
各教員が有する学位（令和４年５月１日現在）

附属病院

所属 職名 氏名 学位
消化管内科 准教授 舟木　康 医学博士
消化管内科 准教授 海老　正秀 医学博士
消化管内科 講師 井澤　晋也 医学博士
消化管内科 助教 田村　泰弘 医学博士
消化管内科 助教 足立　和規 医学博士
消化管内科 助教 山口　純治 医学博士
消化管内科 助教 杉山　智哉 医学博士
消化管内科 助教 鈴木　真名美
消化管内科 助教 尾関　智紀
消化管内科 助教 長尾　一寛
消化管内科 助教 山本　和弘
消化管内科 助教 高山　将旭
消化管内科 助教 越野　顕
消化管内科 助教 小野　聡
消化管内科 助教 吉峰　尚子
消化管内科 助教 加藤　駿介
消化管内科 助教 加藤　綾
消化管内科 助教 杉村　明佳音
消化管内科 助教 田代 崇
消化管内科 助教 伊藤　千晴
消化管内科 助教 大島　みど梨
消化管内科 助教 東　美佳
消化管内科 助教 三輪　峻大
肝胆膵内科 准教授 角田　圭雄 医療経営学修士，医学博士
肝胆膵内科 助教 坂本　和賢 医学博士
肝胆膵内科 助教 北野　礼奈
肝胆膵内科 助教 指宿　麻悠
肝胆膵内科 助教 木本　慧
循環器内科 准教授 安藤　博彦 医学博士
循環器内科 助教 国村 彩子 医学博士
循環器内科 助教 沢田　博章
循環器内科 助教 泉　和宏
循環器内科 助教 内藤　千裕 医学博士
循環器内科 助教 藤本　匡伸
循環器内科 助教 大西　知広
循環器内科 助教 塚本　名里子
循環器内科 助教 久野　晋平
循環器内科 助教 松尾 幸果
循環器内科 助教 渡部 圭史
循環器内科 助教 菊池　健人
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 准教授 梶川　茂久 医学博士
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 准教授 田中　博之 医学博士
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 楊　彩子
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 荻須　智之
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 片野　拓馬
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 深見 正弥
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 加藤 康孝
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 加古　瞳
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 柴田　絹子
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 天野　瞳
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 恩田　優香
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 山口　晃子
呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 助教 宮良　沙織
内分泌・代謝内科 助教 野村　由佳
内分泌・代謝内科 助教 平瀬　翔
内分泌・代謝内科 助教 羽田野　雄揮
糖尿病内科 准教授 恒川　新 医学博士
糖尿病内科 講師 森下　啓明 医学博士
糖尿病内科 助教 山田　祐一郎 医学博士
糖尿病内科 助教 加藤　誠 医学博士
糖尿病内科 助教 林　優佑
糖尿病内科 助教 茂木　幹雄 医学博士



所属 職名 氏名 学位
糖尿病内科 助教 下田　博美 医学博士
糖尿病内科 助教 浅野　紗恵子 医学博士
糖尿病内科 助教 山田　有理子
糖尿病内科 助教 松岡　実加
糖尿病内科 助教 浅野　栄水
糖尿病内科 助教 清瀬　俊樹
糖尿病内科 助教 内原 夕貴
糖尿病内科 助教 石川 舞
糖尿病内科 助教 清水　徹
糖尿病内科 助教 猪谷　淳夫
糖尿病内科 助教 木村　紀翔
糖尿病内科 助教 伊藤　彩子
神経内科 講師 福岡　敬晃 医学博士
神経内科 助教 伊藤 千弘
神経内科 助教 中川　未久
神経内科 助教 小出　弘文
神経内科 助教 鈴木　宏幸
神経内科 助教 黒田　典孝
神経内科 助教 木村　元哉
神経内科 助教 高橋　周治
神経内科 助教 植澤　森
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 准教授 野畑　宏信 医学博士
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 講師 畔柳　佳幸 医学博士
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 講師 岩垣津　志穂 医学博士
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 講師 山口　真 医学博士
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 杉山　浩一 医学博士
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 伊藤　真弓 医学博士
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 山本　理恵
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 浅井　奈央
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 北村　文也
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 越野　昌子
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 浅井　昭雅 医学博士
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 神谷　圭介
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 萩田　淳一郎
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 田上　玄理
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 野田　あゆみ
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 孫　汀 医学博士
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 西山　知江
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 神戸 崇行
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 西村　美の里
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 小笠原　和輝
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 長嶋　愛
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 小堀　ことの
腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 助教 石黒　裕季子
血液内科 准教授 水野　昌平 医学博士
血液内科 講師 堀尾　知弘 医学博士
血液内科 助教 鈴木　文乃 医学博士
血液内科 助教 松村　沙織
血液内科 助教 篠原　早紀
血液内科 助教 中野　雄太
血液内科 助教 飯田　悠介
血液内科 助教 松久　明史
精神神経科 講師 田所　ゆかり 医学博士
精神神経科 講師 河合　三穂子 医学博士
精神神経科 講師 郷治　洋子 医学博士
精神神経科 助教 佐治 木萌 医学博士
精神神経科 助教 関口　知也 医学博士
精神神経科 助教 吉田　太郎
精神神経科 助教 辻　卓真
精神神経科 助教 古川　和香奈
精神神経科 助教 藤田 貢平
精神神経科 助教 金田　晨吾
精神神経科 助教 伊藤　隆仁
精神神経科 助教 杉本 裕子
精神神経科 助教 亀井　洸介
精神神経科 助教 蜂須賀　悟



