
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 宮田　篤郎
大阪大学・生命機能研究科・教授 仲野　徹
九州大学・歯学研究院・教授 平田　雅人
京都大学・薬学研究科・教授 竹島　浩
東邦大学・医学部・助教授 赤羽　悟美
東京大学・薬学研究科・講師 山田　麻紀
杏林大学・医学部・教授 金井　好克
（財）癌研究会・癌研究所・所長 野田　哲生
京都大学・医学研究科・教授 野田　亮
新潟大学・脳研究所・教授 那波　宏之
東北大学・先進医工学研究機構・教授 豊岡　照彦
北海道大学・遺伝子病制御研究所・教授 野口　昌幸
東京医科歯科大学・難治疾患研究所・教授 清水　重臣
北海道大学・遺伝子病制御研究所・教授 畠山　昌則
東京大学・分子細胞生物学研究所・教授 秋山 徹

環境生理学
（含体力医学・
栄養生理学）

薬理学一般

医化学一般

病態医化学

6903

6904

6905

6906

基礎医学

東京大学 分子細胞生物学研究所 教授 秋山　徹
京都大学・生命科学研究科・教授 垣塚　彰
高知大学・医学部・教授 麻生　悌二郎
富山大学・理工学研究部・教授 磯部　正治
名古屋大学・医学系研究科・教授 門松　健治
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長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 新川　詔夫
鹿児島大学・医歯学総合研究科・助教授 小林　圭子
大阪大学・生命機能研究科・教授 田中　亀代次
東北大学・医学系研究科・教授 松原　洋一
国立循環器病センター研究所・バイオサイエンス部・部長 森崎　隆幸
浜松医科大学・光量子医学研究センター・教授 蓑島　伸生
岩手医科大学・医学部・教授 澤井　高志
金沢大学・医学系研究科・教授 中沼　安二
産業医科大学・医学部・教授 橋本　洋
埼玉医科大学・医学部・教授 廣瀬　隆則
大阪市立大学・医学研究科・教授 上田　真喜子
北里大学・医学部・教授 岡安　勲
慶應義塾大学・医学部・教授 坂元　亨宇
鹿児島大学・医歯学総合研究科・講師 蓮井　和久
福岡大学・医学部・教授 岩崎　宏
慶應義塾大学・医学部・教授 岡田　保典
新潟大学・医歯学総合研究科・教授 内藤　眞
杏林大学・医学部・教授 藤岡　保範
京都大学・医学研究科・教授 松田　道行
富山大学・医学薬学研究部・教授 笹原　正清
兵庫医科大学・医学部・教授 寺田　信行
横浜市立大学・医学系研究科・教授 青木　一郎
東北大学・医学系研究科・教授 堀井　明
旭川医科大学・医学部・教授 小川　勝洋
国立がんセンター（研究所及び東病院臨床開発センター)・部長 金井　弥栄
東北大学・医学系研究科・教授 小野　栄夫
順天堂大学・医学部・教授 樋野　興夫
大阪府立成人病センター・研究所・総括研究員 西澤　恭子
福井大学・医学部・教授 内木　宏延
浜松医科大学・医学部・教授 筒井　祥博
京都府立医科大学・医学研究科・教授 有薗　直樹
大阪大学・微生物病研究所・教授 堀井 俊宏

人類遺伝学

人体病理学

実験病理学

6907

6908

6909

大阪大学 微生物病研究所 教授 堀井　俊宏
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 綿矢　有佑
九州大学・医学研究院・教授 姫野　國祐
三重大学・医学系研究科・教授 鎮西　康雄
長崎大学・熱帯医学研究所・教授 平山　謙二
順天堂大学・医学部・教授 平松　啓一
千葉大学・薬学研究院・教授 山本　友子
九州大学・生体防御医学研究所・教授 吉開　泰信
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 小熊　惠二
日本大学・総合科学研究科・教授 浜田　茂幸
東京大学・医科学研究所・教授 笹川　千尋
東邦大学・医学部・教授 村井　貞子
九州大学・医学研究院・教授 吉田　真一
岐阜大学・医学研究科・教授 江崎　孝行
横浜市立大学・医学研究科・教授 奥田　研爾
国立国際医療センター研究所・感染症制御研究部・部長 切替　照雄
徳島文理大学・薬学部・教授 櫻井　純
北海道大学・遺伝子病制御研究所・教授 志田　壽利
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 片峰　茂
東京大学・医科学研究所・助教授 川口　寧
熊本大学・エイズ学研究センター・教授 滝口　雅文
京都大学・ウイルス研究所・教授 藤田　尚志
大阪大学・微生物病研究所・教授 生田　和良
京都大学・生命科学研究科・教授 米原　伸
大阪大学・生命機能研究科・教授 平野　俊夫
理化学研究所・免疫・アレルギー科学総合研究センター・チームリーダー 久保　允人
国立精神･神経センター・神経研究所免疫研究部・室長 三宅　幸子
徳島大学・分子酵素学研究センター・教授 松本　満
愛媛大学・医学系研究科・教授 浅野　喜博
九州大学・生体防御医学研究所・教授 竹田　潔
東京大学・医科学研究所・教授 井上　純一郎
京都大学・再生医科学研究所・教授 長澤　丘司
金沢大学・がん研究所・教授 向田　直史
国立国際医療センター研究所・消化器疾患研究部・室長 反町　典子
理化学研究所・免疫・アレルギー科学総合研究センター・チームリーダー 改正　恒康
京都大学・医学研究科・教授 平出　敦
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 田宮　菜奈子
東北大学・医学系研究科・教授 濃沼 信夫

