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講座名等 分野名 講座代表 分野別責任者 担当主任 担当副主任

平田和明 教授 長岡朋人 准教授 星野敬吾 講師 水嶋崇一郎 講師 清家大樹 助教

平田和明 教授 長岡朋人 准教授 星野敬吾 講師 水嶋崇一郎 講師 清家大樹 助教

池森敦子教授 池森敦子 教授 廣井準也 准教授 右髙潤子 助教 井上一歩 助教

池森敦子教授 池森敦子 教授 廣井準也 准教授 右髙潤子 助教 井上一歩 助教

東郷建　講師 赤染康久　講師 厚地靖雄　講師

東郷建　講師 赤染康久　講師 厚地靖雄　講師

幸田和久教授 藤岡仁美講師 藤原清悦講師 黒坂光利助教 井端啓二助教

幸田和久教授 藤原清悦講師 藤岡仁美講師 黒坂光利助教 井端啓二助教

舩橋利也教授 長谷都准教授 小倉裕司講師 福島篤講師 萩原裕子助教

舩橋利也教授 長谷都准教授 小倉裕司講師 福島篤講師 萩原裕子助教

高須雄一 講師 根本幸雄 講師 晴山慎 助教

高須雄一 講師 根本幸雄 講師 晴山慎 助教

加藤智啓教授 有戸光美講師 鈴木真奈絵大学院教授 表山和樹助教 佐藤政秋助教 土屋貴大助教

加藤智啓教授 鈴木真奈絵大学院教授 有戸光美講師 表山和樹助教 佐藤政秋助教 土屋貴大助教

末松直也准教授 佐藤利行助教

末松直也准教授 佐藤利行助教

中島秀喜教授 竹村　弘 病院教授 三好　洋 講師 浅井大輔 講師

中島秀喜教授 竹村　弘 病院教授 三好　洋 講師 浅井大輔 講師

松本直樹 教授 武半優子 准教授 飯利太朗 特任教授 太田有紀　講師 大滝正訓 助教 熊井俊夫 院教授 渡辺実 院講師

松本直樹 教授 武半優子 准教授 飯利太朗 特任教授 太田有紀　講師 大滝正訓 助教 熊井俊夫 院教授 渡辺実 院講師

鈴木登教授 清水潤        准教授 藤原成芳    講師 中田なぎさ助教 村山正承助教 高井憲治　客員教授

鈴木登教授 清水潤         准教授 藤原成芳    講師 中田なぎさ助教 村山正承助教 高井憲治　客員教授

干川晶弘　准教授 野口映　助教 田島信哉　助教

干川晶弘　准教授 野口映　助教 田島信哉　助教

高木　正之教授 前田　一郎准教授 土居　正知　講師 有泉　泰　　講師 成木 佐瑛子　助教

前田　一郎准教授 土居　正知　講師 遠藤　陽　　講師 成木 佐瑛子　助教

本院 高木　正之教授 有泉　泰　　講師 遠藤　陽　　講師

東横 小泉　宏隆病院教授

西部 相田　芳夫病院教授 柳澤　信之　准教授

多摩 小池　淳樹病院教授

環境保健 髙田礼子教授 人見敏明准教授 木村美也子講師 本橋隆子助教 曹洋助教

健康増進・疫学 髙田礼子教授 人見敏明准教授 木村美也子講師 本橋隆子助教 曹洋助教

向井敏二教授 呂彩子准教授 千葉正悦特任准教授

向井敏二教授 呂彩子准教授 千葉正悦特任准教授

藤谷博人教授 谷田部かなか助教 室井良太助教

藤谷博人教授 谷田部かなか助教 室井良太助教

信岡祐彦教授 五十嵐岳助教

信岡祐彦教授 五十嵐岳助教

松田隆秀教授 家　研也講師 西迫 尚講師 土田知也助教 内藤純行助教 酒井 翼助教 廣瀬雅宣助教 横川雅敏助教

松田隆秀教授 家　研也講師 鳥飼圭人講師 西迫 尚講師

本院 中川禎介　　　特任准教授 松田隆秀教授 鳥飼圭人講師 内藤純行助教 廣瀬雅宣助教

東横

西部 内田竜二任助 吉田花圭任助

多摩 家　研也講師 小宮山純　 　特任教授 土田知也助教 大石大輔助教 酒井 翼助教 横川雅敏任助 井上陽子任助 黒須絵莉任助 伊藤絵理任助 若林佳奈任助

峯下昌道 教授 古屋直樹 講師 宮澤輝臣 特任教授 駒瀬裕子 病院教授 井上健男 准教授 西根広樹 講師 半田寛 講師 檜田直也 講師 粒来崇博講師 佐治淳子講師

