
各教員が有する学位（平成30年5月1日現在）

臨床医学部門

所属 職名 氏名 学位
内科学講座（消化管内科） 教授 春日井 邦夫 医学博士
内科学講座（消化管内科） 教授 佐々木 誠人 医学博士
内科学講座（消化管内科） 准教授 小笠原 尚高 医学博士
内科学講座（肝胆膵内科） 教授 米田 政志 医学博士
内科学講座（肝胆膵内科） 教授 中尾 春壽 医学博士
内科学講座（肝胆膵内科） 教授 伊藤 清顕 医学博士
内科学講座（肝胆膵内科） 講師 大橋 知彦 医学博士
内科学講座（肝胆膵内科） 助教 小林 佑次 医学博士
内科学講座（循環器内科） 教授 天野 哲也 医学博士
内科学講座（循環器内科） 教授 高島 浩明 医学博士
内科学講座（循環器内科） 准教授 加藤 勲 医学博士
内科学講座（循環器内科） 准教授 鈴木 靖司 医学博士
内科学講座（循環器内科） 講師 伊藤 良隆
内科学講座（循環器内科） 講師 櫻井 慎一郎 医学博士
内科学講座（循環器内科） 講師 岩 亨 医学博士
内科学講座（循環器内科） 助教 鈴木 昭博
内科学講座（循環器内科） 助教 渡部 篤史
内科学講座（呼吸器・アレルギー内科） 教授 山口 悦郎 医学博士
内科学講座（呼吸器・アレルギー内科） 教授 久保 昭仁 医学博士
内科学講座（呼吸器・アレルギー内科） 准教授 伊藤 理 医学博士
内科学講座（内分泌・代謝内科） 教授 高木 潤子 医学博士
内科学講座（内分泌・代謝内科） 准教授 森田 博之 医学博士
内科学講座（内分泌・代謝内科） 助教 伊藤 竜男 医学博士
内科学講座（糖尿病内科） 教授 中村 二郎 医学博士
内科学講座（糖尿病内科） 准教授 加藤 義郎 医学博士
内科学講座（糖尿病内科） 准教授 神谷 英紀 医学博士
内科学講座（糖尿病内科） 講師 近藤 正樹
内科学講座（糖尿病内科） 講師 姫野 龍仁 医学博士
内科学講座（神経内科） 教授 道勇 学 医学博士
内科学講座（神経内科） 教授 中尾 直樹 医学博士
内科学講座（神経内科） 准教授 丹羽 淳一 医学博士
内科学講座（神経内科） 准教授 岡田 洋平 医学博士
内科学講座（腎臓・リウマチ膠原病内科）教授 伊藤 恭彦 医学博士
内科学講座（腎臓・リウマチ膠原病内科）教授 坂野 章吾 医学博士
内科学講座（腎臓・リウマチ膠原病内科）講師 勝野 敬之 医学博士
内科学講座（腎臓・リウマチ膠原病内科）講師 鬼無 洋 医学博士
内科学講座（血液内科） 教授 高見 昭良 医学博士
内科学講座（血液内科） 教授 花村 一朗 医学博士
内科学講座（血液内科） 講師 渡会 雅也 医学博士
内科学講座（血液内科） 講師 山本 英督 医学博士
精神科学講座 教授 兼本 浩祐 医学博士
精神科学講座 准教授 森 康浩 医学博士
精神科学講座 准教授 大島 智弘 医学博士
精神科学講座 講師 深津 孝英 医学博士
精神科学講座 講師 加藤 悦史 医学博士
小児科学講座 教授 奥村 彰久 医学博士
小児科学講座 教授 縣 裕篤 医学博士
小児科学講座 教授 奥田 真珠美 医学博士
小児科学講座 准教授 堀 壽成 医学博士
小児科学講座 講師 下村 保人 医学博士
小児科学講座 講師 倉橋 宏和 医学博士
小児科学講座 講師 岩山 秀之 医学博士
外科学講座（消化器外科） 教授 佐野 力 医学博士
外科学講座（消化器外科） 教授 金子 健一朗 医学博士
外科学講座（消化器外科） 教授 小松 俊一郎 医学博士
外科学講座（消化器外科） 講師 石黒 成治 医学博士
外科学講座（消化器外科） 講師 齊藤 卓也 医学博士