所属 職名 氏名 学位
精神神経科 助教 恩田　晃徳
精神神経科 助教 曽山　凌
精神神経科 助教 中村　謙斗
小児科 助教 森　啓充
小児科 助教 山川　紀世志
小児科 助教 宮本　亮佑 医学博士
小児科 助教 沼本　真吾
小児科 助教 中村　奈見
小児科 助教 濵田　英五
小児科 助教 髙木　みずき
小児科 助教 深津　亮平
小児科 助教 佐田　惇
小児科 助教 村瀬　博季
小児科 助教 太田　航貴
消化器外科 助教 近藤　玲美
消化器外科 助教 大澤　高陽 医学博士
消化器外科 助教 篠原　健太郎
消化器外科 助教 内野　大倫 医学博士
消化器外科 助教 安井　講平
消化器外科 助教 國友　愛奈
消化器外科 助教 鈴木　健太
消化器外科 助教 花澤　隆明
消化器外科 助教 福山　貴大
消化器外科 助教 松下　希美
消化器外科 助教 白井　信太郎
消化器外科 助教 倉橋　岳宏
心臓外科 講師 栃井　将人 医学博士
血管外科 准教授 折本　有貴 医学博士
血管外科 助教 丸山　優貴 医学博士
血管外科 助教 三岡　裕貴 医学博士
血管外科 助教 有馬　隆紘 医学博士
血管外科 助教 甲斐　貴之
呼吸器外科 助教 山地　雅之 医学博士
呼吸器外科 助教 岡本　紗和子
乳腺・内分泌外科 助教 安藤　孝人 医学博士
乳腺・内分泌外科 助教 後藤 真奈美 医学博士
乳腺・内分泌外科 助教 井戸　美来
乳腺・内分泌外科 助教 伊藤　由季絵
乳腺・内分泌外科 助教 坂野　福奈
腎移植外科 助教 雫　真人
外科 助教 今津　麟太郎
外科 助教 大堀　洋揮
脳神経外科 助教 横田　麻央
脳神経外科 助教 阿藤　文徳
整形外科 講師 山﨑　豊弘
整形外科 講師 森島　達観 医学博士
整形外科 助教 三井　裕人 医学博士
整形外科 助教 河南　勝久 医学博士
整形外科 助教 小島　昭司
整形外科 助教 山梨　裕貴
整形外科 助教 森下　侑亮
整形外科 助教 尾上　晃一
整形外科 助教 林　憲斗
皮膚科 講師 柳下　武士 医学博士
皮膚科 助教 柴田　知之
皮膚科 助教 渡辺　瞳
皮膚科 助教 坂　貴惠
皮膚科 助教 内堀　貴文 医学博士
皮膚科 助教 長谷川　あづき
皮膚科 助教 山本　泰熙
皮膚科 助教 大谷　愛美
皮膚科 助教 櫻井　琴子
皮膚科 助教 山地　沙季
泌尿器科 助教 鶴田　勝久
泌尿器科 助教 梶川　圭史 医学博士
泌尿器科 助教 川西　秀治



