
医学部 令和3年6月1日現在

教養・医学教室大講座

所属 氏名　 フリガナ 職名

教養・数学統計学 武田　好史 タケダ　ヨシフミ 教授

教養・物理学 牧野　誠司 マキノ　セイジ 教授

教養・生物学 平井　秀一 ヒライ　シュウイチ 教授

教養・英語 廣田　麻子 ヒロタ　アサコ 教授

教養・化学 茂里　康 シゲリ　ヤスシ 教授

教養・法学 神谷　隆一 カミタニ　リュウイチ 教授

教養・哲学 竹山　重光 タケヤマ　シゲミツ 准教授

教養・物理学 藤村　寿子 フジムラ　ヒサコ 准教授

教養・心理学 石井　拓 イシイ　タク 准教授

教養・化学 多中　良栄 タナカ　ヨシエ 講師

教養・生物学 森田　強 モリタ　ツヨシ 講師

教養・統計学 田中　晴喜 タナカ　ハルヨシ 講師



基礎医学講座

所属 氏名 フリガナ 職名

解剖学第一講座 金井　克光 カナイ　ヨシミツ 教授

山本　悠太 ヤマモト　ユウタ 講師

伊藤　隆雄 イトウ　タカオ 助教

山岸　直子 ヤマギシ　ナオコ 助教

解剖学第二講座 森川　吉博 モリカワ　ヨシヒロ 教授

小森　忠祐 コモリ　タダスケ 准教授

久岡　朋子 ヒサオカ　トモコ 助教

生理学第一講座 金桶　吉起 カネオケ　ヨシキ 教授

木村　晃久 キムラ　アキヒサ 准教授

井辺　弘樹 インベ　ヒロキ 講師

堂西　倫弘 ドウニシ　トモヒロ 助教

生理学第二講座 中田　正範 ナカタ　マサノリ 教授

廣野　守俊 ヒロノ　モリトシ 准教授

宮武　由実子 ミヤタケ　ユミコ 助教

生化学講座 井原　義人 イハラ　ヨシト 教授

西辻　和親 ニシツジ　カズチカ 講師

池﨑　みどり イケザキ　ミドリ 助教

井内　陽子 イナイ　ヨウコ 助教

分子遺伝学講座 井上　德光 イノウエ　ノリミツ 教授

片山　圭一 カタヤマ　ケイイチ 准教授

日髙　義彦 ヒダカ　ヨシヒコ 講師

馬場　崇 ババ　タカシ 講師

薬理学講座 西谷　友重 ニシタニ　トモエ 教授

木口　倫一 キグチ　ノリカズ 准教授（兼）

陳　以珊 チン　イセン 講師

安田　純平 ヤスダ　ジュンペイ 助教

雑賀　史浩 サイカ　フミヒロ 助教

病理学講座 中西　雅子 ナカニシ　マサコ 講師

及川　恒輔 オイカワ　コウスケ 講師

微生物学講座 西尾（石原）　真智子 ニシオ（イシハラ）　マチコ 教授

太田　圭介 オオタ　ケイスケ 講師

坂　直樹 サカ　ナオキ 助教

法医学講座 近藤　稔和 コンドウ　トシカズ 教授

石田　裕子 イシダ　ユウコ 准教授

石上　安希子 イシガミ　アキコ 講師

野坂　みずほ ノサカ　ミズホ 講師

山本　寛記 ヤマモト　ヒロキ 助教

衛生学講座 藤吉　朗 フジヨシ　アキラ 教授

東山　綾 ヒガシヤマ　アヤ 准教授

竹村　重輝 タケムラ　シゲキ 助教

鈴木　春満 スズキ　ハルミツ 助教

公衆衛生学 牟礼　佳苗 ムレ　カナエ 准教授

西尾　信宏 ニシオ　ノブヒロ 講師



共同利用施設

所属 氏名 フリガナ 職名

RI実験施設 井原　勇人 イハラ　ハヤト 准教授

中央研究機器施設 宇都宮　洋才 ウツノミヤ　ヒロトシ 准教授

