
2019年度

科目名 配当学年 必修・選択 単位数 担当教員及び実務経験 実務経験と授業内容の関連

臨床医学Ⅰ 3 必修 26 下表参照
本学附属病院等における勤務経験を
活かし、授業を行う。

臨床医学Ⅱ 4 必修 14 下表参照
本学附属病院等における勤務経験を
活かし、授業を行う。

臨床医学Ⅴ 6 必修 6 下表参照
本学附属病院等における勤務経験を
活かし、授業を行う。

科目数 単位数

3 46

実務経験のある教員による授業科目一覧
医学部医学科

合計
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実務経験のある教員による授業科目
担当教員名及び所属診療科（実務経験）一覧

科目名 教員名
所属診療科

（当該診療科において実務経験がある）

臨床医学Ⅰ 松林 純 病理診断科（人体病理学）
臨床医学Ⅰ 長尾 俊孝 病理診断科（人体病理学）
臨床医学Ⅰ 太原 恒一郎 リウマチ・膠原病内科
臨床医学Ⅰ 沢田 哲治 リウマチ・膠原病内科
臨床医学Ⅰ 林 映 リウマチ・膠原病内科
臨床医学Ⅰ 上野 竜一 リハビリテーションセンター
臨床医学Ⅰ 沼部 博直 遺伝子診療センター
臨床医学Ⅰ 葦沢 龍人 医療保険室
臨床医学Ⅰ 志村 雅彦 外科関連分野眼科(八王子)
臨床医学Ⅰ 弦切 純也 外科系分野救命救急ｾﾝﾀｰ(八王子)
臨床医学Ⅰ 新井 隆男 外科系分野救命救急ｾﾝﾀｰ(八王子)
臨床医学Ⅰ 宇留間 友宣 感染症科
臨床医学Ⅰ 平井 由児 感染症科
臨床医学Ⅰ 佐藤 昭裕 感染制御部
臨床医学Ⅰ 小林 勇仁 感染制御部
臨床医学Ⅰ 渡邉 秀裕 感染制御部
臨床医学Ⅰ 平山 剛 緩和医療部
臨床医学Ⅰ 川上 摂子 眼科
臨床医学Ⅰ 織田 順 救命救急センター
臨床医学Ⅰ 伊藤 良和 血液内科
臨床医学Ⅰ 岡部 聖一 血液内科
臨床医学Ⅰ 吉澤 成一郎 血液内科
臨床医学Ⅰ 古屋 奈穂子 血液内科
臨床医学Ⅰ 後藤 守孝 血液内科
臨床医学Ⅰ 後藤 明彦 血液内科
臨床医学Ⅰ 赤羽 大悟 血液内科
臨床医学Ⅰ 田中 裕子 血液内科
臨床医学Ⅰ 藤本 博昭 血液内科
臨床医学Ⅰ 片桐 誠一朗 血液内科
臨床医学Ⅰ 垣花 昌俊 呼吸器外科・甲状腺外科
臨床医学Ⅰ 梶原 直央 呼吸器外科・甲状腺外科
臨床医学Ⅰ 工藤 勇人 呼吸器外科・甲状腺外科
臨床医学Ⅰ 大平 達夫 呼吸器外科・甲状腺外科
臨床医学Ⅰ 池田 徳彦 呼吸器外科・甲状腺外科
臨床医学Ⅰ 嶋田 善久 呼吸器外科・甲状腺外科
臨床医学Ⅰ 萩原 優 呼吸器外科・甲状腺外科
臨床医学Ⅰ 矢野 由希子 呼吸器外科・甲状腺外科
臨床医学Ⅰ 阿部 信二 呼吸器内科
臨床医学Ⅰ 一和多 俊男 呼吸器内科
臨床医学Ⅰ 青柴 和徹 呼吸器内科
臨床医学Ⅰ 中村 博幸 呼吸器内科
臨床医学Ⅰ 辻 隆夫 呼吸器内科
臨床医学Ⅰ 冨樫 佑基 呼吸器内科
臨床医学Ⅰ 羽生 春夫 高齢診療科
臨床医学Ⅰ 金高 秀和 高齢診療科
臨床医学Ⅰ 清水 聰一郎 高齢診療科
臨床医学Ⅰ 櫻井 博文 高齢診療科
臨床医学Ⅰ 久慈 直昭 産科・婦人科
臨床医学Ⅰ 西 洋孝 産科・婦人科
臨床医学Ⅰ 野平 知良 産科・婦人科
臨床医学Ⅰ 藤村 正樹 産婦人科
臨床医学Ⅰ 矢富 正徳 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅰ 近森 大志郎 循環器内科
臨床医学Ⅰ 高田 佳史 循環器内科
臨床医学Ⅰ 山下 淳 循環器内科
臨床医学Ⅰ 小菅 寿徳 循環器内科
臨床医学Ⅰ 椎名 一紀 循環器内科
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実務経験のある教員による授業科目
担当教員名及び所属診療科（実務経験）一覧