所属 職名 氏名 学位
泌尿器科 助教 宮地　俊希
泌尿器科 助教 佐藤　翔一
泌尿器科 助教 山際　将
泌尿器科 助教 磯貝　阿子
眼科 講師 藤田　京子 医学博士
眼科 助教 伊藤　麻耶里
眼科 助教 平井　研登
眼科 助教 山本　敬子
眼科 助教 小野　ひかり
眼科 助教 濵田　瑞綺
眼科 助教 柴田　藍
眼科 助教 馬嶋　一如
眼科 助教 梅村　享平
眼科 助教 室谷　太郎
眼科 助教 杉浦　圭治
眼科 助教 田中　智大
眼科 助教 新美　光
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 有元　真理子 医学博士
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 岡本　啓希
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 犬飼　大輔
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 山中　俊平
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 中村　宏舞
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 川出　由佳
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 楊　鈞雅
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 菅　太一 医学博士
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 浅井　久貴
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 近藤　泰
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 竹内 拓馬
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 坂倉　朋代
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 横井　宏城
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 村瀬　恵里佳
産科・婦人科 講師 森　稔高 医学博士
産科・婦人科 助教 吉田　敦美 医学博士
産科・婦人科 助教 橘　理香 医学博士
産科・婦人科 助教 齋藤　拓也 医学博士
産科・婦人科 助教 岡本　宜士
産科・婦人科 助教 清水　沙希 医学博士
産科・婦人科 助教 花井　莉菜
産科・婦人科 助教 岡本　知士
産科・婦人科 助教 森本　翔太
産科・婦人科 助教 杉山　冴子
産科・婦人科 助教 藤盛　允章
産科・婦人科 助教 藤原　聖奈
産科・婦人科 助教 杉浦　一優
産科・婦人科 助教 梶　優太
放射線科 准教授 大島　幸彦 医学博士
放射線科 講師 北川　晃 医学博士
放射線科 講師 伊藤　誠 医学博士
放射線科 助教 足達　崇
放射線科 助教 池田　秀次 医学博士
放射線科 助教 松永　望
放射線科 助教 阿部　壮一郎
放射線科 助教 山本　貴浩
放射線科 助教 山路　真也子 医学博士
放射線科 助教 岡田　浩章
放射線科 助教 浅井　あゆみ
放射線科 助教 越川　優
放射線科 助教 竹原　有美
麻酔科 助教 馮　国剛 医学博士
麻酔科 助教 奥田 尚未
麻酔科 助教 鹿田　百合
麻酔科 助教 梶浦　貴裕
麻酔科 助教 金森　春奈
麻酔科 助教 杉浦　春香
麻酔科 助教 石原　亮太
麻酔科 助教 金子　晟