木田博隆 助教 森川慶助教 岡本真理子 助教 薄場彩乃 助教 村岡弘海助教 阿座上真哉助教 柿沼一隆助教

宮澤輝臣 特任教授 西根広樹講師 峯下昌道教授 駒瀬裕子 病院教授 井上健男 准教授 半田寛 講師 古屋直樹 講師 檜田直也 講師 粒来崇博講師 佐治淳子講師

木田博隆 助教 森川慶助教 岡本真理子 助教 薄場彩乃 助教 村岡弘海助教 阿座上真哉助教 柿沼一隆助教

峯下昌道 教授 井上健男 准教授 宮澤輝臣 特任教授 西根広樹 講師 半田寛 講師 古屋直樹 講師 木田博隆 助教 森川慶助教 薄場彩乃助教 阿座上真哉助教

柿沼一隆助教

東横

西部 駒瀬裕子 病院教授 檜田直也 講師 粒来崇博講師 村岡弘海助教

多摩 佐治淳子講師 岡本真理子助教

部門名 担当員

解剖学

人体構造

平田和明教授

平田和明教授
教育

研究

機能組織 池森敦子教授
教育

研究

生物学 東郷建　講師（代）
教育

研究

生理学

統合生理

舩橋利也教授

幸田和久教授
教育

研究

細胞・器官生理 舩橋利也教授
教育

研究

物理学 高須雄一講師(代)
教育

研究

生化学

生化学

加藤智啓教授

加藤智啓教授
教育

研究

化学 末松直也准教授
教育

研究

微生物学 中島秀喜教授
教育

研究

薬理学 松本直樹教授
教育

研究

免疫学・
病害動物学

鈴木　登教授
教育

研究

研究

診断病理 高木正之教授

教育

研究

診療

予防医学 高田礼子教授 高田礼子教授
教育

研究

病理学

分子病理

高木正之教授

干川晶弘准教授
教育

法医学 向井敏二教授
教育

研究

スポーツ医学 藤谷博人教授
教育

研究

臨床検査医学 信岡祐彦教授
教育

研究

内科学

総合診療内科

田中　逸教授

松田隆秀教授

教育

研究

診療

呼吸器内科 峯下昌道教授

教育

研究

診療

本院
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講座名等 分野名 講座代表 分野別責任者 担当主任 担当副主任部門名 担当員

明石嘉浩教授 木田圭亮講師 原田智雄病院教授 原正壽病院教授 水野幸一病院教授 長田尚彦病院教授 吉田浩幸助教 戸兵雄子講師 田中修講師 宮﨑秀和講師

樋熊拓未准教授 古川俊行講師 田邉康宏講師 茶谷健一講師 松田央郎講師 米山喜平講師 徳丸睦診療助教 石橋祐記講師

出雲昌樹講師 星野景子助教 中島育太郎助教 黄世捷助教 高井学助教 高野誠助教 足利光平助教 上嶋亮助教

水越慶助教 御手洗敬信助教 奥山和明助教 出雲美佳助教 鈴木規雄助教 高木泰助教 桒田真吾助教 山田麻里可助教

貝原俊樹助教 山﨑浩史助教 佐藤如雄助教 塚原摩耶助教 笠原みづほ任助

樋熊拓未准教授 米山喜平講師 明石嘉浩教授 原正壽病院教授 長田尚彦病院教授 吉田浩幸助教 戸兵雄子講師 宮﨑秀和講師 木田圭亮講師 徳丸睦診療助教

石橋祐記講師 出雲昌樹講師 星野景子助教 中島育太郎助教 黄世捷助教 高井学助教 高野誠助教 足利光平助教

水越慶助教 上嶋亮助教 御手洗敬信助教 奥山和明助教 渡部美佳助教 鈴木規雄助教 高木泰助教 山田麻里可助教

桒田真吾助教 貝原俊樹助教 山﨑浩史助教 佐藤如雄助教 佐藤如雄助教 塚原摩耶助教 笠原みづほ任助

原田智雄病院教授 田邉康宏講師 原正壽病院教授 戸兵雄子講師 宮﨑秀和講師 石橋祐記講師 出雲昌樹講師 星野景子助教 中島育太郎助教 黄世捷助教

高野誠助教 足利光平助教 上嶋亮助教 御手洗敬信助教 奥山和明助教 渡部美佳助教 山田麻里可助教 貝原俊樹助教

佐藤如雄助教

東横 田中修講師 古川俊行講師 長田尚彦病院教授 吉田浩幸助教 徳丸睦診療助教 高木泰助教

西部 松田央郎講師 水野幸一病院教授 高井学助教 鈴木規雄助教 桒田真吾助教 笠原みづほ任助

多摩 茶谷健一講師 水越慶助教 山﨑浩史助教 塚原摩耶助教

伊東文生 教授 松永光太郎 講師 池田裕喜 講師 中原一有 講師 服部伸洋 助教 佐藤義典 助教 加藤正樹　助教

山本博幸 准教授 松本伸行 准教授 渡邊綱正 講師 山下真幸 助教 森田亮 助教 路川陽介 助教 清川博史 助教

本院 伊東文生 教授 安田宏 病院教授 松尾康正 助教 池田佳子 助教 小澤碧 助教 服部美紀 助教 得平卓也　任助 中本悠輔　任助 橋本英篤　任助 見原雄貴　任助教

東横 中嶋孝司 診療教授 黄世揚 助教 吉田良仁 助教 原雅樹 助教

西部 松田浩二 准教授 高橋秀明 講師 小澤俊一郎 助教 野口陽平 助教 北川紗里香 助教 川島亜貴世 助教

多摩 奥瀬千晃 病院教授 石郷岡晋也 助教 平石哲也 助教 中野弘康 任助 末谷敬吾 助教 森田望 助教

柴垣有吾 教授 櫻田勉 准教授 白井小百合 講師 今井直彦 講師 金城永幸  講師 松井勝臣  講師 市川大介 講師 冨永直人　講師 河原崎宏雄助教

小板橋賢一郎 助教 谷澤雅彦 助教 岡本岳史 助教 鈴木智 助教 小島茂樹 助教 上原温子 助教 瀧康洋 助教 内田大介 助教

村澤昌 助教 安藤彩美　助教 仲田真由美　任助 牧野内龍一郎　任助 小波津香織　任助 池田麻理 任助 寺下真帆　任助 佐藤陽隆 任助

藤島理恵 任助 普久原智里　任助 韓 蔚　任助 髙山卓　任助 吉田圭佑　任助 森久保悟　任助 矢萩浩一 任助 角浩史 任助

北見美穂　任助 黒屋紗也香　任助

柴垣有吾 教授 櫻田勉 准教授 白井小百合 講師 今井直彦 講師 金城永幸  講師 松井勝臣  講師 市川大介 講師 冨永直人　講師 河原崎宏雄助教 小板橋賢一郎 助教