科目名 教員名
所属診療科

（当該診療科において実務経験がある）

臨床医学Ⅰ 肥田 敏 循環器内科
臨床医学Ⅰ 冨山 博史 循環器内科
臨床医学Ⅰ 武井 康悦 循環器内科
臨床医学Ⅰ 里見 和浩 循環器内科
臨床医学Ⅰ 加藤 幸子 小児科
臨床医学Ⅰ 河島 尚志 小児科
臨床医学Ⅰ 熊田 篤 小児科
臨床医学Ⅰ 三浦 太郎 小児科
臨床医学Ⅰ 山中 岳 小児科
臨床医学Ⅰ 小穴 信吾 小児科
臨床医学Ⅰ 菅波 佑介 小児科
臨床医学Ⅰ 西亦 繁雄 小児科
臨床医学Ⅰ 石井 宏樹 小児科
臨床医学Ⅰ 長尾 竜兵 小児科
臨床医学Ⅰ 奈良 昇乃助 小児科
臨床医学Ⅰ 柏木 保代 小児科
臨床医学Ⅰ 島崎 二郎 消化器外科
臨床医学Ⅰ 鈴木 修司 消化器外科
臨床医学Ⅰ 河地 茂行 消化器外科・移植外科
臨床医学Ⅰ 永川 裕一 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅰ 勝又 健次 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅰ 石崎 哲央 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅰ 太田 喜洋 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅰ 土田 明彦 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅰ 林 豊 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅰ 屋良 昭一郎 消化器内科
臨床医学Ⅰ 河野 真 消化器内科
臨床医学Ⅰ 笠井 美孝 消化器内科
臨床医学Ⅰ 岩本 淳一 消化器内科
臨床医学Ⅰ 山内 芳也 消化器内科
臨床医学Ⅰ 杉本 暁彦 消化器内科
臨床医学Ⅰ 杉本 勝俊 消化器内科
臨床医学Ⅰ 石井 健太郎 消化器内科
臨床医学Ⅰ 祖父尼 淳 消化器内科
臨床医学Ⅰ 村上 昌 消化器内科
臨床医学Ⅰ 池上 正 消化器内科
臨床医学Ⅰ 竹内 啓人 消化器内科
臨床医学Ⅰ 殿塚 亮祐 消化器内科
臨床医学Ⅰ 田中 麗奈 消化器内科
臨床医学Ⅰ 土屋 貴愛 消化器内科
臨床医学Ⅰ 福澤 誠克 消化器内科
臨床医学Ⅰ 荻野 均 心臓血管外科
臨床医学Ⅰ 岩橋 徹 心臓血管外科
臨床医学Ⅰ 神谷 健太郎 心臓血管外科
臨床医学Ⅰ 西部 俊哉 心臓血管外科
臨床医学Ⅰ 福田 尚司 心臓血管外科
臨床医学Ⅰ 今野 理 腎臓外科
臨床医学Ⅰ 宮岡 良卓 腎臓内科
臨床医学Ⅰ 菅野 義彦 腎臓内科
臨床医学Ⅰ 知名 理絵子 腎臓内科
臨床医学Ⅰ 長井 美穂 腎臓内科
臨床医学Ⅰ 長岡 由女 腎臓内科
臨床医学Ⅰ 遠井 敬大 総合診療科
臨床医学Ⅰ 原田 芳巳 総合診療科
臨床医学Ⅰ 川上 浩平 総合診療科
臨床医学Ⅰ 畑中 志郎 総合診療科
臨床医学Ⅰ 平山 陽示 総合診療科
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実務経験のある教員による授業科目
担当教員名及び所属診療科（実務経験）一覧