所属 職名 氏名 学位
麻酔科 助教 髙橋　砂朱
麻酔科 助教 恒川　亜里紗
麻酔科 助教 鳥居　麻以
麻酔科 助教 三谷　真由
麻酔科 助教 山中　梓
麻酔科 助教 半田　愛子
麻酔科 助教 淺香　愛
麻酔科 助教 久保　慧人
総合診療科 講師 泉　順子 医学博士
総合診療科 助教 濱野　浩一 医学博士
総合診療科 助教 稲本　隼佑
総合診療科 助教 猪狩　裕紀
形成外科 助教 坪井　憲司
形成外科 助教 有沢　宏貴
形成外科 助教 早川　将史
形成外科 助教 渡邉　亮典
形成外科 助教 山本　健登
形成外科 助教 戸松 璃香
形成外科 助教 中村　万由子
形成外科 助教 森　麗佳
形成外科 助教 山形　孝介
形成外科 助教 林　正樹
形成外科 助教 吉村　淳
病理診断科 講師 大橋　明子 医学博士
病理診断科 助教 伊藤　貴至
病理診断科 助教 山本　侑季 医学博士
病理診断科 助教 谷口　奈都希 医学博士
歯科口腔外科 講師 林　富雄 医学博士
歯科口腔外科 助教 近藤　さゆり 医学博士
歯科口腔外科 助教 瀧川 友佳子
歯科口腔外科 助教 松山　怜実 医学博士
歯科口腔外科 助教 西尾 未守
歯科口腔外科 助教 岩田　侑真
歯科口腔外科 助教 加藤　三香子
歯科口腔外科 助教 恩田　真帆
眼形成・眼窩・涙道外科 教授 柿﨑　裕彦 医学博士
眼形成・眼窩・涙道外科 准教授 高橋　靖弘 医学博士
眼形成・眼窩・涙道外科 准教授 宮﨑　英隆 歯学博士
眼形成・眼窩・涙道外科 助教 河野　伸二郎
眼形成・眼窩・涙道外科 助教 横山　達郎
救命救急科 教授 武山　直志 医学博士
救命救急科 准教授 苛原　隆之 医学博士
救命救急科 講師 梶田　裕加 医学博士
救命救急科 講師 寺島　嗣明 医学博士
救命救急科 助教 湯淺　知子
救命救急科 助教 櫻井　圭祐
救命救急科 助教 渡邉　一貴
救命救急科 助教 森　久剛 医学博士
救命救急科 助教 田中　真美
救命救急科 助教 竹村　元太
救命救急科 助教 田邊　すばる
救命救急科 助教 伊佐治　泰己 医学博士
救命救急科 助教 大石　大
救命救急科 助教 加藤　浩介
救命救急科 助教 久下　祐史
救命救急科 助教 石津　啓介
睡眠科 教授 篠邉　龍二郎 医学博士
睡眠科 講師 野村　敦彦 医学博士
睡眠科 助教 眞野　まみこ 医学博士
疼痛緩和外科 准教授 新井　健一 医学博士
中央臨床検査部 教授 中山　享之 医学博士
中央臨床検査部 講師 小川　実加 医学博士
中央手術部 准教授 伊藤　洋 医学博士
救急診療部 教授 加納　秀記 医学博士
救急診療部 助教 岸野　孝昭
輸血部 教授 加藤　栄史 医学博士



所属 職名 氏名 学位
いたみｾﾝﾀｰ 助教 永井 修平
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 教授 渡辺　員支 医学博士
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 教授 山田　恭聖 医学博士
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 准教授 野口　靖之 医学博士
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 講師 垣田　博樹 医学博士
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 助教 上田　博子
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 助教 森　麻里
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 助教 竹下　覚
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 助教 浅井　貴文
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ 助教 浅井　慎平
脳卒中ｾﾝﾀｰ 教授 丹羽　淳一 医学博士
脳卒中ｾﾝﾀｰ 講師 徳井　啓介 医学博士
脳卒中ｾﾝﾀｰ 助教 安藤　宏明
臨床腫瘍ｾﾝﾀｰ 教授 三嶋　秀行 医学博士
臨床腫瘍ｾﾝﾀｰ 教授 久保　昭仁 医学博士
臨床腫瘍ｾﾝﾀｰ 教授 矢野　智紀 医学博士
臨床腫瘍ｾﾝﾀｰ 講師 岩田　崇 医学博士
臨床腫瘍ｾﾝﾀｰ 講師 村上　五月 医学博士
緩和ｹｱｾﾝﾀｰ 教授 森　直治 医学博士
脊椎脊髄ｾﾝﾀｰ 教授 原　政人 医学博士
臨床研究支援ｾﾝﾀｰ 准教授 大橋　渉 医学博士，教育学博士
先制・統合医療包括ｾﾝﾀｰ 教授 福沢　嘉孝 医学博士
栄養治療支援ｾﾝﾀｰ 助教 藤掛　彰史 医学博士
脳血管内治療ｾﾝﾀｰ 准教授 大島　共貴 医学博士
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病総合治療ｾﾝﾀｰ 教授 齋木　英資 医学博士
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病総合治療ｾﾝﾀｰ 講師 名倉　崇弘 医学博士
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病総合治療ｾﾝﾀｰ 助教 田口　宗太郎 医学博士
頭蓋底外科ｾﾝﾀｰ 准教授 岩味　健一郎 医学博士
医療安全管理室 教授 杉本　郁夫 医学博士
医療安全管理室 准教授 奥村　将年 医学博士
卒後臨床研修ｾﾝﾀｰ 講師 髙橋　美裕希 医学博士
医療情報部 教授 深津　博 医学博士