ウイルス学

免疫学

療社会学

寄生虫学
（含衛生動物学）

細菌学（含真菌学）

6910

6911

6912

6913

基礎医学

境界 学 東北大学 医学系研究科 教授 濃沼　信夫
福岡大学・医学部・教授 畝　博
新潟大学・医歯学総合病院・教授 赤澤　宏平
東京医科大学・医学部・教授 大滝　純司

医療社会学 7001境界医学
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分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
聖マリアンナ医科大学・医学部・教授 小林　真一
京都大学・薬学研究科・教授 佐治　英郎
新潟薬科大学・薬学部・学部長 長友　孝文
大分大学・医学部・教授 大橋　京一
東邦大学・医学部・教授 川合　眞一
共立薬科大学・薬学部・教授 中島　恵美
名古屋大学・医学系研究科・教授 高橋　隆
大阪大学・医学系研究科・教授 岩谷　良則
杏林大学・医学部・教授 渡邊　卓
東京大学・医学教育国際協力研究センター・教授 北村　聖
熊本大学・教授 安東　由喜雄
慶應義塾大学・医学部・教授 村田　満
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 熊谷　嘉人
東京大学・医学系研究科・教授 遠山　千春
京都大学・工学研究科・教授 内山　巌雄
兵庫医科大学・医学部・教授 島　正之
札幌医科大学・医学部・教授 森　満
愛知医科大学・医学部・教授 小林　章雄
金沢大学・医学系研究科・教授 西條　清史
東京大学・医学系研究科・教授 渡辺　知保
九州大学・医学研究院・講師 清原　千香子
鹿児島大学・医歯薬学総合研究科・教授 竹内　亨
国立環境研究所・環境リスク研究センター・副センター長 米元　純三
新潟大学・医歯学総合研究科・教授 山本　正治
自治医科大学・地域医療学センター・教授 中村　好一
北海道大学・医学研究科・教授 藤田　博美
秋田大学・医学部・教授 村田　勝敬
国立環境研究所・環境リスク研究センター・室長 藤巻　秀和
岐阜大学・医学系研究科・教授 永田　知里
佐賀大学・医学部・教授 田中　恵太郎
（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団・東京都老人総合研究所・研究部長 新開　省二
京都大学・医学研究科・教授 中山 健夫

公衆衛生学・健康科学

応用病理学

病態検査学

衛生学

7002

7003

7101

7102社会医学

境界医学

京都大学 医学研究科 教授 中山　健夫
産業医科大学・産業生態科学研究所・教授 高橋　謙
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 本田　靖
川崎医科大学・医学部・教授 大槻　剛巳
名古屋大学・医学部・教授 榊原　久孝
大阪大学・医学系研究科・教授 的場　梁次
東北大学・医学系研究科・教授 舟山　眞人
京都大学・医学研究科・教授 玉木　敬二
佐賀大学・医学部・教授 木林　和彦
名古屋大学・医学系研究科・助教授 山本　敏充
久留米大学・医学部・教授 神田　芳郎
九州大学・医学研究院・講師 工藤　恵子
昭和大学・医学部・教授 有賀　徹
岡山大学・医歯薬学総合研究科・助教授 宮石　智
慶應義塾大学・医学部・教授 藤田　眞幸
大阪市立大学・医学研究科・教授 前田　均
東京医科歯科大学・難治疾患研究所・教授 山上　皓
京都大学・医学研究科・講師 森本　剛
大阪市立大学・医学研究科・助教授 井上　幸紀
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 乾　明夫
奈良県立医科大学・医学部・教授 中村　忍
久留米大学・医学部・教授 前田　久雄
九州大学・医学研究院・教授 久保　千春

法医学

内科学一般
（含心身医学）

7103

7201内科系臨床医学



医歯薬学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
産業医科大学・医学部・教授 大槻　眞
札幌医科大学・医学部・教授 新津　洋司郎
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 坪内　博仁
島根大学・医学部・教授 木下　芳一
自治医科大学・医学部・教授 菅野　健太郎
金沢大学・医学系研究科・教授 金子　周一
札幌医科大学・医学部・助教授 加藤　淳二
山梨大学・医学部・教授 榎本　信幸
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 伊東　進
岩手医科大学・医学部・教授 鈴木　一幸
愛媛大学・医学系研究科・教授 恩地　森一
北海道大学・医学研究科・教授 浅香　正博
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 六反　一仁
東北大学・医学系研究科・助教授 木内　喜孝
聖マリアンナ医科大学・医学部・教授 伊東　文生
佐賀大学・医学部・教授 藤本　一眞
神戸大学・医学部・教授 東　健
国立国際医療センター研究所・消化器疾患研究部・部長 土肥　多惠子
帝京大学・医学部・教授 滝川　一
久留米大学・医学部・教授 佐田　通夫
大阪大学・医学系研究科・助教授 竹原　徹郎
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 茶山　一彰
信州大学・環境安全センター・教授 川　茂幸
東京大学・医学系研究科・教授 小池　和彦
信州大学・医学研究科・教授 池田　宇一
九州大学・医学研究院・教授 砂川　賢二
東京大学・医学系研究科・教授 永井　良三
東北大学・医学系研究科・教授 下川　宏明
京都府立医科大学・医学研究科・教授 松原　弘明
横浜市立大学・医学研究科・教授 石川　義弘
東海大学・医学部・教授 中澤　博江
北海道大学・医学研究科・教授 筒井 裕之

