
氏名 カテゴリー 掲載日 氏名 カテゴリー 掲載日 氏名 カテゴリー 掲載日 氏名 カテゴリー 掲載日

あ 赤星健二 インタビュー 2012.08.15 伊藤晴夫 国際交流 2012.06.19  奥村滋夫 インタビュー 2009.12.17 斉藤　博 都道府県医師対策 2009.11.16 

秋葉哲生 生涯学習講座 2013.10.28 伊藤晴夫 インタビュー 2012.04.25 小澤　俊 病院紹介 2009.01.08 齊藤光江 オンライン書庫 2018.04.11

秋葉哲生 同窓会員経営病院紹介 2013.06.02 伊藤晴夫 同窓会 2011.03.18 織田成人 生涯学習講座 2014.09.01 佐伯直勝 生涯学習講座 2013.07.29

秋葉哲生 インタビュー 2011.04.27 伊藤晴夫 生涯学習講座 2010.08.06  織田成人 生涯学習講座 2013.03.12 三枝一雄 同窓会員経営病院紹介 2013.05.10

浅野克則 都道府県医師対策 2009.11.16 伊藤晴夫 インタビュー 2008.05.23  織田成人 生涯学習講座 2009.03.03  三枝奈芳紀 同窓会員経営病院紹介 2013.05.10

浅野　誠 同窓会員経営病院紹介 2014.11.27 伊藤　博 病院紹介 2009.06.19 小野亮平 キャンパス便り 2013.10.15 早乙女勇 オンライン書庫

旭　俊臣 生涯学習講座 2012.05.07 伊藤雅昭 生涯学習講座 2013.07.29 小畑吉弘 インタビュー 2015.06.30 堺　常雄 インタビュー 2016.06.20

東　昌広 インタビュー 2015.06.30 稲葉憲之 生涯学習講座 2015.10.30 小俣政男 病院紹介 2011.04.27
 

迫田直治 病院紹介 2009.07.03 

安達惠美子 生涯学習講座 2011.09.08   稲葉憲之 病院紹介 2011.07.13 か 加濃正明 生涯学習講座 2012.07.24 佐藤壹三 同窓会員経営病院紹介 2013.07.29

安西尚彦 インタビュー 2017.09.28 伊原鉄二郎 生涯学習講座 2015.06.15 神山一郎 同窓会員経営病院紹介 2011.02.04 佐藤壹三 生涯学習講座 2013.07.29

い 五十嵐辰男 インタビュー 2017.01.12 岩倉弘毅 同窓会員経営病院紹介 2010.12.27 亀井克彦 キャンパス便り 2012.01.10 佐藤一男 国際交流 2012.06.19

五十嵐辰男 キャンパス便り 2016.08.09 岩倉孝雄 同窓会員経営病院紹介 2010.12.27 亀田隆明 病院紹介 2010.05.07   佐藤兼重 生涯学習講座 2012.06.19

五十嵐辰男 生涯学習講座 2015.10.22 岩瀬博太郎 生涯学習講座 2008.01.11 川平　洋 生涯学習講座 2013.03.12  佐藤武幸 同窓会員経営病院紹介 2015.05.20

五十嵐辰男 インタビュー 2012.08.15 岩永光巨 キャンパス便り 2013.03.12 き 紀　仲秋 国際交流 2012.11.13  佐藤武幸 インタビュー 2014.02.27

猪狩英俊 生涯学習講座 2011.11.14 岩破一博 生涯学習講座 2015.10.22 菊地紀夫 同窓会 2013.08.19 佐藤 武幸 生涯学習講座 2009.05.15

生坂政臣 生涯学習講座 2015.06.15 う 上田源次郎 病院紹介 2014.11.14 菊地紀夫 求人 2013.08.07 し 篠遠　仁 同窓会員経営病院紹介 2017.04.17

生坂政臣 生涯学習講座 2012.08.28  上田源次郎 同窓会 2014.11.14 喜多和子 生涯学習講座 2011.12.06 篠塚　規 生涯学習講座 2012.06.19 

池田黎太郎 生涯学習講座 2012.12.19  植田　健 生涯学習講座 2011.06.24  北川定謙 インタビュー 2016.05.20 篠宮正樹 生涯学習講座 2014.07.25

池田黎太郎 インタビュー 2012.03.21  氏　建人 求人 2014.10.16 北田光一 生涯学習講座 2012.03.21  篠宮正樹 生涯学習講 2013.03.12

井坂茂夫 病院紹介 2012.02.21 宇野　隆 生涯学習講座 2015.06.15 木村定雄 生涯学習講座 2014.03.07 篠宮正樹 オンライン書庫 2012.09.27

