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Best Teacher ’s Award 及び Best Tutor’s Award 受賞者 

※Best Tutor’s Award については、2017 年度から設立 

 

 

●2022 年度（受賞者発表及び受賞講演：教授総会懇談会 2023.4.19） 

１）Best Teacher’s Award 

氏名 職位 所属 

柳下  祥 講師 疾患生命工学センター 構造生理学部門 

高木 大資 講師 保健社会行動学 

保科 克行 准教授 血管外科 

 

２）Best Tutor’s Award 

氏名 職位 所属 

朝元 雅明 講師 麻酔科・痛みセンター 

 

 

●2021 年度（受賞者発表及び受賞者からの挨拶：教授総会 2022.4.20） 

１）Best Teacher’s Award 

氏名 職位 所属 

阿部 浩幸 講師 人体病理学・病理診断学 

西 大輔 准教授 精神保健学 

藤原 清香 講師 リハビリテーション部 

 

２）Best Tutor’s Award 

氏名 職位 所属 

新田 剛 准教授 免疫学 
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●2020 年度（受賞者発表及び受賞者からの挨拶：教授総会 2021.4.21） 

１）Best Teacher’s Award 

氏名 職位 所属 

田中 輝幸 准教授 発達医科学 

山本 林 講師 分子生物学 

髙橋 恵生 助教 MD研究者育成プログラム室 

 

２）Best Tutor’s Award 

氏名 職位 所属 

奥川 周 准教授 生体防御感染症学 

 

 

●2019 年度 （新型コロナウイルス感染症拡大防止のため授賞式中止） 

１）Best Teacher’s Award 

氏名 職位 所属 

甲賀 かをり 准教授 女性診療科・産科 

佐藤 伊織 講師 家族看護学 

 

２）Best Tutor’s Award 

氏名 職位 所属 

近藤 健二 准教授 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

 

 

●平成 30（2018）年度 （授賞式：H31.4.24） 

１）Best Teacher’s Award 

氏名 職位 所属 

庄田 宏文 講師 アレルギー・リウマチ内科 

平田 康隆 准教授 心臓外科 

菅谷 佑樹 助教 MD研究者育成プログラム 

冨尾 淳 講師 公衆衛生学 

 

２）Best Tutor’s Award 

氏名 職位 所属 

神出 誠一郎 准教授 精神神経科 
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●平成 29（2017）年度 （授賞式：H30.4.25） 

１）Best Teacher’s Award 

氏名 職位 所属 

岡本 耕 助教 感染症内科 

中澤 栄輔 講師 医療倫理学 

似鳥 純一 助教 呼吸器外科 

 

２）Best Tutor’s Award 

氏名 職位 所属 

細谷 紀子 講師 放射線分子医学部門 

 

 

●平成 28（2016）年度 （授賞式：H29.4.26） 

氏名 職位 所属 

岩﨑 真一 准教授 耳鼻咽喉科 

仲上 豪二朗 准教授 健康総合科学科 老年看護学 

高橋 倫子 講師 疾患生命工学センター 構造生理学部門 

本田 郁子 助教 MD 研究者育成プログラム室 

 

 

●平成 27（2015）年度 （授賞式：H28.4.20） 

氏名 職位 所属 

近藤 尚己 准教授 保健社会学 

 

 

●平成 26（2014）年度 （授賞式：H27.4.8） 

氏名 職位 所属 

野村 幸世 准教授 胃・食道外科、乳腺・内分泌外科 

松﨑 政代 講師 母性看護学・助産学 

下澤 達雄 講師 検査部 

 

 

●平成 25（2013）年度 （授賞式：H26.4.9） 

氏名 職位 所属 

神野 茂樹 准教授 分子生物学 

近藤 伸介 助教 精神神経科 

小西 祥子 助教 人類生態学 
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●平成 24（2012）年度 （授賞式：H25.4.24） 

氏名 職位 所属 

宮本 有紀 講師 精神衛生・看護学 

山口 泰弘 講師 老年病科 

 

 

●平成 23（2011）年度 （授賞式：H24.4.25） 

氏名 職位 所属 

土井 研人 特任助教 腎臓・内分泌内科、集中治療部 

細谷 紀子 講師 疾患生命工学センター 放射線分子医学部門 

狩野 光伸 講師 MD 研究者育成プログラム室 

児玉 聡 講師 医療倫理学 

 

 

●平成 22（2010）年度 （授賞式：H23.5.25） 

氏名 職位 所属 

藤乗 嗣泰 講師 腎臓・内分泌内科 

錦織 宏 講師 医学教育国際協力研究センター 

龍野 桂太 助教 感染制御学 

 

 

●平成 21（2009）年度 （授賞式：H22.3.3） 

氏名 職位 所属 

塚本 和久 講師 糖尿病・代謝内科 

西垣 昌和 助教 成人看護学 

山田 秀臣 助教 腎臓・内分泌内科 

 

 

●平成 18（2006）年度 （授賞式：H20.1.23） 

氏名 職位 所属 

平橋 淳一 助教 腎臓・内分泌内科 

大石 展也 講師 呼吸器内科 

三崎 義堅 講師 アレルギー・リウマチ内科 
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●平成 15（2003）年度 （授賞式：H16.3.24） 

氏名 職位 所属 

横溝 岳彦 助教授 細胞情報学 

谷口 茂夫 講師 腎臓・内分泌内科 

中島 淳 助教授 呼吸器外科 

大滝 純司 助教授 医学教育国際協力研究センター 

 

 

●平成 13（2001）年度 （授賞式：H14.3.27） 

氏名 職位 所属 

中田 隆夫 助教授 細胞生物学、解剖学 

門脇 孝 助教授 糖尿病・代謝内科 

坂本 哲也 助教授 救急部 

吉栖 正生 講師 老年病科 

 