動物実験施設 磯野　協一 イソノ　キョウイチ 准教授

先端医学研究所

所属 氏名 フリガナ 職名

生体調節機構研究部 改正　恒康 カイショウ　ツネヤス 教授

佐々木　泉 ササキ　イズミ 講師

遺伝子制御学研究部 山田　源 ヤマダ　ゲン 教授

鈴木　堅太郎 スズキ　ケンタロウ 准教授

日向　泰樹 ヒュウガ　タイジュ 講師

梶岡　大暉 カジオカ　ダイキ 助教

分子病態解析研究部 橋本　真一 ハシモト　シンイチ 教授

岩淵　禎弘 イワブチ　サダヒロ 助教

今福　匡司 イマフク　タダシ 助教

地域医療支援センター

所属 氏名 フリガナ 職名

地域医療支援センター 上野　雅巳 ウエノ　マサミ 教授

北野　尚美 キタノ　ナオミ 准教授

山野　貴司 ヤマノ　タカシ 講師

教育研究開発センター

所属 氏名 フリガナ 職名

教育研究開発センター 村田　顕也 ムラタ　ケンヤ 教授

佐々木　洋子 ササキ　ヨウコ 講師

髙橋　麻衣子 タカハシ　マイコ 助教

中津川　洋平 ナカツガワ　ヨウヘイ 学長特命助教



臨床医学講座等

所属 氏名 フリガナ 職名

内科学第一講座 松岡　孝昭 マツオカ　タカアキ 教授

古田　浩人 フルタ　ヒロト 准教授

岩倉　浩 イワクラ　ヒロシ 講師

森田　修平 モリタ　シユウヘイ 講師

古川　安志 フルカワ　ヤスシ 講師

石橋　達也 イシバシ　タツヤ 講師

竹島　健 タケシマ　ケン 助教

岸本　祥平 キシモト　ショウヘイ 助教

浦木　進丞 ウラキ　シンスケ 助教

栗本　千晶 クリモト　チアキ 助教

内科学第二講座 北野　雅之 キタノ　マサユキ 教授

井口　幹崇 イグチ　ミキタカ 准教授

蘆田　玲子 アシダ　レイコ 講師

井田　良幸 イダ　ヨシユキ 講師

糸永　昌弘 イトナガ　マサヒロ 講師

山下　泰伸 ヤマシタ　ヤスノブ 講師

田村　崇 タムラ　タカシ 講師

幡丸　景一 ハタマル　ケイイチ 助教

奴田　絢也 ヌタ　ジュンヤ 助教

瀧　真也 タキ　シンヤ 助教

前島　秀哉 マエシマ　シュウヤ 助教

(地域医療支援センター地域医療学講座) 伊藤　早耶 イトウ　サヤ 助教

(地域医療支援センター地域医療学講座) 伊藤　大策 イトウ　ダイサク 助教

(地域医療支援センター地域医療学講座) 清水　遼 シミズ　リョウ 助教

(地域医療支援センター地域医療学講座) 川路　祐輝 カワジ　ユウキ 助教

(産官学連携センター・機能性医薬食品探索講座) 河野　良平 コウノ　リョウヘイ 助教

内科学第三講座 山本　信之 ヤマモト　ノブユキ 教授

中西　正典 ナカニシ　マサノリ 准教授

洪　泰浩 コウ　ヤスヒロ 准教授

赤松　弘朗 アカマツ　ヒロアキ 准教授

小澤　雄一 オザワ　ユウイチ 講師

早田　敦志 ハヤタ　アツシ 講師

徳留　なほみ トクドメ　ナホミ 助教

藤本　大智 フジモト　ダイチ 助教

寺岡　俊輔 テラオカ　シュンスケ 助教



内科学第四講座 田中　篤 タナカ　アツシ 教授

久保　隆史 クボ　タカシ 准教授

谷本　貴志 タニモト　タカシ 講師

黒井　章央 クロイ　アキオ 講師