井坂茂夫 病院紹介 2010.03.10 梅田　開 キャンパス便り 2015.10.26 金　　弘 病院紹介 2009.01.08 島田　斉 インタビュー 2017.04.27

石井正人 生涯学習講座 2012.10.3  潤間励子 キャンパス便り 2010.12.27 く 熊谷信夫 都道府県医師対策 2009.11.16  下山直人 インタビュー 2013.06.25

石井正人 オンライン書庫 2012.10.3 海野広道 求人 2013.08.07 久米田茂喜 都道府県医師対策 2009.11.16 東海林豊 求人 2014.10.16

石川詔雄 病院紹介 2011.07.13 え 遠藤英樹 都道府県医師対策 2010.11.12 栗生　明 キャンパス便り 2010.08.20 東海林誠 都道府県医師対策 2010.11.12

石川みゆき 病院紹介 2011.04.27 お 大岩孝司 オンライン書庫 2018.10.18 栗生　明 インタビュー 2010.01.22  生水真紀夫 生涯学習講座 2016.08.09

石出猛史 インタビュー 2011.04.27 大岩孝司 オンライン書庫 2014.12.04 黒木春郎 同窓会員経営病院紹介 2013.12.04 生水真紀夫 生涯学習講座 2013.11.11

石和田稔彦 インタビュー 2013.12.24 大岩孝司 同窓会員経営病院紹介 2011.11.14  桑島昭文 都道府県医師対策 2009.11.16 生水真紀夫 生涯学習講座 2011.08.15

伊丹　純 インタビュー 2012.10.22  大岩孝司 同窓会員経営病院紹介 2011.11.14  桑原　聡 キャンパス便り 2012.08.15 生水真紀夫 インタビュー 2011.08.15 

伊藤賢司 オンライン書庫 2017.02.10 大久保和明 病院紹介 2010.12.27   こ 河内文雄 生涯学習講座 2014.07.25 白澤卓二 生涯学習講座 2012.10.22

伊藤賢司 生涯学習講座 2013.11.11 大島伸一 生涯学習講座 2012.08.15 河内文雄 同窓会員経営病院紹介 2013.10.28 白澤　浩 生涯学習講座 2014.03.31

伊藤賢司 インタビュー 2013.11.11 大場敏明 オンライン書庫 2018.03.07 河野陽一 生涯学習講座 2013.04.08 白鳥敬子 インタビュー 2010.07.23 

伊藤公一 生涯学習講座 2013.10.28  大場敏明 同窓会員経営病院紹介 2013.10.28 河野陽一 病院紹介 2009.07.08   す 菅野　勇 病院紹介 2009.07.16  

伊藤達雄 病院紹介 2010.09.10 大場 敏明 同窓会員経営病院紹介 2008.01.11 小林欣夫 生涯学習講座 2018.12.13 菅谷　茂 生涯学習講座 2012.10.03 

伊藤晴夫 インタビュー 2017.01.12 大森裕子 同窓会員経営病院紹介 2011.11.14  小林欣夫 生涯学習講座 2012.08.28 菅谷　茂 生涯学習講座 2012.06.19

伊藤晴夫 インタビュー 2016.06.27 小笠原真澄 都道府県医師対策 2010.11.12  小松寛治 病院紹介 2011.04.27 菅谷　茂 キャンパス便り 2012.01.10

伊藤晴夫 オンライン書庫 2016.06.20 岡田順子 同窓会員経営病院紹介 2011.11.14  小松尚也 病院紹介 2015.05.07 杉岡充爾 同窓会員経営病院紹介 2014.12.16

伊藤晴夫 同窓会 2015.01.05 岡田美帆 同窓会員経営病院紹介 2011.11.14  近藤昭彦 生涯学習講座 2012.06.19 杉田克生 国際交流 2017.03.01

伊藤晴夫 オンライン書庫 2014.07.30 岡野光夫 生涯学習講座 2013.10.28  近藤福雄 インタビュー 2015.11.12 杉田克生 国際交流 2015.12.24

伊藤晴夫 同窓会 2014.04.22 　 岡本和久 病院紹介 2010.07.27 今野　宏 生涯学習講座 2011.02.15 杉田克生 生涯学習講座 2015.06.15

伊藤晴夫 同窓会 2013.03.12 小川富雄 生涯学習講座 2012.06.19  さ 齊藤　崇 都道府県医師対策 2010.11.12  杉田克生 国際交流 2014.12.26

伊藤晴夫 国際交流 2012.08.15 奥井勝二 生涯学習講座 2010.06.04  斎藤孝喜 病院紹介 2011.04.27 杉田克生 同窓会 2014.11.14

伊藤晴夫 インタビュー 2012.08.15 奥川忠博 インタビュー 2008.01.11 齋藤豊一 生涯学習講座 2013.07.29 杉田克生 国際交流 2013.11.27

