
平成30年度　医学科第6学年「学内アドバンスコース」　学生割振一覧

学籍番号 前期 後期 学籍番号 前期 後期

111005 救急・集中治療部 眼科 111350 精神科 精神科

111047 糖尿病・腎臓内科 循環器内科 111353 救急・集中治療部 血液内科

111125 循環器内科 検査部、病理診断科 111354 泌尿器科 呼吸器外科

111198 放射線科 消化器内科 111355 呼吸器外科 皮膚科

111200 泌尿器科 泌尿器科 111356 耳鼻咽喉科 検査部、病理診断科

111209 放射線科 呼吸器外科 111358 放射線科 皮膚科

111214 皮膚科 放射線科 111359 整形外科 放射線科

111216 精神科 精神科 111360 消化器外科 消化器外科

111223 整形外科 泌尿器科 111361 放射線科 耳鼻咽喉科

111232 麻酔・ペイン 麻酔・ペイン 111362 泌尿器科 精神科

111237 整形外科 放射線科 111364 眼科 耳鼻咽喉科

111239 皮膚科 検査部、病理診断科 111365 耳鼻咽喉科 乳腺・一般外科

111240 検査部、病理診断科 小児科 111366 母子・女性診療科 小児科

111247 糖尿病・腎臓内科 糖尿病・腎臓内科 111367 眼科 皮膚科

111248 呼吸器外科 泌尿器科 111368 消化器外科 脳神経外科

111267 心臓血管外科 糖尿病・腎臓内科 111369 神経内科 神経内科

111274 整形外科 整形外科 111371 麻酔・ペイン 麻酔・ペイン

111290 泌尿器科 整形外科 111372 糖尿病・腎臓内科 呼吸器内科

111299 脳神経外科 脳神経外科 111373 脳神経外科 脳神経外科

111300 耳鼻咽喉科 救急・集中治療部 111374 精神科 検査部、病理診断科

111301 循環器内科 消化器内科 111375 消化器内科 消化器外科

111302 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 111376 検査部、病理診断科 呼吸器内科

111303 眼科 耳鼻咽喉科 111377 眼科 小児科

111304 小児科 母子・女性診療科 111378 消化器内科 整形外科

111305 整形外科 眼科 111379 神経内科 神経内科

111306 消化器内科 呼吸器内科 111380 検査部、病理診断科 検査部、病理診断科

111307 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 111381 泌尿器科 泌尿器科

111308 脳神経外科 血液内科 111382 循環器内科 小児科

111309 放射線科 検査部、病理診断科 111383 母子・女性診療科 母子・女性診療科

111311 呼吸器外科 小児科 111386 皮膚科 眼科

111312 呼吸器内科 糖尿病・腎臓内科 111387 救急・集中治療部 眼科

111313 乳腺・一般外科 皮膚科 111389 皮膚科 眼科

111314 母子・女性診療科 循環器内科 111390 血液内科 血液内科

111315 呼吸器内科 循環器内科 111391 精神科 呼吸器外科

111318 精神科 眼科 111392 消化器内科 乳腺・一般外科

111321 循環器内科 放射線科 111393 精神科 精神科

111322 皮膚科 精神科 111395 小児科 整形外科

111323 放射線科 脳神経外科 111396 小児科 小児科

111324 消化器内科 泌尿器科 111397 眼科 救急・集中治療部

111327 麻酔・ペイン 麻酔・ペイン 111398 糖尿病・腎臓内科 糖尿病・腎臓内科

111328 神経内科 神経内科 111399 泌尿器科 皮膚科

111331 麻酔・ペイン 救急・集中治療部 131401 救急・集中治療部 精神科

111332 耳鼻咽喉科 皮膚科 131402 神経内科 神経内科

111333 母子・女性診療科 耳鼻咽喉科 131403 小児科 救急・集中治療部

111334 眼科 精神科 131404 皮膚科 消化器内科

111335 心臓血管外科 心臓血管外科 131405 循環器内科 放射線科

111336 眼科 放射線科 131406 麻酔・ペイン 放射線科

111337 循環器内科 消化器外科 131407 放射線科 母子・女性診療科

111338 呼吸器内科 呼吸器内科 131408 小児科 糖尿病・腎臓内科

111339 放射線科 救急・集中治療部 131409 麻酔・ペイン 消化器内科

111340 呼吸器内科 循環器内科 131410 神経内科 神経内科

111342 耳鼻咽喉科 消化器内科 131411 検査部、病理診断科 脳神経外科

111343 呼吸器内科 呼吸器内科 131412 糖尿病・腎臓内科 麻酔・ペイン

111344 消化器内科 循環器内科 131413 糖尿病・腎臓内科 糖尿病・腎臓内科

111345 神経内科 麻酔・ペイン 131414 血液内科 放射線科

111346 呼吸器内科 母子・女性診療科 131415 循環器内科 循環器内科

111347 小児科 耳鼻咽喉科 131416 乳腺・一般外科 泌尿器科

111348 検査部、病理診断科 循環器内科 131417 血液内科 血液内科

111349 救急・集中治療部 呼吸器内科

学生課学部教育支援係