塩野　泰紹 シオノ　ヤスツグ 講師

嶋村　邦宏 シマムラ　クニヒロ 講師

江守　裕紀 エモリ　ヒロキ 助教

柏木　学 カシワギ　マナブ 助教

高畑　昌弘 タカハタ　マサヒロ 助教

(地域医療支援センター地域医療学講座) 藤田　澄吾子 フジタ　スワコ 助教

(地域医療支援センター地域医療学講座) 和田　輝明 ワダ　テルアキ 助教

(産官学連携センター・循環器画像動態診断学講座) 穂積　健之 ホズミ　タケシ 教授

(産官学連携センター・循環器画像動態診断学講座) 竹本　和司 タケモト　カズシ 講師

腎臓内科学講座 大矢　昌樹 オオヤ　マサキ 准教授

山本　脩人 ヤマモト　シュウト 助教

矢野　卓郎 ヤノ　タクロウ 助教

田中　佑典 タナカ　ユウスケ 助教

中島　悠里 ナカシマ　ユリ 助教

東裏　將己 ヒガシウラ　マサキ 助教

血液内科学講座 園木　孝志 ソノキ　タカシ 教授

田村　志宣 タムラ　シノブ 准教授

村田　祥吾 ムラタ　ショウゴ 講師

細井　裕樹 ホソイ　ヒロキ 助教

蒸野　寿紀 ムシノ　トシキ 助教

山下　友佑 ヤマシタ　ユウスケ 助教

脳神経内科学講座 伊東　秀文 イトウ　ヒデフミ 理事

宮本　勝一 ミヤモト　カツイチ 准教授

安井　昌彰 ヤスイ　マサアキ 助教

髙　真守 コウ　ジンス 助教

阪田　麻友美 サカタ　マユミ 助教

中山　宜昭 ナカヤマ　ヨシアキ 助教

(地域医療支援センター地域医療学講座) 森　めぐみ モリ　メグミ 助教

(地域医療支援センター地域医療学講座) 堀　昂平 ホリ　コウヘイ 助教

リウマチ・膠原病科学講座 藤井　隆夫 フジイ　タカオ 教授

藏本　伸生 クラモト　ノブオ 講師

田中　克典 タナカ　カツノリ 助教

松宮　遼 マツミヤ　リョウ 助教



小児科学講座 神波　信次 コウナミ　シンジ 講師

島　友子 シマ　ユウコ 講師

末永　智浩 スエナガ　トモヒロ 講師

垣本　信幸 カキモト　ノブユキ 助教

辻本　弘 ツジモト　ヒロシ 助教

鈴木　崇之 スズキ　タカユキ 助教

田中　侑 タナカ　ユウ 助教

杉本　卓也 スギモト　タクヤ 助教

土橋　智弥 ツチハシ　トモヤ 助教

(産官学連携センター・小児成育医療支援学講座) 前田　真範 マエダ　マサノリ 助教

(産官学連携センター・小児成育医療支援学講座) 津田　祐子 ツダ　ユウコ 講師

（医療安全推進部） 田村　彰 タムラ　アキラ 講師

神経精神医学講座 辻　富基美 ツジ　トミキミ 准教授

髙橋　隼 タカハシ　シュン 講師

山本　眞弘 ヤマモト　マサヒロ 助教

山田　信一 ヤマダ　シンイチ 助教

奥平　和也 オクヒラ　カズヤ 助教

上西　優介 ウエニシ　ユウスケ 助教

喜多　彬 キタ　アキラ 助教

外科学第一講座 西村　好晴 ニシムラ　ヨシハル 教授

上松　耕太 アゲマツ　コウタ 講師

本田　賢太朗 ホンダ　ケンタロウ 講師

平井　慶充 ヒライ　ヨシミツ 講師

金子　政弘 カネコ　マサヒロ 助教

清井　めぐみ キヨイ　メグミ 助教

宮坂　美和子 ミヤサカ　ミワコ 助教

大橋　拓矢 オオハシ　タクヤ 助教