オ　ン　ラ　イ　ン　会　報　氏　名　索　引（2018.12.31現在）



氏名 カテゴリー 掲載日 氏名 カテゴリー 掲載日 氏名 カテゴリー 掲載日 氏名 カテゴリー 掲載日

杉田克生 生涯学習講座 2010.07.27 田中健史 生涯学習講座 2011.12.06 畠山順子 生涯学習講座 2015.10.22 本山直樹 生涯学習講座 2010.02.02

杉本和夫 生涯学習講座 2017.05.09 田邊政裕 生涯学習講座 2014.03.17 服部孝道 同窓会員経営病院紹介 2012.08.15 森　順子 同窓会員経営病院紹介 2010.12.27 

鈴木啓悦 生涯学習講座 2010.07.27 田邊政裕 インタビュー 2011.12.06  花井　透 インタビュー 2017.12.01 森　千里 キャンパス便り 2012.10.22

鈴木喜代子 オンライン書庫 2018.10.18 ち 千見寺ひろみ 生涯学習講座 2015.10.22 花井　透 オンライン書庫 2017.12.01 森田（石井）弘之 同窓会員経営病院紹介 2011.08.26

鈴木喜代子 オンライン書庫 2014.12.04 千葉彌幸 生涯学習講座 2011.09.08 原田順和 都道府県医師対策 2009.11.16 森　照男 同窓会員経営病院紹介 2010.12.27 

鈴木喜代子 同窓会員経営病院紹介 2011.11.14  つ Zhang Sho Feng国際交流 2012.08.15 原野和芳 病院紹介 2009.07.03   守屋秀繁 同窓会 2017.09.28

鈴木信夫 病院紹介 2017.08.09 円谷　彰 生涯学習講座 2013.10.28 ひ 樋口誠太郎 インタビュー 2011.04.27 守屋秀繁 インタビュー 2012.02.21

鈴木信夫 インタビュー 2015.06.30 て 出沢　明 生涯学習講座 2011.11.02  平澤博之 生涯学習講座 2014.09.01 森山紀之 インタビュー 2008.01.11

鈴木信夫 生涯学習講座 2015.02.17 寺澤捷年 生涯学習講座 2009.07.03 平田豊明 生涯学習講座 2015.01.16 や 八木久子 求人 2013.08.07

鈴木信夫 生涯学習講座 2012.06.19  と 堂垂伸治 同窓会員経営病院紹介 2013.12.04 平野智久 同窓会員経営病院紹介 2015.06.17 矢島鉄也 インタビュー 2012.11.13

鈴木信夫 生涯学習講座 2012.06.19 徳久剛史 生涯学習講座 2014.07.25 平林直次 生涯学習講座 2015.01.16 安田敏行 同窓会員経営病院紹介 2014.07.25

鈴木信夫 キャンパス便り 2012.04.25 徳久剛史 キャンパス便り 2014.07.25 廣島健三 生涯学習講座 2014.07.30 山内保則 求人 2013.08.07

鈴木信夫 キャンパス便り 2012.04.25 年森清隆 生涯学習講座 2015.05.07 ふ 深尾　立 病院紹介 2009.10.27   山浦　晶 生涯学習講座 2013.07.29

鈴木信夫 オンライン書庫 2012.01.10 栃木直文 インタビュー 2008.01.11 深澤元晴 病院紹介 2017.08.09 山岡賢二 国際交流 2012.06.19 

鈴木信夫 生涯学習講座 2011.12.16  鳥海　宏 都道府県医師対策 2009.11.16 福岡裕晃 キャンパス便り 2013.03.12 山下洋一郎 生涯学習講座 2010.09.06

鈴木弘樹 キャンパス便り 2010.08.20 な 内藤　威 都道府県医師対策 2009.11.16 福武敏夫 病院紹介 2017.07.21 山田慎一 同窓会員経営病院紹介 2013.12.24

鈴木洋文 病院紹介 2011.07.13 永井蓉子 同窓会員経営病院紹介 2011.11.14  福田誠二 インタビュー 2011.12.06 山本修一 キャンパス便り 2015.10.22

鈴木　守 インタビュー 2015.08.21 長尾啓一 キャンパス便り 2010.12.27 福永知義 インタビュー 2009.12.17 山本修一 生涯学習講座 2011.09.08

鈴木　守 インタビュー 2008.05.23  長嶋　健 生涯学習講座 20170.5.16 藤川文子 同窓会員経営病院紹介 2011.11.14  山森秀夫 病院紹介 2009.07.16 