所属 職名 氏名 学位
外科学講座（消化器外科） 講師 駒屋 憲一 医学博士
外科学講座（心臓外科） 教授 松山 克彦 医学博士
外科学講座（心臓外科） 講師 岡田 正穂 医学博士
外科学講座（心臓外科） 講師 綿貫 博隆 医学博士
外科学講座（心臓外科） 助教 杉山 佳代
外科学講座（血管外科） 教授 石橋 宏之 医学博士
外科学講座（血管外科） 准教授 山田 哲也 医学博士
外科学講座（血管外科） 助教 今枝 佑輔
外科学講座（呼吸器外科） 教授 羽生田 正行 医学博士
外科学講座（呼吸器外科） 教授 矢野 智紀 医学博士
外科学講座（呼吸器外科） 教授 沼波 宏樹 医学博士
外科学講座（乳腺・内分泌外科） 教授 中野 正吾 医学博士
外科学講座（乳腺・内分泌外科） 准教授 藤井 公人 医学博士
外科学講座（乳腺・内分泌外科） 助教 塩見 有佳子
外科学講座（乳腺・内分泌外科） 助教 髙阪 絢子
外科学講座（腎移植外科） 教授 小林 孝彰 医学博士
外科学講座（腎移植外科） 助教 松岡 裕
外科学講座（腎移植外科） 助教 堀見 孔星
脳神経外科学講座 教授 高安 正和 医学博士
脳神経外科学講座 教授 大須賀 浩二 医学博士
脳神経外科学講座 准教授 松尾 直樹 医学博士
脳神経外科学講座 准教授 上甲 眞宏 医学博士
脳神経外科学講座 助教 青山 正寛 医学博士
整形外科学講座 教授 出家 正隆 医学博士
整形外科学講座 教授 岩堀 裕介 医学博士
整形外科学講座 准教授 神谷 光広 医学博士
整形外科学講座 講師 池本 竜則 医学博士
整形外科学講座 助教 北本 和督
整形外科学講座 助教 赤尾 真知子 医学博士
整形外科学講座 助教 平澤 敦彦 医学博士
皮膚科学講座 教授 渡邉 大輔 医学博士
皮膚科学講座 准教授 大嶋 雄一郎 医学博士
皮膚科学講座 講師 岩下 宣彦 医学博士
皮膚科学講座 講師 高間 寛之 医学博士
皮膚科学講座 助教 安藤 与里子
泌尿器科学講座 教授 住友 誠 医学博士
泌尿器科学講座 准教授 中村 小源太 医学博士
泌尿器科学講座 講師 金尾 健人 医学博士
泌尿器科学講座 助教 全並 賢二 医学博士
泌尿器科学講座 助教 小林 郁生 医学博士
眼科学講座 教授 瓶井 資弘 医学博士
眼科学講座 講師 神野 安季子 医学博士
眼科学講座 助教 白木 幸彦
眼科学講座 助教 坪井 孝太郎
耳鼻咽喉科学講座 教授 植田 広海 医学博士
耳鼻咽喉科学講座 教授 小川 徹也 医学博士
耳鼻咽喉科学講座 准教授 谷川 徹 医学博士
耳鼻咽喉科学講座 准教授 内田 育恵 医学博士
耳鼻咽喉科学講座 助教 岸本 真由子
耳鼻咽喉科学講座 助教 土屋 吉正 医学博士
産婦人科学講座 教授 若槻 明彦 医学博士
産婦人科学講座 教授 篠原 康一 医学博士
産婦人科学講座 准教授 野口 靖之 医学博士
産婦人科学講座 助教 上野 大樹 医学博士
産婦人科学講座 助教 大脇 佑樹
放射線医学講座 教授 鈴木 耕次郎 医学博士
放射線医学講座 教授 森 美雅 医学博士
放射線医学講座 教授 太田 豊裕 医学博士
放射線医学講座 講師 木村 純子 医学博士
放射線医学講座 助教 泉 雄一郎 医学博士
放射線医学講座 助教 竹内 亜里紗 医学博士



所属 職名 氏名 学位
麻酔科学講座 教授 藤原 祥裕 医学博士
麻酔科学講座 教授 藤田 義人 医学博士
麻酔科学講座 准教授 佐藤 祐子 医学博士
麻酔科学講座 助教 下村 毅
麻酔科学講座 助教 橋本 篤
麻酔科学講座 助教 奥村 将年
麻酔科学講座 助教 磯部 英男