矢田　由美 ヤタ　ユミ 助教

國本　秀樹 クニモト　ヒデキ 助教

川路　万理 カワジ　マリ 助教

外科学第二講座 山上　裕機 ヤマウエ　ヒロキ 教授

川井　学 カワイ　マナブ 准教授

勝田　将裕 カツダ　マサヒロ 准教授

上野　昌樹 ウエノ　マサキ 講師

尾島　敏康 オジマ　トシヤス 講師

廣野　誠子 ヒロノ　セイコ 講師

岡田　健一 オカダ　ケンイチ 講師

宮澤　基樹 ミヤザワ　モトキ 講師

速水　晋也 ハヤミ　シンヤ 講師

早田　啓治 ハヤタ　ケイジ 講師

岩本　博光 イワモト　ヒロミツ 助教

三谷　泰之 ミタニ　ヤスユキ 助教

(産官学連携センター・腫瘍制御学講座) 松田　健司 マツダ　ケンジ 准教授



脳神経外科学講座 中尾　直之 ナカオ　ナオユキ 教授

西林　宏起 ニシバヤシ　ヒロキ 准教授

深井　順也 フカイ　ジユンヤ 准教授

北山　真理 キタヤマ　マリ 講師

八子　理恵 ヤコ　リエ 講師

石井　政道 イシイ　マサミチ 助教

中井　康雄 ナカイ　ヤスオ 助教

中西　陽子 ナカニシ　ヨウコ 助教

矢本　利一 ヤモト　トシカズ 助教

佐々木　貴浩 ササキ　タカヒロ 助教

辻　栄作 ツジ　エイサク 助教

整形外科学講座 山田　宏 ヤマダ　ヒロシ 教授

岩﨑　博 イワサキ　ヒロシ 准教授

(産官学連携推進センター・低侵襲脊椎外科手術研究開発講座) 髙見　正成 タカミ　マサナリ 准教授

(産官学連携推進センター・運動機能障害総合研究開発講座) 筒井　俊二 ツツイ　シユンジ 講師

谷口　隆哉 タニグチ　タカヤ 講師

(産官学連携推進センター・運動機能障害総合研究開発講座) 長田　圭司 ナガタ　ケイジ 講師

福井　大輔 フクイ　ダイスケ 講師

神埜　聖治 カンノ　セイジ 講師

西山　大介 ニシヤマ　ダイスケ 助教

山中　学 ヤマナカ　マナブ 助教

形成外科学講座 朝村　真一 アサムラ　シンイチ 教授

和田　仁孝 ワダ　ヨシタカ 准教授

下江　隆司 シモエ　タカシ 講師

橘　五月 タチバナ　サツキ 助教

上野　一樹 ウエノ　カズキ 助教

泌尿器科学講座 原　勲 ハラ　イサオ 教授

柑本　康夫 コウジモト　ヤスオ 准教授

吉川　和朗 キツカワ　カズロウ 講師

山下　真平 ヤマシタ　シンペイ 助教

小池　宏幸 コイケ　ヒロユキ 助教

上田　祐子 ウエダ　ユウコ 助教

村岡　聡 ムラオカ　サトシ 助教

産科・婦人科学講座 井箟　一彦 イノウ　カズヒコ 教授

八木　重孝 ヤギ　シゲタカ 講師

馬淵　泰士 マブチ　ヤスシ 講師

小林　彩 コバヤシ　アヤ 助教

野口　智子 ノグチ　トモコ 助教

八幡　環 ヤハタ　タマキ 助教

中田　久実子 ナカタ　クミコ 助教



眼科学講座 雑賀　司珠也 サイカ　シズヤ 教授

岡田　由香 オカダ　ユカ 准教授

住岡　孝吉 スミオカ　タカヨシ 准教授

石川　伸之 イシカワ　ノブユキ 講師

岩西　宏樹 イワニシ　ヒロキ 講師

髙田　幸尚 タカダ　ユキヒサ 講師

安田　慎吾 ヤスダ　シンゴ 助教

西　晃佑 ニシ　コウスケ 助教