消化器内科学 7202

北海道大学 医学研究科 教授 筒井　裕之
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 磯部　光章
群馬大学・医学系研究科・教授 倉林　正彦
愛媛大学・医学系研究科・教授 堀内　正嗣
北海道大学・医学研究科・教授 三輪　聡一
秋田大学・医学部・教授 伊藤　宏
東海大学・医学部・助教授 後藤　信哉
山口大学・医学部・助教授 青木　浩樹
産業医科大学・医学部・助教授 筒井　正人
大阪市立大学・医学研究科・教授 葭山　稔
東京女子医科大学・医学研究科・主任教授 笠貫　宏
京都大学・再生医科学研究所・助教授 山下　潤
弘前大学・医学部・教授 奥村　謙
慶應義塾大学・医学部・講師 佐野　元昭
国立循環器病センター研究所・循環器形態部・部長 望月　直樹
大阪大学・保健センター・助教授 瀧原　圭子
東京大学・医学部附属病院・寄付講座教員 佐田　政隆
京都大学・医学研究科・教授 三嶋　理晃
順天堂大学・医学部・客員教授 福地　義之助
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 河野　修興
九州大学・医学研究院・教授 中西　洋一
秋田大学・医学部・教授 茆原　順一
慶應義塾大学・医学部・教授 石坂　彰敏
埼玉医科大学・医学部・教授 萩原　弘一
大阪大学・医学系研究科・教授 川瀬　一郎
帝京大学・医学部・教授 滝澤　始
東北大学・医学系研究科・教授 西條　康夫
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 曽根　三郎
新潟大学・医歯学総合病院・教授 中田　光
東京女子医科大学・医学部・講師 近藤　光子
日本医科大学・医学研究科・教授 福田　悠
金沢大学・医学系研究科・助教授 藤村　政樹
愛知医科大学・医学部・教授 山口　悦郎
大分大学・医学部・教授 門田　淳一
北海道大学・大学病院・講師 別役　智子
昭和大学・医学部・教授 二木　芳人

循環器内科学

呼吸器内科学

7203

7204

内科系臨床医学



医歯薬学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
旭川医科大学・医学部・教授 羽田　勝計
浜松医科大学・医学部・教授 菱田　明
東海大学・医学部・教授 市川　家國
熊本大学・医学薬学研究部・教授 冨田　公夫
新潟大学・医歯学総合研究科・教授 追手　巍
埼玉医科大学・医学部・教授 鈴木　洋通
福岡大学・医学部・教授 斉藤　喬雄
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 槇野　博史
順天堂大学・医学部・医学部長 富野　康日己
東海大学・医学部・教授 宮田　敏男
東京女子医科大学・医学部・教授 秋葉　隆
山梨大学・医学工学総合研究部・教授 北村　正敬
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 田口　尚
慶應義塾大学・医学部・助教授 林　松彦
東京大学・医学系研究科・教授 五十嵐　隆
北海道大学・大学病院・講師 望月　俊雄
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・助教授 寺田　典生
東海大学・総合医学研究所・助教授 稲城　玲子
東京医科歯科大学・難治疾患研究所・教授 岡澤　均
三重大学・医学系研究科・教授 葛原　茂樹
順天堂大学・医学部・教授 服部　信孝
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 納　光弘
旭川医科大学・医学部・教授 田中　達也
名古屋大学・医学系研究科・教授 祖父江　元
理化学研究所・脳科学総合研究センター・グループディレクター 貫名　信行
東京女子医科大学・医学部・主任教授 大澤　真木子
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 水澤　英洋
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 阿部　康二
京都大学・医学研究科・教授 高橋　良輔
国立精神・神経センター・神経研究所・部長 山村　隆
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 大塚　頌子
弘前大学・医学部・教授 若林 孝一

内科系臨床医学

腎臓内科学

神経内科学

7205

7206

弘前大学 医学部 教授 若林　孝
福岡大学・医学部・教授 廣瀬　伸一
帝京大学・医学部・教授 清水　輝夫
熊本大学・医学薬学研究部・教授 内野　誠
弘前大学・医学部・教授 東海林　幹夫
名古屋市立大学・医学研究科・教授 横山　信治
滋賀医科大学・医学部・教授 柏木　厚典
群馬大学・生体調節研究所・所長 小島　至
宮崎大学・医学部・教授 中里　雅光
熊本大学・医学薬学研究部・教授 荒木　栄一
慶應義塾大学・医学部・教授 伊藤　裕
九州大学・医学部・教授 永淵　正法
山口大学・医学系研究科・教授 谷澤　幸生
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 平田　結喜緒
横浜市立大学・医学研究科・教授 寺内　康夫
京都府立医科大学・医学研究科・教授 矢部　千尋
東北大学・医学研究科・助教授 鈴木　進
富山大学・医学薬学研究部・教授 笹岡　利安
日本医科大学・医学部・教授 及川　眞一
東京慈恵会医科大学・医学部・教授 田嶼　尚子
京都大学・医学研究科・教授 稲垣　暢也
東京女子医科大学・糖尿病センター・センター長 岩本　安彦
藤田保健衛生大学・医学部・教授 松本　慎一
愛媛大学・医学系研究科・助教授 大澤　春彦
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 松本　俊夫
名古屋大学・環境医学研究所・教授 妹尾　久雄
弘前大学・医学部・教授 須田　俊宏
京都大学・医学研究科・教授 中尾　一和
九州大学・医学研究院・教授 高柳　涼一
東京女子医科大学・医学部・教授 肥塚　直美