谷澤雅彦 助教 岡本岳史 助教 鈴木智 助教 小島茂樹 助教 上原温子 助教 瀧康洋 助教 内田大介 助教 村澤昌 助教

安藤彩美　助教 仲田真由美　任助 牧野内龍一郎　任助 小波津香織　任助 池田麻理 任助 寺下真帆　任助 佐藤陽隆 任助 藤島理恵 任助

普久原智里　任助 韓 蔚　任助 髙山卓　任助 吉田圭佑　任助 森久保悟　任助 矢萩浩一 任助 角浩史 任助 北見美穂　任助

黒屋紗也香　任助

櫻田勉 准教授 今井直彦 講師 市川大介 講師 小板橋賢一郎 助教 谷澤雅彦 助教 岡本岳史 助教 鈴木智 助教 小島茂樹 助教 上原温子 助教

仲田真由美　任助 牧野内龍一郎　任助 小波津香織　任助 池田麻理 任助 寺下真帆　任助 佐藤陽隆 任助 藤島理恵 任助 普久原智里　任助

韓 蔚　任助 髙山卓　任助 吉田圭佑　任助 森久保悟　任助

東横

西部 白井小百合 講師 松井勝臣  講師 村澤昌 助教 矢萩浩一 任助

多摩 冨永直人　講師 金城永幸  講師 瀧康洋 助教 角浩史 任助 北見美穂　任助

田中逸教授 方波見卓行病院教授 太田明雄病院教授 永井義夫准教授 加藤浩之講師 浅井志高講師 石井　聡　　助教 大森慎太郎助教 佐田幸由助教

福田尚志　助教 松原史明　助教 中村祐太　助教 月山秀一　助教 酒井健輔　助教 松葉　　怜　助教 村山桂　　助教

佐々木要輔助教 中山太雅助教 五十嵐佳那助教 河津　梢　任助 久保ゆい　任助

田中逸教授 太田明雄病院教授 方波見卓行病院教授 永井義夫准教授 加藤浩之講師 浅井志高講師 石井　聡　　助教 大森慎太郎助教 佐田幸由助教

福田尚志　助教 松原史明　助教 中村祐太　助教 月山秀一　助教 酒井健輔　助教 松葉　　怜　助教 村山桂　　助教

佐々木要輔助教 中山太雅助教 五十嵐佳那助教 河津　梢　任助 久保ゆい　任助

本院 永井義夫准教授 加藤浩之講師 石井　聡　　助教 福田尚志　助教 松原史明　助教 村山桂　　助教 五十嵐佳那助教 河津　梢　任助 久保ゆい　任助

東横 太田明雄病院教授 大森慎太郎助教 松葉　　怜　助教

西部 方波見卓行病院教授 中村祐太　助教 月山秀一　助教 中山太雅助教

多摩 浅井志高講師 酒井健輔　助教

教育

本院

診療

研究

内科学 田中　逸教授

伊東文生教授

教育

研究

診療

消化器･肝臓内科

代謝･内分泌内科

腎臓･高血圧内科

循環器内科 明石嘉浩教授

教育

研究

診療

本院

柴垣有吾教授

田中逸教授

教育

研究

診療
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講座名等 分野名 講座代表 分野別責任者 担当主任 担当副主任部門名 担当員

