
各教員が有する学位（令和４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） 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 伊藤　清顕 医学博士
内科学講座（肝胆膵内科） 教授 中出　幸臣 医学博士
内科学講座（肝胆膵内科） 准教授 小林　佑次 医学博士
内科学講座（肝胆膵内科） 講師 井上　匡央 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 山田　純生 医学博士
内科学講座（循環器内科） 教授 鈴木　靖司 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 中野　雄介 医学博士
内科学講座（循環器内科） 准教授 櫻井　慎一郎 医学博士
内科学講座（循環器内科） 講師 鈴木　昭博 医学博士
内科学講座（循環器内科） 助教 後藤　礼司 医学博士
内科学講座（循環器内科） 助教 大橋　寛史 医学博士
内科学講座（呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科） 教授 伊藤　理 医学博士
内科学講座（呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科） 准教授 加藤　俊夫 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（糖尿病内科） 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（糖尿病内科） 助教 三浦　絵美梨 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） 准教授 岡田　洋平 医学博士
内科学講座（神経内科） 准教授 川頭　祐一 医学博士
内科学講座（神経内科） 講師 中村　亮一 医学博士
内科学講座（腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科） 教授 石本　卓嗣 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） 准教授 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） 准教授 山本　英督 医学博士
内科学講座（血液内科） 助教 髙杉　壮一
内科学講座（血液内科） 助教 金杉　丈 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 櫻井　高太郎 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 助教 山﨑　仁美
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 准教授 堀　壽成 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
小児科学講座 講師 東　慶輝 医学博士
小児科学講座 助教 本間　仁
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 深見　保之 医学博士
外科学講座（消化器外科） 講師 齊藤　卓也 医学博士
外科学講座（消化器外科） 助教 松村　卓樹 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） 准教授 綿貫　博隆 医学博士
外科学講座（心臓外科） 講師 杉山　佳代 医学博士



所属 職名 氏名 学位
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 児玉 章朗 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 福井　高幸 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 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） 准教授 石山　宏平 医学博士
外科学講座（腎移植外科） 講師 安次嶺　聡 医学博士
脳神経外科学講座 教授 宮地　茂 医学博士
脳神経外科学講座 教授 渡邉　督 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 講師 川口 礼雄 医学博士
脳神経外科学講座 講師 青山　正寛 医学博士
整形外科学講座 教授 高橋　伸典 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 講師 赤尾　真知子 医学博士
整形外科学講座 助教 小早川　恭介
整形外科学講座 助教 平澤　敦彦 医学博士
整形外科学講座 助教 髙田　琢也
皮膚科学講座 教授 渡邉　大輔 医学博士
皮膚科学講座 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 助教 石黒　暁寛
泌尿器科学講座 教授 佐々　直人 医学博士
泌尿器科学講座 准教授 馬嶋　剛 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 助教 馬場　圭太
眼科学講座 助教 石田　雄一郎
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 教授 藤本　保志 医学博士
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 教授 内田　育恵 医学博士
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 教授 小川　徹也 医学博士
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 講師 車　哲成 医学博士
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 講師 丸尾　貴志 医学博士
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 助教 岸本　真由子
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 松下　宏 医学博士
産婦人科学講座 講師 岩﨑　愛 医学博士
産婦人科学講座 助教 守田　紀子 医学博士
産婦人科学講座 助教 石川　綾華
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 太田　豊裕 医学博士
放射線医学講座 准教授 川井　恒 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 講師 泉　雄一郎 医学博士
放射線医学講座 助教 成田　晶子 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 助教 下村　毅
総合診療医学講座 教授 前川　正人 医学博士
総合診療医学講座 教授 脇田　嘉登 医学博士
総合診療医学講座 准教授 山本　さゆり 医学博士
総合診療医学講座 准教授 宇佐美　潤 医学博士
形成外科学講座 教授 古川　洋志 医学博士
形成外科学講座 講師 梅本　泰孝
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座 教授 尾川　貴洋 医学博士
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座 助教 橋詰　玉枝子
臨床感染症学講座 教授 三鴨　廣繁 医学博士



所属 職名 氏名 学位
臨床感染症学講座 講師 浅井　信博 医学博士
臨床感染症学講座 講師 平井　潤 医学博士
病理診断学講座 教授 都築　豊徳 医学博士
病理診断学講座 准教授 高橋　恵美子 医学博士
病理診断学講座 講師 佐藤　啓 医学博士
病理診断学講座 助教 高原　大志
歯科口腔外科学講座 教授 風岡　宜暁 歯学博士
歯科口腔外科学講座 教授 各務　秀明 医学博士
歯科口腔外科学講座 講師 古橋　明文 医学博士
歯科口腔外科学講座 講師 伊藤　邦弘 医学博士