代謝学

内分泌学

7207

7208



医歯薬学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東京大学・医科学研究所・教授 北村　俊雄
慶應義塾大学・医学部・教授 須田　年生
金沢大学・医学系研究科・教授 中尾　眞二
九州大学・医学研究院・教授 原田　実根
大阪大学・医学系研究科・教授 金倉　譲
名古屋大学・医学系研究科・教授 直江　知樹
東京大学・医科学研究所・助手 大津　真
近畿大学・医学部・教授 松尾　理
関西医科大学・医学研究科・教授 薗田　精昭
愛媛大学・医学系研究科・教授 安川　正貴
京都府立医科大学・医学研究科・教授 谷脇　雅史
国立循環器病センター研究所・病因部・部長 宮田　敏行
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 丸山　征郎
獨協医科大学・医学部・教授 三谷　絹子
千葉大学・医学研究院・教授 岩間　厚志
山形大学・医学部・教授 一瀬　白帝
東北大学・先進医工学研究機構・助教授 峯岸　直子
広島大学・原爆放射線医科学研究所・教授 稲葉　俊哉
東京大学・医科学研究所・教授 森本　幾夫
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 江口　勝美
北海道大学・医学研究科・教授 小池　隆夫
京都大学・医学研究科・教授 三森　経世
東邦大学・医学部・助教授 舘田　一博
福井大学・医学部・教授 眞弓　光文
東京医科歯科大学・医学部附属病院・助教授 針谷　正祥
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 上平　憲
獨協医科大学・医学部・教授 福田　健
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 住田　孝之
群馬大学・医学部・教授 土橋　邦生
金沢医科大学・医学部・教授 梅原　久範
神戸大学・医学系研究科・教授 松尾　雅文
弘前大学・医学部・教授 伊藤 悦朗

血液内科学

膠原病・アレルギー・
感染症内科学

7209

7210

弘前大学 医学部 教授 伊藤　悦朗
旭川医科大学・医学部・教授 藤枝　憲二
東京女子医科大学・名誉教授 中澤　誠
東北大学・医学系研究科・教授 土屋　滋
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 森島　恒雄
国立精神・神経センター・神経研究所・部長 後藤　雄一
東北大学・医学研究科・助教授 久間木　悟
東京大学・医科学研究所・助教授 辻　浩一郎
藤田保健衛生大学・総合医科学研究所・教授 倉橋　浩樹
東北大学・医学系研究科・助教授 石井　直人
（財）東京都医学研究機構・東京都精神医学総合研究所・副参事研究員(チームリーダー） 星　詳子
鳥取大学・医学部・教授 大野　耕策
新潟大学・医歯学系・教授 内山　聖
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 須磨崎　亮
埼玉医科大学・医学部・助教授 大竹　明
富山大学・医学部・助教授 市田　蕗子
鳥取大学・医学部・助教授 前垣　義弘
山梨大学・医学部・助教授 杉田　完爾
杏林大学・医学部・助教授 楊　國昌
京都大学・医学研究科・助教授 平家　俊男
三重大学・医学部・教授 佐川　典正
名古屋市立大学・医学研究科・教授 戸苅　創
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 福井　義浩
兵庫医科大学・医学部・教授 太城　力良
島根大学・医学部・教授 山口　清次
京都府立医科大学・医学研究科・助教授 伊東　恭子
杏林大学・医学部・教授 塩原　哲夫
千葉大学・名誉教授 新海　浤
慶應義塾大学・医学部・教授 天谷　雅行
北海道大学・医学研究科・教授 清水　宏
日本医科大学・医学研究科・教授 百束　比古
名古屋大学・医学系研究科・教授 富田　靖
京都大学・医学研究科・教授 宮地　良樹
金沢大学・医学系研究科・教授 竹原　和彦
佐賀大学・医学部・教授 成澤　寛
浜松医科大学・医学部・教授 瀧川　雅浩
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 岩月　啓氏
京都府立医科大学・医学研究科・教授 岸本 三郎

内科系臨床医学

小児科学

胎児・新生児医学

皮膚科学

7211

7212

7213

京都府立医科大学 医学研究科 教授 岸本　三郎
産業医科大学・医学部・教授 戸倉　新樹
秋田大学・医学部・教授 真鍋　求
東京大学・医学系研究科・助教授 菊池　かな子
名古屋市立大学・医学研究科・教授 森田　明理
北海道大学・大学病院・講師 秋山　真志
藤田保健衛生大学・医学部・教授 松永　佳世子



医歯薬学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 佐野　輝
理化学研究所・脳科学総合研究センター・チームリーダー 吉川　武男
札幌医科大学・医学部・教授 齋藤　利和
浜松医科大学・医学部・教授 森　則夫
弘前大学・医学部附属病院・講師 岡田　元宏
日本大学・医学部・客員教授 小島　卓也
群馬大学・医学系研究科・教授 三國　雅彦
（財）東京都医学研究機構・東京都精神医学総合研究所・客員研究員 岡崎　祐士
横浜市立大学・医学研究科・教授 平安　良雄
東京医科大学・医学部・主任教授 飯森　真喜雄
滋賀医科大学・医学部・教授 大川　匡子
自治医科大学・医学部・教授 桃井　真里子
弘前大学・医学部・講師 古郡　規雄
九州保健福祉大学・社会福祉学部・教授 鶴　紀子
島根大学・医学部・教授 堀口　淳
獨協医科大学・医学部・教授 下田　和孝
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 小澤　寛樹
京都大学・医学研究科・教授 林　拓二
放射線医学総合研究所・分子イメージング研究センター・センター長 菅野　巖
東北大学・サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター・教授 岩田　錬
大阪大学・医学系研究科・教授 畑澤　順
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 中條　政敬
群馬大学・医学系研究科・教授 中野　隆史
神戸大学・医学系研究科・教授 杉村　和朗
東北大学・サイクロトロン･ラジオアイソトープセンター・教授 伊藤　正敏
福井大学・高エネルギー医学研究センター・教授･センター長 藤林　康久
京都大学・医学研究科・教授 富樫　かおり
北海道大学・医学研究科・教授 玉木　長良
京都大学・医学研究科・教授 平岡　眞寛
大阪医科大学・医学部・助教授 宮武　伸一
（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団・東京都老人総合研究所・研究副部長 石渡　喜一
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 南 学