長谷川泰弘教授 秋山久尚准教授 堀内正浩准教授 大島　淳講師 柳澤俊之講師 白石　眞講師 佐々木直助教 山田浩史講師 眞木二葉助教 清水高弘助教

伊佐早健司助教 山徳雅人助教 萩原悠太助教 桒田千尋助教 植田敏弘診療教授 高田達郎講師 臼杵乃理子助教 高石智助教

深野崇之助教 徳山承明助教 篠原健介助教 辰野健太郎助教 鈴木孝昭助教 加藤文太助教 今井健助教 赤松真志助教

濱田裕樹任助 國香尚也講師 大塚快信講師 水上平祐助教 田中成明助教

長谷川泰弘教授 白石　眞講師 秋山久尚准教授 堀内正浩准教授 大島　淳講師 柳澤俊之講師 佐々木直助教 山田浩史助教 眞木二葉助教 清水高広助教

桒田千尋助教 植田敏浩診療教授 高田達郎講師 臼杵乃理子助教 高石智助教 深野崇之助教 徳山承明助教 篠原健介助教

鈴木孝昭助教 加藤文太助教 今井健助教 鶴岡淳助教 櫻井謙三助教 森華奈子助教 鈴木祐助教 濱田裕樹任助

國香尚也講師 大塚快信講師 水上平祐助教 土屋敦史助教 加藤貴之助教 下邨華菜助教 赤松真志助教 田中成明助教

原　大祐助教

秋山久尚准教授 柳澤俊之講師 白石眞講師 山田浩史講師 佐々木直助教 眞木二葉助教 清水高弘助教 萩原悠太助教 伊佐早健司助教 山徳雅人助教

桒田千尋助教 小倉英助教

東横 植田敏浩診療教授 高田達郎講師 臼杵乃理子助教 高石智助教 深野崇之助教 徳山承明助教 篠原健介助教 辰野健太郎助教 濱田裕樹任助

西部 大島　淳講師 鈴木孝昭助教 加藤文太助教 赤松真志助教 水上平祐助教 原　大祐助教

多摩 堀内正浩准教授 櫻井謙三助教 今井健助教 篠原健介助教 森華奈子助教

三浦偉久男教授 富田直人　　准教授 佐野文明　　講師 加藤雅之　　　講師 酒井広隆　　　講師 鈴木義則　　助教 横井　聡　　　助教

三浦偉久男教授 井上靖之　　准教授 磯部泰司　　講師 松縄　学　　助教 西尾有司　　助教 上村　悠　　助教

本院 富田直人　　准教授 加藤雅之　　　講師 酒井広隆　　講師 磯部泰司　　講師 西尾有司　　助教 横井　聡　　助教

東横

西部 井上靖之　　准教授 佐野文明　　　講師 松縄　学　　助教 上村　悠　　助教

多摩

川畑仁人教授 大岡正道准教授 柴田朋彦准教授 今村愉子講師 花岡洋成講師 山崎宜興講師 鈴木豪講師 今村充講師 水島万智子助教 殿岡久美子助教

永渕裕子講師 高桑由希子助教 清川智史助教 松下広美助教 品川尚志助教 石森加奈助教 藤本久絵助教 鈴木可奈子任期付助教 石﨑克樹任期付助教

大岡正道准教授 今村充講師 柴田朋彦准教授 今村愉子講師 山崎宜興講師 鈴木豪講師 花岡洋成講師 殿岡久美子助教 水島万智子助教 高桑由希子助教

永渕裕子講師 清川智史助教 松下広美助教 品川尚志助教 石森加奈助教 藤本久絵助教 鈴木可奈子任期付助教 石﨑克樹任期付助教

本院 川畑仁人教授 山崎宜興講師 永渕裕子講師 花岡洋成講師 今村充講師 殿岡久美子助教 高桑由希子助教 清川智史助教 松下広美助教 石森加奈助教

東横 鈴木豪講師 藤本久絵助教 鈴木可奈子任期付助教 石崎克樹任期付助教

西部

多摩 柴田朋彦准教授 水島万智子助教 品川尚志助教

古茶大樹　教授 小口芳世　講師 小野和哉　特任教授 三宅誕実 講師 秋山知子　講師 櫛野宣久　助教 橋本知明 助教 立野玄一郎　助教

堀宏治　特任教授 安藤久美子　准教授 小野和哉　特任教授 長田賢一　准教授 袖長光知穂　講師 秋山知子　講師 小口芳世　講師 橋本知明 助教 櫛野宣久　助教

古茶大樹　教授 秋山知子　講師 堀宏治　特任教授 小野和哉　特任教授 安藤久美子　准教授 長田賢一　准教授 袖長光知穂　講師 橋本知明 助教 櫛野宣久 助教

勝村恭子　任助 渡邉亮　任助 井本万里子　任助 伊東孝滋　任助

東横

西部 長谷川浩　講師 渡邉高志 助教

多摩 阿部大樹　任助

山本　仁教授 曽根田瞬講師 長江千愛講師 水野将徳助教 中村幸嗣助教 慶野大助教 松岡明希菜助教 宇田川紀子助教 新井奈津子助教 足利朋子助教

森　鉄也准教授 麻生健太郎准教授 勝田友博講師 水野将徳助教 中村幸嗣助教 慶野大助教 松岡明希菜助教 宇田川紀子助教 新井奈津子助教 足利朋子助教

本院 山本　仁教授 森鉄也准教授 右田王介講師 水野将徳助教 中村幸嗣助教 慶野大助教 松岡明希菜助教 宇田川紀子助教 新井奈津子助教 足利朋子助教

東横

西部 瀧　正志特任教授 栗原八千代助教 橋本修二助教 新谷亮助教 小林久志助教 森美佳助教

多摩 宮本雄策講師 大山亮助教 山本寿子助教 升森智香子助教 宮地悠輔助教

北東功准教授 伊東祐順助教 鈴木真波助教 桜井研三助教 廣瀬あかね助教 中野茉莉恵助教 砂田美希任助

伊東祐順助教 鈴木真波助教 桜井研三助教 廣瀬あかね助教 中野茉莉恵助教 砂田美希任助

本院 北東功准教授 伊東祐順助教 鈴木真波助教 桜井研三助教 廣瀬あかね助教 中野茉莉恵助教 砂田美希任助

東横

西部 置塩英美助教 井上瑶子助教 森内　巧助教 木谷好希任助

多摩

内科学 田中　逸教授

血液･腫瘍内科

神経精神科学

神経内科 長谷川泰弘教授

教育

研究

診療

本院

三浦偉久男教授

教育

研究

診療

ﾘｳﾏﾁ･膠原病･
　　　ｱﾚﾙｷﾞｰ内科

川畑仁人教授

教育

研究

診療

古茶　大樹教授

教育

研究

診療

本院

小児科学

小児科

山本　仁教授

山本仁教授

教育

研究

診療

新生児 北東功准教授

教育

研究

診療
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講座名等 分野名 講座代表 分野別責任者 担当主任 担当副主任部門名 担当員