科目名 教員名
所属診療科

（当該診療科において実務経験がある）

臨床医学Ⅰ 福島 慎二 渡航者医療センター
臨床医学Ⅰ 濱田 篤郎 渡航者医療センター
臨床医学Ⅰ 永井 義幸 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 佐野 晃士 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 三輪 隆 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 志熊 淳平 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 酒井 裕幸 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 小田原 雅人 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 諏訪内 浩紹 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 楊 傑仲 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 鈴木 亮 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 櫻井 衛 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅰ 尾田 高志 内科系分野腎臓内科(八王子)
臨床医学Ⅰ 河合 隆 内視鏡センター
臨床医学Ⅰ 河手 敬彦 乳腺科
臨床医学Ⅰ 宮原 か奈 乳腺科
臨床医学Ⅰ 石川 孝 乳腺科
臨床医学Ⅰ 伊澤 仁之 脳神経外科
臨床医学Ⅰ 河野 道宏 脳神経外科
臨床医学Ⅰ 橋本 孝朗 脳神経外科
臨床医学Ⅰ 三木 保 脳神経外科
臨床医学Ⅰ 深見 真二郎 脳神経外科
臨床医学Ⅰ 中島 伸幸 脳神経外科
臨床医学Ⅰ 齋田 晃彦 脳神経外科
臨床医学Ⅰ 井戸 信博 脳神経内科
臨床医学Ⅰ 加藤 陽久 脳神経内科
臨床医学Ⅰ 赫 寛雄 脳神経内科
臨床医学Ⅰ 相澤 仁志 脳神経内科
臨床医学Ⅰ 日出山 拓人 脳神経内科
臨床医学Ⅰ 橋本 剛 泌尿器科
臨床医学Ⅰ 黒田 功 泌尿器科
臨床医学Ⅰ 佐竹 直哉 泌尿器科
臨床医学Ⅰ 宍戸 俊英 泌尿器科
臨床医学Ⅰ 青柳 貞一郎 泌尿器科
臨床医学Ⅰ 大野 芳正 泌尿器科
臨床医学Ⅰ 中神 義弘 泌尿器科
臨床医学Ⅰ 並木 一典 泌尿器科
臨床医学Ⅰ 加藤 雪彦 皮膚科
臨床医学Ⅰ 吉村 真奈 放射線科
臨床医学Ⅰ 佐口 徹 放射線科
臨床医学Ⅰ 三上 隆二 放射線科
臨床医学Ⅰ 山田 隆文 放射線科
臨床医学Ⅰ 代田 夏彦 放射線科
臨床医学Ⅰ 大高 純 放射線科
臨床医学Ⅰ 朴 辰浩 放射線科
臨床医学Ⅰ 桝野 龍平 放射線科
臨床医学Ⅰ 勇内山 大介 放射線科
臨床医学Ⅰ 鈴木 邦仁 放射線科
臨床医学Ⅰ 齋藤 和博 放射線科
臨床医学Ⅰ 稲葉 浩 臨床検査医学科
臨床医学Ⅰ 金子 誠 臨床検査医学科
臨床医学Ⅰ 四本 美保子 臨床検査医学科
臨床医学Ⅰ 天野 景裕 臨床検査医学科
臨床医学Ⅰ 萩原 剛 臨床検査医学科
臨床医学Ⅰ 吉村 明修 臨床腫瘍科
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実務経験のある教員による授業科目
担当教員名及び所属診療科（実務経験）一覧

科目名 教員名
所属診療科

（当該診療科において実務経験がある）

臨床医学Ⅱ 井上 猛 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅱ 佐藤 光彦 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅱ 作田 慶輔 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅱ 市来 真彦 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅱ 松本 恭典 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅱ 石川 純 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅱ 村越 晶子 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅱ 藤村 洋太 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅱ 桝屋 二郎 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅱ 沢田 哲治 リウマチ・膠原病内科
臨床医学Ⅱ 上野 竜一 リハビリテーションセンター
臨床医学Ⅱ 齊藤 理 緩和医療部
臨床医学Ⅱ 臼井 嘉彦 眼科
臨床医学Ⅱ 丸山 勝彦 眼科
臨床医学Ⅱ 岩崎 琢也 眼科
臨床医学Ⅱ 熊倉 重人 眼科
臨床医学Ⅱ 後藤 浩 眼科
臨床医学Ⅱ 若林 美宏 眼科
臨床医学Ⅱ 馬詰 和比古 眼科
臨床医学Ⅱ 吉澤 直樹 形成外科
臨床医学Ⅱ 佐藤 宗範 形成外科
臨床医学Ⅱ 渡邊 浩志 形成外科
臨床医学Ⅱ 後藤 明彦 血液内科
臨床医学Ⅱ 辻 隆夫 呼吸器内科
臨床医学Ⅱ 野平 知良 産科・婦人科
臨床医学Ⅱ 小川 隆 歯科口腔外科
臨床医学Ⅱ 松尾 朗 歯科口腔外科
臨床医学Ⅱ 近津 大地 歯科口腔外科・矯正歯科
臨床医学Ⅱ 古賀 陽子 歯科口腔外科・矯正歯科
臨床医学Ⅱ 渡辺 正人 歯科口腔外科・矯正歯科
臨床医学Ⅱ 高田 大輔 耳鼻咽喉科
臨床医学Ⅱ 西山 信宏 耳鼻咽喉科
臨床医学Ⅱ 稲垣 太郎 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅱ 岡本 伊作 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅱ 河野 淳 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅱ 小川 恭生 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅱ 清水 顕 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅱ 大塚 康司 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅱ 塚原 清彰 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅱ 白井 杏湖 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅱ 本橋 玲 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅱ 高田 佳史 循環器内科
臨床医学Ⅱ 椎名 一紀 循環器内科
臨床医学Ⅱ 冨山 博史 循環器内科
臨床医学Ⅱ 山中 岳 小児科
臨床医学Ⅱ 河野 真 消化器内科
臨床医学Ⅱ 笠井 美孝 消化器内科
臨床医学Ⅱ 山内 芳也 消化器内科
臨床医学Ⅱ 竹内 啓人 消化器内科
臨床医学Ⅱ 宮岡 良卓 腎臓内科
臨床医学Ⅱ 知名 理絵子 腎臓内科
臨床医学Ⅱ 遠藤 健司 整形外科
臨床医学Ⅱ 高松 太一郎 整形外科
臨床医学Ⅱ 佐野 圭二 整形外科
臨床医学Ⅱ 山本 謙吾 整形外科
臨床医学Ⅱ 宍戸 孝明 整形外科
臨床医学Ⅱ 小山 尊士 整形外科
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実務経験のある教員による授業科目
担当教員名及び所属診療科（実務経験）一覧