内科系臨床医学

精神神経科学

放射線科学

7214

7215
筑波大学 人間総合科学研究科 教授 南　学
琉球大学・医学部・教授 村山　貞之
放射線医学総合研究所・分子イメージングセンター・チームリーダー 池平　博夫
（財）先端医療振興財団・先端医療センター研究所・副所長 千田　道雄
岩手医科大学・医学部・教授 江原　茂
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 松村　明
京都大学・医学研究科・助教授 永田　靖
奈良県立医科大学・医学部・教授 長谷川　正俊
茨城県立医療大学・保健医療学部・教授 窪田　宜夫
北里大学・医学部・教授 早川　和重
関西医科大学・医学部・助教授 播磨　洋子
（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団・東京都老人総合研究所・研究員 織田　圭一
福島県立医科大学・医学部・助教授 寺島　雅典
北海道大学・医学研究科・教授 近藤　哲
慶應義塾大学・医学部・助教授 上田　政和
自治医科大学・医学部・教授 永井　秀雄
東京大学・医科学研究所・教授 田原　秀晃
帝京大学・医学部・教授 渡邉　聡明
奈良県立医科大学・医学部・教授 中島　祥介
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 榊原　謙
横浜市立大学・医学研究科・教授 谷口　英樹
群馬大学・理事 森下　靖雄
名古屋市立大学・医学研究科・教授 藤井　義敬
東京大学・医学系研究科・教授 名川　弘一
京都大学・医学研究科・講師 土井　隆一郎
名古屋大学・医学系研究科・教授 古森　公浩
東京大学・医学系研究科・助教授 菅原　寧彦
九州大学・医学研究院・教授 片野　光男
東京医科歯科大学・情報処理センター・特任助教授 田中　真二
東北大学・医学系研究科・教授 大内　憲明

外科系臨床医学 外科学一般 7301



医歯薬学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
千葉大学・医学研究院・教授 宮崎　勝
名古屋大学・医学系研究科・教授 中尾　昭公
大分大学・医学部・教授 北野　正剛
日本医科大学・医学研究科・教授 田尻　孝
兵庫医科大学・医学部・講師 嶋田　裕
東京大学・医学部附属病院・教授 幕内　雅敏
（財）田附興風会医学研究所・北野病院消化器センター・上部消化管領域部長 金井　陸行
福井大学・医学部・助教授 片山　寛次
京都大学・医学研究科・教授 上本　伸二
日本医科大学・医学部・助手 松谷　毅
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 有井　滋樹
北海道大学・医学研究科・教授 古川　博之
金沢大学・がん研究所・教授 源　利成
群馬大学・医学系研究科・助教授 浅尾　高行
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・助教授 植竹　宏之
近畿大学・医学部・教授 塩崎　均
京都府立医科大学・医学研究科・講師 大辻　英吾
（財）癌研究会有明病院・消化器外科・医員 比企　直樹
新潟大学・医歯学系・教授 畠山　勝義
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・助教授 寺本　研一
兵庫医科大学・医学部・教授 藤元　治朗
東京大学・医学系研究科・助教授 國土　典宏
佐賀大学・医学部・教授 宮崎　耕治
福島県立医科大学・医学部・教授 後藤　満一
秋田大学・医学部・教授 山本　文雄
東北大学・加齢医学研究所・教授 近藤　丘
（財）田附興風会医学研究所・第５研究部・部長 三宅　正幸
旭川医科大学・医学部・教授 笹嶋　唯博
東京女子医科大学・医学部・教授 黒澤　博身
山口大学・医学系研究科・教授 濱野　公一
大阪大学・医学系研究科・教授 澤　芳樹
佐賀大学・医学部・教授 伊藤 翼

外科系臨床医学

消化器外科学 7302

佐賀大学 医学部 教授 伊藤　翼
信州大学・医学部・教授 天野　純
岩手医科大学・医学部・教授 谷田　達男
近畿大学・医学部・教授 佐賀　俊彦
産業医科大学・医学部・助教授 杉尾　賢二
福井大学・医学部・教授 田中　國義
香川大学・医学部・教授 横見瀬　裕保
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 永安　武
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・助教授 田中　啓之
京都大学・医学研究科・教授 和田　洋巳
愛媛大学・医学部・助教授 今川　弘
奈良県立医科大学・医学部・教授 榊　寿右
慶應義塾大学・医学部・教授 河瀬　斌
東京大学・医学系研究科・教授 齊藤　延人
東京慈恵会医科大学・医学部・教授 大井　靜雄
東北大学・医学系研究科・教授 冨永　悌二
京都大学・医学研究科・教授 橋本　信夫
横浜市立大学・医学研究科・教授 山本　勇夫
医療法人社団博文会　小柳記念病院・院長 田渕　和雄
富山大学・医学薬学研究部・教授 遠藤　俊郎
日本医科大学・医学研究科・研究科長 寺本　明
順天堂大学・医学部・教授 新井　一
獨協医科大学・医学部・教授 金　彪
信州大学・医学部・教授 本郷　一博
千葉大学・医学研究院・教授 山下　俊英
大阪医科大学・医学部・教授 黒岩　敏彦
愛媛大学・医学系研究科・教授 大西　丘倫
国立循環器病センター・内科脳血管部門・医長 横田　千晶
島根大学・医学部・教授 森竹　浩三