大坪毅人 教授 朝野隆之　講師 嶋田仁　　助教　 佐々木奈津子 助教 星野博之　 助教

牧角良二　准教授 榎本武治　　講師 小林慎二郎講師 瀬上航平 助教 根岸宏行 　助教

民上真也　准教授 小泉　哲　　　講師 片山真史助教 福岡麻子 助教 松森智子　 助教 岸　龍一 助教 土橋篤仁助教 鈴木卓也　任助 大坪莞爾　任助 加藤宗次郎　任助

高城伸平　任助

東横 宮島伸宜 　教授 古畑智久　教授 磯貝晶子 講師 佐々木貴浩 講師 野田顕義 助教 浜辺太郎　　助教 小野龍宣助教 丹波和也　助教

西部 國場幸均　 教授 田中圭一　 講師 佐治攻 助教 小林博通　 助教 大島隆一 　助教 伊藤弘昭　助教 真船太一　　助教 菊池悠輔 助教 久恒靖人助教

多摩 朝倉武士 　教授 四万村司　 講師 石井将光助教 佐々木大祐 助教 森修三 　助教 土屋淳一 　　助教 小倉佑太　　助教

宮入　剛教授 西巻博病院教授 近田正英准教授 谷川和好講師 千葉　清講師 永田徳一郎講師 大野　真助教 小野裕國助教 桜井祐加助教 鈴木寛俊助教

宮入　剛教授 近田正英准教授 谷川和好講師 千葉　清講師 永田徳一郎講師 大野　真助教 小野裕國助教 桜井祐加助教 鈴木寛俊助教 北　翔太助教

本院 西巻博病院教授 近田正英准教授 宮入　剛教授 谷川和好講師 千葉　清講師 大野　真助教 小野裕國助教 桜井祐加助教 鈴木寛俊助教 北　翔太助教

東横

西部 小林俊也准教授 盧　大潤助教

多摩

佐治　久　准教授 丸島秀樹 講師 脇山　洋一　任助

丸島秀樹講師 佐治　久　准教授 脇山　洋一　任助

本院 佐治　久　准教授 丸島秀樹 講師 脇山　洋一　任助

東横

西部

多摩

北川博昭 教授 古田繁行 准教授 川瀬弘一 病院教授 脇坂宗親 准教授 辻志穂 助教 長江秀樹 助教 大山慧 助教 田中邦英 助教 大林樹真 助教

北川博昭 教授 川瀬弘一 病院教授 脇坂宗親 准教授 古田繁行 准教授 辻志穂 助教 長江秀樹 助教 大山慧 助教 田中邦英 助教 大林樹真 助教

本院 古田繁行 准教授 長江秀樹 助教 北川博昭 教授 田中邦英 助教 大林樹真 助教

東横

西部 脇坂宗親 准教授 大山慧 助教

多摩 辻志穂 助教

津川浩一郎教授 首藤昭彦病院教授 川本久紀准教授 小島康幸講師 志茂新助教 本吉愛助教 岩谷胤生助教 上島知子助教 志茂彩華助教 田雜瑞穂任助

小島康幸講師 津川浩一郎教授 志茂新助教 本吉愛助教 岩谷胤生助教 志茂彩華助教 大井涼子助教 敦賀智子助教 土屋聖子助教

本院 津川浩一郎教授 小島康幸講師 志茂新助教 本吉愛助教 岩谷胤生助教 上島知子助教 志茂彩華助教 大井涼子助教 敦賀智子助教 島あや任助

東横

西部 矢吹由香里講師

多摩 黒田貴子助教

B＆Ｉ 首藤昭彦病院教授 川本久紀准教授 白英助教

田中雄一郎教授 太組一朗准教授 長島梧郎病院教授 榊原陽太郎准教授 大塩恒太郎准教授 小野元准教授 森嶋啓之講師 中村歩希講師 伊藤英道講師 吉田泰之講師

高砂浩史講師 小野寺英孝助教 中山博文助教 松森隆史助教 和久井大輔助教 内田将司助教 小林敦助教 池田哲也任助

川口公悠樹任助

田中雄一郎教授 大塩恒太郎准教授 長島梧郎病院教授 榊原陽太郎准教授 太組一朗准教授 小野元准教授 森嶋啓之講師 中村歩希講師 伊藤英道講師 吉田泰之講師

高砂浩史講師 小野寺英孝助教 中山博文助教 松森隆史助教 和久井大輔助教 内田将司助教 小林敦助教 池田哲也任助

川口公悠樹任助

本院 大塩恒太郎准教授 田中雄一郎教授 太組一朗准教授 伊藤英道講師 高砂浩史講師 松森隆史助教 内田将司助教 小林敦助教 池田哲也任助

東横 小野元准教授 吉田泰之講師

西部 榊原陽太郎准教授 中村歩希講師 小野寺英孝講師 和久井大輔助教 川口公悠樹任助

多摩 長島梧郎病院教授 森嶋啓之講師 中山博文助教

外科学 大坪毅人教授

消化器・一般外科 大坪毅人教授

教育

研究

診療

本院

心臓血管外科 宮入　剛教授

教育

研究

診療

呼吸器外科 大坪毅人教授

教育

研究

診療

小児外科 北川博昭教授

教育

研究

診療

乳腺・内分泌外科 津川浩一郎教授

教育

研究

診療

脳神経科学

脳外科一般

田中雄一郎教授 田中雄一郎教授

教育

研究

脳卒中 診療
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講座名等 分野名 講座代表 分野別責任者 担当主任 担当副主任部門名 担当員