鈴木良一 同窓会員経営病院紹介 2013.05.10 中尾洋平 病院紹介 2010.07.27 藤谷　登 クラス会・他大学等 2011.02.23 よ 横須賀收 病院紹介 2017.08.09

諏訪敏一 生涯学習講座 2010.06.04  中郡聡夫 インタビュー 2010.12.27 藤森宗徳 生涯学習講座 2011.09.08  横須賀收 生涯学習講座 2016.05.20

諏訪敏一 病院紹介 2009.06.19   中島伸之 生涯学習講座 2010.06.04 古瀬直子 生涯学習講座 2013.05.10 横須賀收 生涯学習講座 2011.05.10 

せ 関根裕司 インタビュー 2014.11.14 中田瑛浩 病院紹介 2009.07.03   古田多真美 同窓会員経営病院紹介 2013.07.29 横手幸太郎 生涯学習講座 2014.03.31

そ 相馬孝博 生涯学習講座 2013.10.28 中田　暁 キャンパス便り 2010.12.27 ほ 本間　順 都道府県医師対策 2009.11.16 横手幸太郎 生涯学習講座 2012.08.28 

た 高岡昇太 生涯学習講座 2013.11.11 永田慎一 都道府県医師対策 2010.11.12  ま 前田尚武 都道府県医師対策 2009.11.16 横手幸太郎 キャンパス便り 2012.08.15

高木　剛 生涯学習講座 2013.03.12  永野俊雄 生涯学習講座 2012.07.24 牧野裕子 同窓会員経営病院紹介 2011.11.14 吉田英生 生涯学習講座 2010.11.16 

高田俊彦 生涯学習講座 2012.08.28 中野義澄 同窓会 2013.08.19 町田　基 キャンパス便り 2010.12.27 吉田政高 国際交流 2012.06.19 

髙橋長裕 インタビュー 2018.10.15 中野義澄 同窓会員経営病院紹介 2013.07.29 松井宣夫 インタビュー 2012.01.10 吉田政高 生涯学習講座 2011.12.06

高橋和久 生涯学習講座 2016.03.22 中村正明 都道府県医師対策 2010.11.12 松永正訓 オンライン書庫 2016.03.22 吉野一郎 生涯学習講座 2011.08.15

高橋和久 生涯学習講座 2013.10.01 中村眞人 生涯学習講座 2013.11.11 松原久裕 生涯学習講座 2012.11.13 吉原俊雄 病院紹介 2009.05.14  

高橋　誠 求人 2015.08.21 中谷晴昭 生涯学習講座 2015.05.07 松本　生 同窓会 2012.01.18 吉村健佑 インタビュー 2017.06.09

高橋　誠 病院紹介 2009.05.27   中山俊憲 キャンパス便り 2015.10.22 松村　凱 キャンパス便り 2014.10.24 わ 渡辺和明 病院紹介 2012.02.21

高林克日己 生涯学習講座 2015.04.17 並木隆雄 生涯学習講座 2013.10.28 三浦信之 同窓会員経営病院紹介 2012.11.13 渡辺　武 インタビュー 2012.04.25

高林克日己 キャンパス便り 2012.08.15 縄野　繁 生涯学習講座 2013.10.28  三浦信之 同窓会員経営病院紹介 2008.09.11 渡邉　哲 キャンパス便り 2012.01.10

高原善治 病院紹介 2009.10.27   に 西野　卓 オンライン書庫 2018.01.31 三浦正義 同窓会員経営病院紹介 2013.12.24 済陽高穂 生涯学習講座 2011.12.06

高見澤裕吉 生涯学習講座 2016.08.09 西野　卓 生涯学習講座 2012.04.25  三浦正義 キャンパス便り 2013.10.01 済陽高穂 生涯学習講座 2009.07.03 

滝口裕一 生涯学習講座 2009.12.02  の 野田公俊 生涯学習講座 2017.03.01 溝口史剛 生涯学習講座 2013.11.11

橘　 正道 生涯学習講座 2015.09.15 野村知弘 同窓会員経営病院紹介 2014.07.25 三束武司 インタビュー 2015.08.28

橘　 正道 インタビュー 2011.04.27 野村文夫 生涯学習講座 2015.04.17 宮崎　勝 病院紹介 2011.08.26

巽浩一郎 生涯学習講座 2018.11.16 野本正嗣 同窓会 2014.11.14 宮崎　勝 生涯学習講座 2010.06.04

巽浩一郎 生涯学習講座 2011.11.14 は 長谷　理 インタビュー 2009.12.17 宮崎　勝 生涯学習講座 2009.03.03 

田中宏一 生涯学習講座 2011.08.15 長谷川敏彦 インタビュー 2010.12.27 Mei Dong 国際交流 2012.06.19 

オ　ン　ラ　イ　ン　会　報　氏　名　索　引