胸部外科学

脳神経外科学

7303

7304



医歯薬学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
京都府立医科大学・医学研究科・教授 久保　俊一
鳥取大学・医学部・教授 豊島　良太
（財）癌研究会・癌研究所生化学部・部長 今村　健志
理化学研究所・変形性関節症関連遺伝子研究チーム・チームリーダー 池川　志郎
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 尾崎　敏文
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 落合　直之
旭川医科大学・医学部・教授 松野　丈夫
北海道大学・医学研究科・教授 安田　和則
大阪市立大学・医学研究科・教授 高岡　邦夫
奈良県立医科大学・医学部・教授 高倉　義典
（財）癌研究会・癌研究所生化学部・研究員 前田　真吾
神戸大学・医学研究科・教授 黒坂　昌弘
島根大学・医学部・教授 内尾　祐司
大阪府立成人病センター・研究所・部長 伊藤　和幸
岐阜大学・医学系研究科・教授 清水　克時
鹿児島大学・医学部・歯学部附属病院・講師 井尻　幸成
帝京大学・医学部・教授 高井　信朗
大阪大学・医学系研究科・講師 妻木　範行
三重大学・医学系研究科・教授 丸山　一男
大阪大学・医学系研究科・教授 真下　節
京都大学・医学研究科・教授 福田　和彦
東京大学・医学系研究科・教授 山田　芳嗣
東北大学・医学系研究科・教授 加藤　正人
千葉大学・医学研究院・教授 西野　卓
弘前大学・医学部・教授 廣田　和美
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 上村　裕一
長崎大学・医学部・教授 澄川　耕二
山口大学・医学系研究科・教授 坂部　武史
岐阜大学・医学研究科・教授 土肥　修司
千葉大学・医学研究院・助教授 青江　知彦
北海道大学・医学研究科・教授 森本　裕二
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 田中 誠

外科系臨床医学

整形外科学

麻酔・蘇生学

7305

7306

筑波大学 人間総合科学研究科 教授 田中　誠
奈良県立医科大学・医学部・教授 古家　仁
大分大学・医学部・教授 北野　敬明
日本医科大学・医学部・教授 坂本　篤裕
旭川医科大学・医学部・教授 岩崎　寛
神戸赤十字病院・院長 守殿　貞夫
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 公文　裕巳
山梨大学・医学工学総合研究部・教授 武田　正之
大阪医科大学・医学部・教授 勝岡　洋治
東北大学・医学系研究科・教授 荒井　陽一
聖マリアンナ医科大学・医学部・教授 岩本　晃明
東海大学・医学部・教授 寺地　敏郎
山口大学・医学研究科・教授 内藤　克輔
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 金武　洋
東京医科大学・医学部・教授 橘　政昭
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 中川　昌之
新潟大学・医歯学総合研究科・教授 高橋　公太
岩手医科大学・医学部・教授 藤岡　知昭
秋田大学・医学部・教授 羽渕　友則
藤田保健衛生大学・医学部・教授 星長　清隆
九州大学・医学研究院・教授 内藤　誠二
帝京大学・医学部・教授 堀江　重郎
群馬大学・医学系研究科・教授 鈴木　和浩
岐阜大学・医学系研究科・教授 出口　隆
札幌医科大学・医学部・教授 塚本　泰司
北里大学・医療衛生学部・教授 小幡　文弥
広島大学・歯薬学総合研究科・教授 碓井　亞
神戸大学・医学系研究科・教授 藤澤　正人
弘前大学・医学部・教授 大山　力

泌尿器科学 7307



医歯薬学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
金沢大学・医学系研究科・教授 井上　正樹
滋賀医科大学・医学部・教授 野田　洋一
信州大学・医学部・教授 小西　郁生
慶應義塾大学・医学部・教授 吉村　泰典
久留米大学・医学部・教授 嘉村　敏治
昭和大学・医学部・主任教授 岡井　崇
弘前大学・医学部・教授 水沼　英樹
秋田大学・医学部・教授 田中　俊誠
大阪医科大学・医学部・教授 大槻　勝紀
杏林大学・医学部・教授 岩下　光利
佐賀大学・医学部・教授 岩坂　剛
聖マリアンナ医科大学・医学部・教授 石塚　文平
千葉大学・医学研究院・教授 生水　真紀夫
名古屋市立大学・医学研究科・教授 杉浦　真弓（小笠原真弓）
北海道大学・医学研究科・教授 水上　尚典
東北大学・医学系研究科・教授 八重樫　伸生
（財）癌研究会・癌研究所・研究員 平井　康夫
北海道大学・医学研究科・教授 櫻木　範明
大阪大学・医学系研究科・教授 久保　武
京都府立医科大学・医学研究科・教授 久　育男
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 喜多村　健
広島大学・名誉教授 夜陣　紘治
東京大学・医学系研究科・教授 加我　君孝
京都大学・医学研究科・教授 伊藤　壽一
富山大学・医学薬学研究部・教授 渡邉　行雄
北海道大学・医学研究科・教授 福田　諭
山形大学・医学部・教授 青柳　優
福井大学・医学部・教授 藤枝　重治
東京慈恵会医科大学・医学部・教授 森山　寛
福島県立医科大学・医学部・教授 大森　孝一
奈良県立医科大学・医学部・教授 細井　裕司
東北大学・医学系研究科・教授 小林 俊光

産婦人科学

耳鼻咽喉科学

7308

7309

東北大学 医学系研究科 教授 小林　俊光
慶應義塾大学・医学部・教授 小川　郁
新潟大学・医歯学系・教授 髙橋　姿
金沢大学・医学系研究科・助教授 三輪　高喜
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 武田　憲昭
熊本大学・医学薬学研究部・教授 湯本　英二
東京女子医科大学・医学部・教授 新井　寧子
北海道大学・医学研究科・助教授 古田　康
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 大月　洋
京都大学・医学研究科・教授 吉村　長久
東北大学・医学系研究科・教授 阿部　俊明
京都府立医科大学・医学研究科・教授 木下　茂
岐阜大学・医学系研究科・教授 山本　哲也
山形大学・医学部・教授 山下　英俊
新潟大学・医歯学総合研究科・教授 阿部　春樹
名古屋市立大学・医学研究科・教授 小椋　祐一郎
山口大学・医学系研究科・教授 西田　輝夫
札幌医科大学・医学部・教授 大黒　浩
順天堂大学・医学部・教授 村上　晶
琉球大学・医学部・教授 澤口　昭一
弘前大学・医学部・教授 中澤　満
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 大鹿　哲郎
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・助教授 大野　京子
香川大学・医学部・教授 白神　史雄
群馬大学・医学系研究科・教授 岸　章治
兵庫医科大学・医学部・教授 三村　治
関西医科大学・医学部・教授 松村　美代
名古屋大学・医学系研究科・教授 寺崎　浩子
東北大学・医学系研究科・教授 西田　幸二
秋田大学・医学部・助教授 蛇口　達造
九州大学・大学病院・教授 水田　祥代
(財）先端医療振興財団・先端医療センター・センター長 田中　紘一
鹿児島大学・医学部・歯学部附属病院・教授 高松　英夫
熊本大学・医学･薬学研究部・教授 猪股　裕紀洋
大阪大学・医学系研究科・教授 福澤　正洋
慶應義塾大学・医学部・教授 中島　龍夫
昭和大学・医学部・教授 保阪　善昭
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 平野 明喜