仁木久照 教授 赤澤　努 病院教授 松下和彦 病院教授 原口直樹 病院教授 大沼弘幸 講師 鳥居良昭 講師 村上賢一 講師 植原健二 助教 秋山 唯 助教 三井寛之 助教

梅原 亮 助教 黒屋進吾 助教 小泉英樹 助教 皆川直毅 助教 石森光一 助教 浅野孝太 助教 西村　敏 助教 軽辺朋子 助教

大橋優子 助教 大野真弘 助教 工藤貴章 助教 嶋﨑孝輔 助教 白石七彩 任助

仁木久照 教授 平野貴章 准教授 山本豪明 講師 武居 功 助教 藤井厚司 助教 上野 純 助教 木城 智 助教 遠藤 渉 助教 飯沼雅央 助教 小山亮太 助教

吉田篤弘 助教 白土崇輝 助教 小野瀬喜道 助教 内野　彩　助教 葛西 亨 任助 加納洋輔 任助

鳥居良昭 講師 赤澤　努 病院教授 平野貴章 准教授 山本豪明 講師 村上賢一 講師 植原健二 助教 秋山 唯 助教 三井寛之 助教 梅原 亮 助教

木城 智 助教 遠藤 渉 助教 飯沼雅央 助教 浅野孝太 助教 小泉英樹 助教 小山亮太 助教 皆川直毅 助教 西村　敏 助教

軽辺朋子 助教 大橋優子 助教 大野真弘 助教 工藤貴章 助教 嶋﨑孝輔 助教 加納洋輔 任助 白石七彩 任助

東横

西部 原口直樹 病院教授 武居　功 助教 上野 純 助教 白土崇輝 助教 吉田篤弘 助教 葛西 亨 任助

多摩 松下和彦 病院教授 大沼弘幸 講師 藤井厚司 助教 石森光一 助教 黒屋進吾 助教 小野瀬喜道 助教 内野　彩　助教

梶川明義教授 舘下 亨 講師 菅谷文人 講師 田邊雅祥 助教 岩本承豪 助教 林 京子 助教 関 征央 助教 髙田女里 助教 恩田慶子任助

友近真世任助 神川真由子任助 沖野照仁任助

相原正記病院教授 舘下 亨 講師 菅谷文人 講師 田邊雅祥 助教 岩本承豪 助教 林 京子 助教 関 征央 助教 髙田女里 助教 恩田慶子任助

友近真世任助 神川真由子任助 沖野照仁任助

本院 梶川明義教授 相原正記病院教授 菅谷文人 講師 林 京子 助教 関 征央 助教 高田女里助教 恩田慶子任助 友近真世任助 神川真由子任助 沖野照仁任助

東横

西部 田邊雅祥 助教 岩本承豪 助教

多摩 舘下亨 講師

門野岳史教授 川上民裕准教授 竹内そら助教 久保　悠助教 武藤真悠子助教 北澤智子助教 白土麻澄助教 大橋洋之助教 加藤あずさ助教 橋本悠季任助

松浦佳奈任助 黒田瑛理任助 宮野　薫任助 森野　幸任助 小野田慶子任助 三石修平任助 安藤南任助

川上民裕准教授 村上富美子准教授 竹内そら助教 岡野達郎助教 松浦哲彦助教 大塚陽子助教 下坂玲郁子助教 武内聡美任助 松本幸男任助

門野岳史教授 久保　悠助教 武藤真悠子助教 岡野達郎助教 北澤智子助教 大橋洋之助教 加藤あずさ助教 大塚陽子助教 下坂玲郁子助教

橋本悠季任助 黒田瑛理任助 武内聡美任助 松本幸男任助 小野田慶子任助 三石修平任助 安藤南任助

東横

西部 村上富美子准教授 白土麻澄助教 松浦佳奈任助 宮野　薫任助

多摩 松浦哲彦助教 森野　幸任助

力石辰也教授 佐々木准教授 勝岡由一助教 西　智弘助教 青木直人任助 薄場　渉任助 佐藤好嗣任助 與座　直人任助

佐々木秀郎准教授 中澤龍斗講師 松村かおり任助

本院 力石辰也教授 丸井祐二病院教授 佐々木秀郎准教授 中澤龍斗講師 勝岡由一助教 西　智弘助教 青木直人任助 松村かおり任助 佐藤好嗣任助 與座　直人任助

東横

西部 北島和樹助教 蜂須賀　智助教 藤本瑛介助教

多摩 吉岡まき助教 相田紘一朗助教 栗原　毅助教

鈴木 直 教授 五十嵐 豪 講師 大原 樹 講師 出浦伊万里 講師 近藤春裕 助教 久慈志保 助教 吉岡 範人 助教 三浦　彩子 助教

鈴木 直 教授 長谷川潤一 准教授 五十嵐 豪 講師 高江 正道 講師 杉下 陽堂 助教 黄 志芳 助教

長谷川潤一 准教授 大原 樹 講師 五十嵐 豪 講師 高江 正道 講師 出浦伊万里 講師 中村 真 助教

近藤 春裕 助教 津田 千春 助教 久慈 志保 助教 洞下 由記 助教 吉岡 範人 助教 杉下 陽堂 助教 倉﨑昭子 助教

三浦　彩子 助教 山中弘之 助教 永澤 侑子 助教 澤田 紫乃 助教 鈴木 由妃 助教 上嶋佳織 助教 今井 悠 助教

阿部 佳織 任助 今井 悠 任助 本間　千夏 任助 白石絵莉子 任助 佐々木貴充 任助

東横

西部 田村 みどり 准教授 飯田 智博 講師 細沼　信示 助教 横道 憲幸 助教 岡本美穂 助教 竹内 淳 助教 阿部恭子 助教 赤間 孝洋 任助

多摩 大熊 克彰 講師 近藤　亜未 助教 岩端 秀之 助教

整形外科学 仁木久照教授

教育

研究

診療

本院

形成外科学 梶川明義教授

教育

研究

診療

教育

研究

診療

本院

鈴木　直教授

教育

研究

診療

鈴木　直教授産婦人科学

産科

皮膚科学 門野岳史教授

腎泌尿器外科学 加藤智啓教授

教育

研究

診療

本院

婦人科
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講座名等 分野名 講座代表 分野別責任者 担当主任 担当副主任部門名 担当員