科目名 教員名
所属診療科

（当該診療科において実務経験がある）

臨床医学Ⅱ 松永 怜 整形外科
臨床医学Ⅱ 正岡 利紀 整形外科
臨床医学Ⅱ 西川 洋平 整形外科
臨床医学Ⅱ 西村 浩輔 整形外科
臨床医学Ⅱ 西田 淳 整形外科
臨床医学Ⅱ 石田 常仁 整形外科
臨床医学Ⅱ 村田 寿馬 整形外科
臨床医学Ⅱ 東儀 季功 整形外科
臨床医学Ⅱ 立岩 俊之 整形外科
臨床医学Ⅱ 遠井 敬大 総合診療科
臨床医学Ⅱ 原田 芳巳 総合診療科
臨床医学Ⅱ 川上 浩平 総合診療科
臨床医学Ⅱ 畑中 志郎 総合診療科
臨床医学Ⅱ 平山 陽示 総合診療科
臨床医学Ⅱ 志熊 淳平 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅱ 山口 隼 内視鏡センター
臨床医学Ⅱ 神保 洋之 脳神経外科
臨床医学Ⅱ 田口 丈士 脳神経内科
臨床医学Ⅱ 佐竹 直哉 泌尿器科
臨床医学Ⅱ 大野 芳正 泌尿器科
臨床医学Ⅱ 伊藤 友章 皮膚科
臨床医学Ⅱ 加藤 雪彦 皮膚科
臨床医学Ⅱ 原田 和俊 皮膚科
臨床医学Ⅱ 川内 康弘 皮膚科
臨床医学Ⅱ 坪井 良治 皮膚科
臨床医学Ⅱ 入澤 亮吉 皮膚科
臨床医学Ⅱ 梅林 芳弘 皮膚科
臨床医学Ⅱ 齋藤 万寿吉 皮膚科
臨床医学Ⅱ 三上 隆二 放射線科
臨床医学Ⅱ 勇内山 大介 放射線科
臨床医学Ⅱ 荻原 幸彦 麻酔科
臨床医学Ⅱ 柿沼 孝泰 麻酔科
臨床医学Ⅱ 関根 秀介 麻酔科
臨床医学Ⅱ 今泉 均 麻酔科
臨床医学Ⅱ 中澤 弘一 麻酔科
臨床医学Ⅱ 内野 博之 麻酔科
臨床医学Ⅱ 板橋 俊雄 麻酔科
臨床医学Ⅱ 福井 秀公 麻酔科
臨床医学Ⅱ 濱田 隆太 麻酔科
臨床医学Ⅱ 萩原 剛 臨床検査医学科
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実務経験のある教員による授業科目
担当教員名及び所属診療科（実務経験）一覧