外科系臨床医学

眼科学

小児外科学

成外科学

7310

7311

長崎大学 医歯薬学総合研究科 教授 平野　明喜
藤田保健衛生大学・医学部・教授 吉村　陽子
埼玉医科大学・医学部・教授 中塚　貴志
千葉大学・医学研究院・教授 一瀬　正治

形成外科学 7312



医歯薬学　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東京医科大学・医学部・主任教授 行岡　哲男
鹿児島大学・医歯学総合研究科・客員助教授 阿邉山　和浩
京都府立医科大学・医学研究科・講師 溝部　俊樹
京都大学・医学研究科・教授 小池　薫
北海道大学・医学研究科・教授 丸藤　哲
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 今井　孝祐
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 杉本　朋貞
北海道大学・歯学研究科・教授 柴田　健一郎
九州大学・歯学研究院・教授 坂井　英隆
三重大学・医学系研究科・教授 山崎　英俊
北海道医療大学・歯学部・教授 賀来　亨
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 高野　吉郎
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 菅井　基行
東北大学・歯学研究科・教授 笹野　泰之
大阪大学・歯学研究科・教授 豊澤　悟
鶴見大学・歯学部・教授 前田　伸子
北海道大学・歯学研究科・教授 進藤　正信
明海大学・歯学部・教授 羽毛田　慈之
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 加藤　幸夫
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 大谷　啓一
北海道医療大学・歯学部・教授 東城　庸介
新潟大学・医歯学系・教授 織田　公光
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 羽地　達次
福岡歯科大学・歯学部・教授 岡部　幸司
東京歯科大学・歯学部・教授 川口　充
北海道大学・歯学研究科・教授 田村　正人
岩手医科大学・歯学部・教授 北田　泰之
昭和大学・歯学部・講師 鈴木　恵子
大阪大学・歯学研究科・教授 姜　英男
東北大学・歯学研究科・教授 高橋　信博
昭和大学・歯学部・教授 岡野　友宏
東京医科大学・医学部・教授 水口 純一郎

外科系臨床医学

形態系基礎歯科学

機能系基礎歯科学

救急医学 7313

7401

7402

東京医科大学 医学部 教授 水口　純 郎
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 中村　卓
北海道大学・歯学研究科・教授 北川　善政
神奈川歯科大学・歯学部・助教授 高垣　裕子
大阪大学・歯学研究科・教授 古川　惣平
神奈川歯科大学・歯学部・副学長 鹿島　勇
高知大学・医学部・教授 山本　哲也
姫路歯科衛生専門学校・校長 岸　幹二
九州大学・歯学研究院・教授 吉浦　一紀
昭和大学・歯学部・教授 新谷　悟
国立長寿医療センター研究所・口腔疾患研究部・部長 松下　健二
日本歯科大学・新潟生命歯学部・教授 加藤　喜郎
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 林　善彦
北海道大学・歯学研究科・教授 佐野　英彦
鶴見大学・歯学部・教授 桃井　保子
明海大学・歯学部・教授 片山　直
北海道医療大学・歯学部・教授 斎藤　隆史
国立長寿医療センター研究所・口腔疾患研究部・室長 中島　美砂子
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 田上　順次
新潟大学・医歯学系・教授 興地　隆史
日本大学・歯学部・教授 松島　潔
岡山大学・医学部・歯学部附属病院・教授 鳥井　康弘
大阪大学・歯学研究科・助教授 今里　聡
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 窪木　拓男
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 濱田　泰三
九州歯科大学・歯学部・教授 細川　隆司
岩手医科大学・歯学部・教授 荒木　吉馬
東北大学・歯学研究科・教授 奥野　攻
九州大学・歯学研究院・教授 古谷野　潔
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 長岡　英一
朝日大学・歯学部・教授 土井　豊
新潟大学・医歯学総合病院・教授 魚島　勝美
九州大学・歯学研究院・助教授 冲本　公繪
岩手医科大学・歯学部・教授 石橋　寛二
九州歯科大学・歯学部・教授 小園　凱夫
大阪大学・歯学研究科・教授 荘村　泰治
九州大学・歯学研究院・教授 石川　邦夫
東京歯科大学・歯学部・教授 櫻井 薫