高木 均 教授 徳田直人 講師 北岡康史准教授 荒川明准教授 向後二郎講師 松澤亜紀子講師 林泰博助教 熊谷悠太助教 塩野　陽助教 海老原紘子助教

小島香助教 金成真由助教 河野友里助教 佐々木寛季助教 佐瀬佳奈助教 中村芽衣子助教 松原彩来助教 松村綾子助教

末永華子助教 畑　真由美任助 塚本彩香任助 伊藤由香里任助 戸部洋佑任助 山田瑛子任助 豊田泰大任助 大坪瑞季任助

原飛鳥任助 山田雄介任助

北岡康史 准教授 向後二郎講師 高木　均教授 荒川明准教授 徳田直人講師 松澤亜紀子講師 林泰博助教 熊谷悠太助教 塩野　陽助教 海老原紘子助教

小島香助教 金成真由助教 河野友里助教 佐々木寛季助教 佐瀬佳奈助教 中村芽衣子助教 松原彩来助教 松村綾子助教

末永華子助教 畑　真由美任助 塚本彩香任助 伊藤由香里任助 戸部洋佑任助 山田瑛子任助 豊田泰大任助 大坪瑞季任助

原飛鳥任助 山田雄介任助

高木 均　教授 向後二郎講師 北岡康史准教授 徳田直人講師 塩野　陽助教 海老原紘子助教 小島香助教 中村芽衣子助教 佐々木寛季助教 佐瀬佳奈助教

畑　真由美任助 塚本彩香任助 豊田泰大任助 大坪瑞季任助 原飛鳥任助 山田雄介任助

東横

西部 荒川明准教授 熊谷悠太助教 河野友里助教 松原彩来助教 末永華子助教 松村綾子助教 山田瑛子任助

多摩 松澤亜紀子 講師 林泰博助教 金成真由助教 伊藤由香里任助 戸部洋佑任助

肥塚　泉教授 岡田智幸准教授 晝間　清准教授 谷口雄一郎准教授 宮本康裕講師 赤澤吉弘講師 春日井滋講師 中村　学助教 三上公志助教 齋藤善光助教

藤田聡子助教 鈴木　香助教 明石愛美助教 井戸光次朗助教 神川文彰任助 多村悠紀任助 赤羽邦彬任助 久保佑介任助

藤井正文任助 堀江怜央任助 森田　翔任助

谷口雄一郎准教授 晝間　清准教授 肥塚　泉教授 岡田智幸准教授 宮本康裕講師 赤澤吉弘講師 春日井滋講師 中村　学助教 三上公志助教 齋藤善光助教

藤田聡子助教 鈴木　香助教 明石愛美助教 井戸光次朗助教 神川文彰任助 多村悠紀任助 赤羽邦彬任助 久保佑介任助

藤井正文任助 堀江怜央任助 森田　翔任助

肥塚　泉教授 谷口雄一郎准教授 宮本康裕講師 赤澤吉弘講師 春日井滋講師 三上公志助教 齋藤善光助教 藤田聡子助教 鈴木　香助教 明石愛美助教

神川文彰任助 多村悠紀任助 赤羽邦彬任助 藤井正文任助 森田　翔任助

東横

西部 岡田智幸准教授 中村　学助教 久保佑介任助

多摩 晝間　清准教授 井戸光次朗助教 堀井怜央任助

三村秀文 教授 中村尚生 講師 橘川 薫 講師 小川　普久 講師 森本　毅 講師

松岡　伸 准教授 橘川 薫 講師 中村尚生 講師 小川　普久 講師 森本　毅 講師

三村秀文 教授 松岡　伸 准教授 橘川 薫 講師 中村尚生 講師 小川　普久 講師 森本　毅 講師 森谷淳二 助教 藤川あつ子 助教 池田裕隆 助教

橋本一樹 助教 松下彰一郎 助教 和田慎二 助教 大出　創 助教 大森淳二 任期付助教 伊良波朝敬 任期付助教 細井康太郎 任期付助教 宮内亮輔 任期付助教

中井義知 任期付助教

東横 北中　ゆき 助教

西部 山田隆之 病院教授 八木橋国博 准教授 熊野玲子 助教 昆　祐理 助教 宮川天志 助教 島　望 任期付助教

多摩 宮川国久 講師 原口貴史 助教 猿谷真二 助教 蛭間弘光 任期付助教 森山貴文 任期付助教

B＆Ｉ 印牧義英 講師 上島　巌 助教 杉村友理 任期付助教

五味弘道特任教授 岡田幸法助教

阿部達之准教授 篠崎美緒 助教

五味弘道特任教授 阿部達之准教授 篠崎美緒 助教 岡田幸法助教 小林真梨子任期付助教

東横

西部

多摩

B＆Ｉ

井上莊一郎 教授 日野博文　准教授 升森　泰　　助教 横塚牧人　助教 土居朗子　助教 中山知沙香助教 小林由紀　助教

日野博文 准教授 小幡由美　講師 内田和秀　講師

本院 井上莊一郎 教授 坂本三樹　准教授 小幡由美　講師 升森泰 助教 横塚牧人　助教 土居朗子 助教 中山知沙香助教 小林由紀　助教 染村　悠　　任助