(産官学連携センター・くろしお寄附講座) 田中　才一 タナカ　サイイチ 准教授

耳鼻咽喉科学・頭頚部外科学講座 保富　宗城 ホトミ　ムネキ 教授

大谷　真喜子 オオタニ　マキコ 講師

杉田　玄 スギタ　ゲン 講師

玉川　俊次 タマガワ　シュンジ 講師

榎本　圭佑 エノモト　ケイスケ 講師

河野　正充 コウノ　マサミツ 講師

熊代　奈央子 クマシロ　ナオコ 助教

平岡　政信 ヒラオカ　マサノブ 助教

武田　早織 タケダ　サオリ 助教

皮膚科学講座 神人　正寿 ジンニン　マサトシ 教授

山本　有紀 ヤマモト　ユキ 准教授

国本　佳代 クニモト　カヨ 講師

稲葉　豊 イナバ　ユタカ 講師

川口　亜美 カワグチ　アミ 助教

村岡　響子 ムラオカ　キョウコ 助教

鎗山　あずさ ヤリヤマ　アズサ 助教

(産官学連携センター・光学的美容皮膚科講座) 上中　智香子 ウエナカ　チカコ 講師

歯科口腔外科学講座 松村　達志 マツムラ　タツシ 教授

鈴木　滋 スズキ　シゲル 講師

岡本　健二朗 オカモト　ケンジロウ 助教

田坂　ゆかり タサカ　ユカリ 助教

放射線医学講座 園村　哲郎 ソノムラ　テツオ 教授

南口　博紀 ミナミグチ　ヒロキ 准教授

生駒　顕 イコマ　アキラ 講師

千葉　尭弘 チバ　タカヒロ 助教

小山　貴生 コヤマ　タカオ 助教

阿南　慎平 アナミ　シンペイ 助教

上硲　敦文 カミサコ　アツフミ 助教



リハビリテーション医学講座 田島　文博 タジマ　フミヒロ 教授

三上　幸夫 ミカミ　ユキオ 准教授

坂野　元彦 バンノ　モトヒコ 講師

幸田　剣 コウダ　ケン 講師

吉川　達也 ヨシカワ　タツヤ 講師

(産官学連携ｾﾝﾀｰ・地域および国際的に活躍できるリハビリテーション科医師・専門職教育研究講座) 村井　昂太 ムライ　コウタ 助教

(リハビリテーション・スポーツ・温泉医学研究所) 伊勢　真人 イセ　マサト 助教

救急・集中治療医学講座 加藤　正哉 カトウ　セイヤ 教授

上田　健太郎 ウエダ　ケンタロウ 准教授

米満　尚史 ヨネミツ　タカフミ 講師

山口　智由 ヤマグチ　トモユキ 講師

宮本　恭兵 ミヤモト　キョウヘイ 講師

石元　優々 イシモト　ユウユ 講師

那須　亨 ナス　トオル 助教

柴田　尚明 シバタ　ナオアキ 助教

川嶋　秀治 カワシマ　シュウジ 助教

中島　強 ナカシマ　ツヨシ 助教

田中　真生 タナカ　マサオウ 助教

北山　裕子 キタヤマ　ユウコ 助教

平　一裕 ヒラ　カズヒロ 助教

國立　晃成 クニタツ　コウセイ 助教

麻酔科学講座 川股　知之 カワマタ　トモユキ 教授

時永　泰行 トキナガ　ヤスユキ 講師

藤井　啓介 フジイ　ケイスケ 助教

吉田　朱里 ヨシダ　アカリ 助教

若林　美帆 ワカバヤシ　ミホ 助教

神田　佳典 カンダ　ヨシノリ 助教

山﨑　亮典 ヤマザキ　アキノリ 助教

山﨑　景子 ヤマサキ　ケイコ 助教

山﨑　美沙子 ヤマザキ　ミサコ 助教

古梅　香 コバイ　カオリ 助教

人体病理学講座 村田　晋一 ムラタ　シンイチ 教授

小島　史好 コジマ　フミヨシ 准教授

高橋　祐一 タカハシ　ユウイチ 助教