病態科学系歯科・
歯科放射先学

保存治療系歯学

補綴理工系歯学

7403

7404

7405

歯学

東京歯科大学 歯学部 教授 櫻井　薫
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 鈴木　一臣
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 田中　卓男
大阪大学・歯学研究科・教授 矢谷　博文
九州大学・歯学研究院・教授 寺田　善博
日本大学・歯学部・教授 祇園白　信仁
岡山大学・医歯薬学総合研究科・助教授 吉田　靖弘
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分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 岡本　哲治
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 菅原　利夫
愛知学院大学・歯学部・教授 夏目　長門
秋田大学・医学部・教授 宮本　洋二
鶴見大学・歯学部・教授 瀬戸　晥一
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 海野　雅浩
岡山大学・医歯薬学総合研究科・教授 佐々木　朗
大阪大学・歯学研究科・教授 古郷　幹彦
横浜市立大学・医学研究科・教授 藤内　祝
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 春日井　昇平
奈良県立医科大学・医学部・教授 桐田　忠昭
熊本大学・医学薬学研究部・教授 篠原　正徳
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 吉田　廣
東京大学・医学系研究科・教授 高戸　毅
愛媛大学・医学系研究科・助教授 中城　公一
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 杉原　一正
松本歯科大学・歯学部・教授 山岡　稔
東北大学・歯学研究科・教授 越後　成志
九州歯科大学・歯学部・教授 福田　仁一
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 中條　信義
福岡歯科大学・歯学部・教授 大関　悟
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 藤原　卓
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 相馬　邦道
福岡歯科大学・歯学部・教授 石川　博之
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 香西　克之
愛知学院大学・歯学部・教授 土屋　友幸
日本大学・歯学部・教授 葛西　一貴
日本大学・歯学部・教授 白川　哲夫
日本大学・歯学部・教授 清水　典佳
岩手医科大学・歯学部・教授 原田　英光
明海大学・歯学部・教授 渡部　茂
東北大学・歯学研究科・教授 五十嵐 薫

外科系歯学

矯正・小児系歯学 7407

7406

歯学

東北大学 歯学研究科 教授 五十嵐　薫
九州大学・歯学研究院・教授 野中　和明
大阪大学・歯学部附属病院・教授 森崎　市治郎
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 丹根　一夫
愛知学院大学・歯学部・教授 後藤　滋巳
朝日大学・歯学部・教授 北井　則行
東京医科歯科大学・歯学部・教授 石川　雅章
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 宮脇　正一
東京医科歯科大学・歯学部・教授 木下　淳博
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 原　宜興
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 和泉　雄一
新潟大学・医歯学系・教授 山崎　和久
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 栗原　英見
東北大学・歯学研究科・教授 島内　英俊
東京歯科大学・歯学部・教授 水口　清
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 於保　孝彦
東北大学・歯学研究科・教授 小関　健由
九州保健福祉大学・保健科学部・教授 三浦　宏子
東京医科歯科大学・歯学部・教授 下山　和弘
北海道大学・歯学研究科・教授 森田　学
愛知学院大学・歯学部・教授 中垣　晴男
日本歯科大学・生命歯学部・教授 八重垣　健
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 植松　宏
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 齋藤　俊行
広島大学・医歯薬学総合研究科・助教授 貞森　紳丞
東京歯科大学・歯学部・教授 松久保　隆
千葉大学・看護学部・教授 舟島　なをみ
滋賀医科大学・医学部・教授 坂口　桃子
群馬大学・医学部・教授 小板橋　喜久代
京都大学・医学部・教授 宮島　朝子
熊本大学・医学部・教授 森田　敏子
岩手県立大学・看護学部・学科長 武田　利明
名古屋大学・医学部・教授 山内　豊明
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 佐伯　由香
慶應義塾大学・看護医療学部・教授 三上　れつ
埼玉県立大学・保健医療福祉学部・助教授 國澤　尚子
神奈川県立保健福祉大学・保健福祉学部・教授 小山　眞理子
聖路加看護大学・看護学部・教授 井部 俊子

看護学

歯周治療系歯学

社会系歯学

基礎看護学

7408

7409

7501

聖路加看護大学 看護学部 教授 井部　俊子
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群馬大学・医学部・教授 神田　清子
筑波大学・人間総合科学研究科・助教授 林　啓子
東京大学・医学系研究科・助教授 上別府　圭子
自治医科大学・看護学部・教授 中村　美鈴
聖路加看護大学・看護学部・教授 森　明子
石川県立看護大学・看護学部・教授 水野　道代
東京医科歯科大学・保健衛生学研究科・教授 井上　智子
大阪大学・医学系研究科・教授 島田　三惠子
東京大学・医学系研究科・教授 真田　弘美
大阪市立大学・医学部・教授 友田　尋子
兵庫県立大学・応用情報科学研究科・助教授 東　ますみ
高知女子大学・看護学部・教授 藤田　佐和
東邦大学・医学部・教授 村岡　宏子
名古屋大学・医学部・助教授 国府　浩子
岡山大学・医学部・教授 秋元　典子
東北大学・医学部・教授 塩飽　仁
大阪府立大学・看護学部・教授 町浦　美智子
東京大学・医学系研究科・講師 山崎　あけみ
大阪大学・医学系研究科・教授 荒木田　美香子
首都大学東京・健康福祉学部・教授 勝野　とわ子
茨城県立医療大学・保健医療学部・教授 堀内　ふき
京都大学・医学部・教授 桂　敏樹
東京女子医科大学・看護学部・教授 水野　敏子
慶應義塾大学・看護医療学部・教授 野末　聖香
東京大学・医学系研究科・講師 田高　悦子
埼玉県立大学・保健医療福祉学部・教授 山下　美根子
岐阜県立看護大学・看護学部・助教授 坪内　美奈
三重県立看護大学・看護学部・教授 鈴木　みずえ
千葉大学・看護学部・教授 岩崎　弥生
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 松田　ひとみ
慶應義塾大学・看護医療学部・教授 金子　仁子
聖路加看護大学・看護学部・教授 麻原 きよみ

看護学

地域・老年看護学

臨床看護学 7502

7503

聖路加看護大学 看護学部 教授 麻原　きよみ
弘前学院大学・看護学部・教授 櫻井　尚子
国際医療福祉大学・小田原保健医療学部・助教授 荻野　雅
名古屋市立大学・看護学部・教授 山田　紀代美
埼玉県立大学・保健医療福祉学部・教授 大塚　眞理子
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