
 2019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

111126 眼科 眼科 111444 眼科 糖尿内分泌内科

111203 皮膚科 腎臓内科 111445 呼吸器内科 呼吸器外科

111235 精神科 血液内科 111447 脳神経外科 心臓血管外科

111276 放射線科 麻酔、ペイン科 111448 循環器内科 泌尿器科

111293 小児科 泌尿器科 111449 神経内科 放射線科

111296 麻酔、ペイン科 呼吸器内科 111450 麻酔、ペイン科 母子、女性診療科

111310 検査部、病理診断科 検査部、病理診断科 111451 皮膚科 消化器内科

111316 泌尿器科 整形外科 111452 心臓血管外科 麻酔、ペイン科

111317 血液内科 精神科 111453 循環器内科 消化器外科

111320 呼吸器外科 小児科 111454 消化器外科 循環器内科

111325 呼吸器内科 放射線科 111455 消化器内科 泌尿器科

111326 検査部、病理診断科 救急・集中治療部 111456 糖尿内分泌内科 呼吸器内科

111329 乳腺・一般外科 整形外科 111459 脳神経外科 心臓血管外科

111330 放射線科 精神科 111460 神経内科 神経内科

111341 麻酔、ペイン科 小児科 111461 心臓血管外科 心臓血管外科

111351 神経内科 精神科 111462 母子、女性診療科 乳腺・一般外科

111352 整形外科 眼科 111467 消化器内科 整形外科

111363 放射線科 泌尿器科 111470 呼吸器外科 耳鼻咽喉科

111370 検査部、病理診断科 耳鼻咽喉科 111471 腎臓内科 神経内科

111385 腎臓内科 呼吸器内科 111475 母子、女性診療科 循環器内科

111394 循環器内科 糖尿内分泌内科 111476 整形外科 検査部、病理診断科

111400 検査部、病理診断科 呼吸器内科 111477 麻酔、ペイン科 皮膚科

111402 放射線科 整形外科 111478 呼吸器内科 糖尿内分泌内科

111403 整形外科 循環器内科 111479 泌尿器科 母子、女性診療科

111404 放射線科 精神科 111480 救急・集中治療部 検査部、病理診断科

111405 皮膚科 皮膚科 111481 母子、女性診療科 呼吸器外科

111406 泌尿器科 消化器内科 111482 皮膚科 眼科

111409 放射線科 整形外科 111483 消化器内科 整形外科

111410 整形外科 母子、女性診療科 111484 眼科 消化器内科

111411 眼科 麻酔、ペイン科 111485 消化器内科 消化器外科

111412 循環器内科 腎臓内科 111487 検査部、病理診断科 腎臓内科

111413 整形外科 眼科 111488 整形外科 放射線科

111415 眼科 放射線科 111489 救急・集中治療部 放射線科

111416 放射線科 呼吸器内科 111490 腎臓内科 神経内科

111417 乳腺・一般外科 救急・集中治療部 111491 救急・集中治療部 救急・集中治療部

111419 糖尿内分泌内科 皮膚科 111492 糖尿内分泌内科 循環器内科

111421 母子、女性診療科 消化器内科 111493 眼科 眼科

111422 精神科 整形外科 111494 麻酔、ペイン科 皮膚科

111424 泌尿器科 乳腺・一般外科 111495 精神科 消化器内科

111426 消化器内科 耳鼻咽喉科 111497 循環器内科 麻酔、ペイン科

111427 小児科 放射線科 111499 精神科 血液内科

111428 消化器外科 脳神経外科 131501 小児科 呼吸器内科

111429 消化器内科 検査部、病理診断科 131502 精神科 精神科

111430 呼吸器外科 母子、女性診療科 131503 乳腺・一般外科 救急・集中治療部

111431 呼吸器内科 救急・集中治療部 131504 泌尿器科 母子、女性診療科

111433 母子、女性診療科 消化器内科 131505 救急・集中治療部 循環器内科

111434 整形外科 眼科 131507 神経内科 糖尿内分泌内科

111435 脳神経外科 循環器内科 131508 糖尿内分泌内科 乳腺・一般外科

111436 循環器内科 呼吸器外科 131510 皮膚科 検査部、病理診断科

111437 耳鼻咽喉科 泌尿器科 131511 精神科 精神科

111438 脳神経外科 循環器内科 131512 循環器内科 脳神経外科

111439 整形外科 消化器外科 131513 呼吸器内科 精神科

111440 放射線科 麻酔、ペイン科 131514 救急・集中治療部 神経内科

111441 精神科 放射線科 131515 神経内科 脳神経外科

111442 腎臓内科 放射線科 131516 呼吸器内科 皮膚科

111443 血液内科 腎臓内科

学生課学部教育支援係


