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№ 滋賀医科大学 氏名 東近江総合医療センター 担当診療科
1 教授 目片　英治 統括診療部長 外科、総合外科
2 教授 杉本　俊郎 内科診療部長 総合内科、腎臓内科
3 非常勤講師 井上　修平 院長 呼吸器外科
4 客員教授 野﨑　和彦 副院長 脳神経外科
5 准教授 大西　正人 循環器内科部長 循環器内科、総合内科
6 准教授 前野　恭宏 糖尿病・内分泌内科医長 糖尿病・内分泌内科、総合内科
7 准教授 伊藤　明彦 消化器内科医長 消化器内科、総合内科
8 客員准教授 藤野　能久 麻酔科部長 麻酔科
9 講師 太田　裕之 外科医長 外科、総合外科
10 講師 赤堀　浩也 外科医長 外科、総合外科
11 講師 北村　直美 救急部副部長 救急科、外科、総合外科
12 講師 和田　広 呼吸器内科医長 呼吸器内科
13 非常勤講師 尾﨑　良智 外科診療部長 呼吸器外科
14 非常勤講師 田中　妥典 循環器内科医長 循環器内科
15 非常勤講師 坂野　祐司 泌尿器科医長 泌尿器科
16 非常勤講師 田中　政信 整形外科医長 整形外科
17 非常勤講師 大内　政嗣 呼吸器外科医長 呼吸器外科
18 非常勤講師 星　参 耳鼻咽喉科・頭頚部外科医長 耳鼻咽喉科・頭頚部外科
19 非常勤講師 奥野　計寿人 小児科医長 小児科
20 非常勤講師 鵜飼　佳子 皮膚科医長 皮膚科
21 非常勤講師 堤　泰彦 歯科口腔外科医長 歯科口腔外科
22 非常勤講師 中多　真理 産婦人科医長 産婦人科
23 非常勤講師 高橋　顕雅 産婦人科医長 産婦人科
24 非常勤講師 外山　哲也 放射線科医長 放射線科
25 非常勤講師 寺田　好孝 外科医長 外科
26 非常勤講師 平田　貴美子 産婦人科医師 産婦人科
27 非常勤講師 加藤　裕美 麻酔科医長 麻酔科
28 非常勤講師 村上　翔子 歯科口腔外科医師 歯科口腔外科
29 非常勤講師 北澤　純 産婦人科医師 産婦人科
30 助教 内貴　乃生 循環器内科医師 循環器内科
31 助教 神田　暁博 消化器内科医長 消化器内科
32 客員助教 田中　克典 小児科医師 小児科
33 客員助教 中島　智子 眼科医師 眼科
34 客員助手 水田　寛郎 消化器内科医師 消化器内科
35 客員助手 多賀谷　翠 小児科医師 小児科
36 客員助手 赤澤　彰 呼吸器外科医師 呼吸器外科
37 客員助手 芝田　浩平 整形外科医師 整形外科
38 客員助手 桂木　淳志 消化器内科医師 消化器内科
39 客員助手 坂田　瑞稀 糖尿病・内分泌内科医師 糖尿病・内分泌内科
40 客員助手 平野　慎悟 皮膚科医師 皮膚科
41 客員助教 大橋　瑞紀 産婦人科医師 産婦人科
42 客員助手 鯉川　彩絵 産婦人科医師 産婦人科
43 客員助手 山崎　開 耳鼻咽喉科・頭頚部外科医師 耳鼻咽喉科・頭頚部外科
44 客員助手 御園生　昌史 呼吸器内科医師 呼吸器内科
45 客員助手 森　太平 消化器内科医師 消化器内科
46 客員助手 鈴江　隆志 糖尿病・内分泌内科医師 糖尿病・内分泌内科
47 客員助手 柴田　直季 消化器内科医師 消化器内科
48 客員助手 山田　安希 総合内科医師 総合内科
49 客員助手 任　聿熙 麻酔科医師 麻酔科
50 客員助手 永井　望 外科医師 外科
51 客員助手 牛山　文孝 整形外科医師 整形外科
52 客員助手 竹内　佳代 泌尿器科医師 泌尿器科
53 客員助手 松村　裕 総合内科医師 総合内科
54 客員助手 番匠　浩己 研修医（２年目）
55 客員助手 後藤　幸 研修医（２年目）
56 客員助手 松村　英明 研修医（２年目）
57 客員助手 堺本　瑞穂 研修医（1年目）
58 客員助手 竹節　恵介 研修医（1年目）
59 客員助手 中谷　工 研修医（1年目）
60 客員助手 吉見　伸久 研修医（1年目）
61 客員助手 岩井　修平 研修医（1年目）
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