東横 関一平病院教授 伊藤宏之　助教 内村彩子 助教

西部 永納和子　特任教授 川名由樹　助教 永田美和 助教 荒尾正亨　助教 宮川秀俊　助教 小林博之　任助

多摩 舘田武志　特任教授 赤坂徳子　助教 矢郷泰子　助教 加藤篤子　助教

放射線治療 五味弘道特任教授

教育

研究

診療

本院

放射線医学 三村秀文教授

眼科学 高木　均教授

教育

研究

診療

本院

耳鼻咽喉科学 肥塚　泉教授

教育

研究

診療

本院

画像診断・IVR 三村秀文教授

教育

研究

診療

本院

麻酔学 井上荘一郎教授

教育

研究

診療
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講座名等 分野名 講座代表 分野別責任者 担当主任 担当副主任部門名 担当員

藤谷茂樹 教授 下澤信彦 講師 桝井良裕 准教授 吉田 徹 准教授 田中 拓 講師 松本純一 講師 北野夕佳 助教 永冨彰仁 助教 藤井修一 助教 高松由佳 助教

平 泰彦 教授 森澤健一郎 講師 内藤貴基 助教 田北無門 助教 菅原誠太郎 助教 川口剛史 助教 岡本賢太郎 助教 森川大樹 助教 吉田英樹 助教 井桁龍平 助教

福田俊輔 任助 栗栖美由希 任助

平 泰彦 教授 松本純一 講師 田中 拓 講師 尾崎将之 助教 若竹春明 助教 野村 悠 助教 遠藤拓郎 助教 内藤貴基 助教 平間千絵 助教 津久田純平 助教

森澤健一郎 講師 濱口真吾 講師 谷井梨美 助教 堤　 健 助教 吉田 稔 助教 石井賢二 任助 岩田耕生 任助 三上翔平 任助 福田俊輔 任助

岩井俊介 任助 金光陽子 任助 池田菜央 任助 森内麻美 任助 清水剛治 診助 箕浦安祐 診助

藤谷茂樹 教授 下澤信彦 講師 森澤健一郎 講師 松本純一 講師 濱口真吾 講師 遠藤拓郎 助教 藤井修一 助教 内藤貴基 助教 菅原誠太郎 助教 津久田純平 助教

川口剛史 助教 岡本賢太郎 助教 森川大樹 助教 井桁龍平 助教 吉田英樹 助教 谷井梨美 助教 福田俊輔 任助 石井賢二 任助

岩田耕生 任助 清水剛治 診助 箕浦安祐 診助

桝井良裕 准教授 吉田 徹 准教授 北野夕佳 助教 尾崎将之 助教 若竹春明 助教 永冨彰仁 助教 田北無門 助教 堤　 健 助教 吉田 稔 助教 三上翔平 任助

栗栖美由希 任助 梛野尚人 任助 岩井俊介 任助 金光陽子 任助 池田菜央 任助 森内麻美 任助

多摩 田中 拓 講師 野村 悠 助教 高松由佳 助教 平間千絵 助教

中島貴子教授 砂川優准教授 津田享志講師 小倉孝氏講師 伊澤直樹講師 水上拓郎講師 平川麻美助教 堀江良樹助教 土井綾子助教

中島貴子教授　 砂川優准教授 伊澤直樹講師 水上拓郎講師

本院 伊澤直樹講師 中島貴子教授 砂川優准教授 小倉孝氏講師 伊澤直樹講師 水上拓郎講師 平川麻美助教 堀江良樹助教 土井綾子助教

東横 小倉孝氏講師

西部

多摩 津田享志講師

B＆Ｉ

國島 広之教授 山崎行敬助教

國島 広之教授

本院 山崎行敬助教

東横

西部

多摩

小田武彦特任教授

小田武彦特任教授

成田早苗 教授 内藤麻緒 准教授 宮越智子講師 豊田春賀助教

内藤麻緒 准教授 成田早苗 教授 宮越智子講師 豊田春賀助教

伊野美幸教授 望月 篤講師 田嶋ティナ宏子　　特任教授

伊野美幸教授 望月 篤講師 田嶋ティナ宏子　　特任教授

井上永介　教授 上野 隆彦 講師 髙橋政樹　任期付助教

井上永介　教授 上野 隆彦 講師 髙橋政樹　任期付助教

平 泰彦 教授

救急医学 藤谷茂樹 教授

教育

研究

診療

本院

西部

藤谷茂樹 教授

臨床腫瘍学 中島貴子教授

教育

研究

診療

感染症学 國島広之 教授

教育

研究

診療

医学教育
文化部門

人文・社会科学

成田早苗教授

小田武彦特任教
授

教育

研究

語学系 成田早苗教授
教育

研究

医学教育研究 伊野美幸教授
教育

研究

医学統計学 井上永介教授
教育

研究