松﨑　生笛 マツザキ　イブ 助教

岩元　竜太 イワモト　リュウタ 助教

三笠　友里奈 ミカサ　ユリナ 助教

臨床検査医学講座 古田　眞智 フルタ　マチ 准教授

三和　陽子 ミワ　ヨウコ 助教



総合周産期母子医療センター 南　佐和子 ミナミ　サワコ 准教授

熊谷　健 クマガイ　タケシ 講師

利光　充彦 リコウ　ミツヒコ 助教

南條　佐輝子 ナンジョウ　サキコ 助教

(産官学連携センター・周産期医療支援学研究所) 溝口　美佳 ミゾグチ　ミカ 助教

(産官学連携センター・周産期医療支援学研究所) 太田　菜美 オオタ　ナミ 助教

腫瘍センター　　　　　　　　　　　　　　（薬物療法部門） 上田　弘樹 ウエダ　ヒロキ 准教授

　（薬物療法部門） 寺岡　俊輔 テラオカ　シュンスケ 助教

（放射線部門） 野田　泰孝 ノダ　ヤスタカ 助教

（緩和ケアセンター） 月山　淑 ツキヤマ　ヨシ 准教授

（緩和ケアセンター） 栗山　俊之 クリヤマ　トシユキ 講師

中央内視鏡部 勝田　将裕 カツダ　マサヒロ 准教授

前北　隆雄 マエキタ　タカオ 准教授

中央放射線部 佐藤　大樹 サトウ　ヒロタツ 助教

中央手術部 谷奥　匡 タニオク　タダシ 助教

平井　亜葵 ヒライ　アキ 助教

荒谷　優一 アラタニ　ユウイチ 助教

丸山　智之 マルヤマ　トモユキ 助教

病態栄養治療部 西　理宏 ニシ　マサヒロ 准教授

森田　修平 モリタ　シユウヘイ　 講師

医療安全推進部 水本　一弘 ミズモト　カズヒロ 准教授

田村　彰 タムラ　アキラ 講師

感染制御部 西尾（石原）　真智子 ニシオ（イシハラ）　マチコ 教授

小泉　祐介 コイズミ　ユウスケ 准教授

田村　志宣 タムラ　シノブ 准教授

宮本　恭兵 ミヤモト　キョウヘイ 講師

医療情報部 西川　彰則 ニシカワ　アキノリ　 准教授

臨床研究センター 山本　信之 ヤマモト　ノブユキ 教授

下川　敏雄 シモカワ　トシオ 教授

勝田　将裕 カツダ　マサヒロ 准教授

岡本　里香 オカモト　リカ 講師

（データセンター部門） 吉川　隆範 ヨシカワ　タカノリ 助教



紀北分院

所属 氏名 フリガナ 職名

紀北分院　　　　　　　　　　　　　内科 廣西　昌也 ヒロニシ　マサヤ 教授

内科 河井　伸太郎 カワイ　シンタロウ 助教

　　 　 　　　　　　　　　　　　　内科 梶本　賀義 カジモト　ヨシノリ 助教

放射線科 中井　資貴 ナカイ　モトキ 准教授

脳神経外科 大岩　美嗣 オオイワ　ヨシツグ 准教授

眼科 白井　久美 シライ　クミ 准教授

眼科 小門　正英 コカド　マサヒデ 講師

眼科 鈴木　映美 スズキ　エイミ 助教

小児科 青柳　憲幸 アオヤギ　ノリユキ 講師

整形外科 中川　幸洋 ナカガワ　ユキヒロ 教授

整形外科 寺口　真年 テラグチ　マサトシ 講師

整形外科 原田　悌志 ハラダ　テイジ 助教

整形外科 北山　啓太 キタヤマ　ケイタ 助教

整形外科 延與　良夫 エンヨ　ヨシオ 講師

リハビリテーション科 隅谷　政 スミヤ　タダシ 准教授

麻酔科 栗山　亘代 クリヤマ　ノブヨ 助教