科目名 教員名
所属診療科

（当該診療科において実務経験がある）

臨床医学Ⅴ 井上 猛 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅴ 佐藤 光彦 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅴ 市来 真彦 メンタルヘルス科
臨床医学Ⅴ 太原 恒一郎 リウマチ・膠原病内科
臨床医学Ⅴ 沢田 哲治 リウマチ・膠原病内科
臨床医学Ⅴ 渡邉 秀裕 感染制御部
臨床医学Ⅴ 丸山 勝彦 眼科
臨床医学Ⅴ 熊倉 重人 眼科
臨床医学Ⅴ 若林 美宏 眼科
臨床医学Ⅴ 松村 一 形成外科
臨床医学Ⅴ 伊藤 良和 血液内科
臨床医学Ⅴ 岡部 聖一 血液内科
臨床医学Ⅴ 吉澤 成一郎 血液内科
臨床医学Ⅴ 後藤 守孝 血液内科
臨床医学Ⅴ 工藤 勇人 呼吸器外科・甲状腺外科
臨床医学Ⅴ 阿部 信二 呼吸器内科
臨床医学Ⅴ 辻 隆夫 呼吸器内科
臨床医学Ⅴ 羽生 春夫 高齢診療科
臨床医学Ⅴ 清水 聰一郎 高齢診療科
臨床医学Ⅴ 久慈 直昭 産科・婦人科
臨床医学Ⅴ 寺内 文敏 産科・婦人科
臨床医学Ⅴ 西 洋孝 産科・婦人科
臨床医学Ⅴ 野平 知良 産科・婦人科
臨床医学Ⅴ 近津 大地 歯科口腔外科・矯正歯科
臨床医学Ⅴ 小川 恭生 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅴ 大塚 康司 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅴ 塚原 清彰 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
臨床医学Ⅴ 近森 大志郎 循環器内科
臨床医学Ⅴ 高田 佳史 循環器内科
臨床医学Ⅴ 肥田 敏 循環器内科
臨床医学Ⅴ 冨山 博史 循環器内科
臨床医学Ⅴ 武井 康悦 循環器内科
臨床医学Ⅴ 里見 和浩 循環器内科
臨床医学Ⅴ 河島 尚志 小児科
臨床医学Ⅴ 小穴 信吾 小児科
臨床医学Ⅴ 菅波 佑介 小児科
臨床医学Ⅴ 石田 悠 小児科
臨床医学Ⅴ 奈良 昇乃助 小児科
臨床医学Ⅴ 永川 裕一 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅴ 勝又 健次 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅴ 石崎 哲央 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅴ 林 豊 消化器外科・小児外科
臨床医学Ⅴ 河野 真 消化器内科
臨床医学Ⅴ 山内 芳也 消化器内科
臨床医学Ⅴ 糸井 隆夫 消化器内科
臨床医学Ⅴ 杉本 勝俊 消化器内科
臨床医学Ⅴ 殿塚 亮祐 消化器内科
臨床医学Ⅴ 福澤 誠克 消化器内科
臨床医学Ⅴ 神谷 健太郎 心臓血管外科
臨床医学Ⅴ 西部 俊哉 心臓血管外科
臨床医学Ⅴ 菅野 義彦 腎臓内科
臨床医学Ⅴ 長岡 由女 腎臓内科
臨床医学Ⅴ 遠藤 健司 整形外科
臨床医学Ⅴ 宍戸 孝明 整形外科
臨床医学Ⅴ 西田 淳 整形外科
臨床医学Ⅴ 三輪 隆 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅴ 酒井 裕幸 糖尿病・代謝・内分泌内科
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実務経験のある教員による授業科目
担当教員名及び所属診療科（実務経験）一覧

科目名 教員名
所属診療科

（当該診療科において実務経験がある）

臨床医学Ⅴ 鈴木 亮 糖尿病・代謝・内分泌内科
臨床医学Ⅴ 河手 敬彦 乳腺科
臨床医学Ⅴ 河野 道宏 脳神経外科
臨床医学Ⅴ 加藤 陽久 脳神経内科
臨床医学Ⅴ 赫 寛雄 脳神経内科
臨床医学Ⅴ 相澤 仁志 脳神経内科
臨床医学Ⅴ 日出山 拓人 脳神経内科
臨床医学Ⅴ 大野 芳正 泌尿器科
臨床医学Ⅴ 中神 義弘 泌尿器科
臨床医学Ⅴ 伊藤 友章 皮膚科
臨床医学Ⅴ 加藤 雪彦 皮膚科
臨床医学Ⅴ 原田 和俊 皮膚科
臨床医学Ⅴ 三上 隆二 放射線科
臨床医学Ⅴ 柿沼 孝泰 麻酔科
臨床医学Ⅴ 四本 美保子 臨床検査医学科
臨床医学Ⅴ 天野 景裕 臨床検査医学科
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