
（平成20年入学から平成22年入学まで） （平成23年入学から平成26年入学まで） （平成27年入学） （平成28年入学）

専
攻
名

学生番号　71420XXX　から
学生番号　71422XXX　まで

学生番号　71423XXX　から
学生番号　71426XXX　まで

学生番号　71427XXX
専
攻
名

学生番号　71428XXX 教授氏名 役職名

細胞組織学 細胞組織学 細胞組織学 細胞組織学 大内淑代 教授

人体構成学 人体構成学 人体構成学 人体構成学 大塚愛二 教授

システム生理学 システム生理学 システム生理学 システム生理学 成瀬恵治 教授

分子医化学 分子医化学 分子医化学 分子医化学 大橋俊孝 教授

循環器内科学 循環器内科学 循環器内科学 循環器内科学 伊藤　浩 教授

心臓血管外科学 心臓血管外科学 心臓血管外科学 心臓血管外科学 笠原真悟 教授

麻酔・蘇生学 麻酔・蘇生学 麻酔・蘇生学 麻酔・蘇生学 森松博史 教授

救急医学 救急医学 救急医学 救急医学 中尾篤典 教授

薬理学 薬理学 薬理学 薬理学 西堀正洋 教授

臨床薬剤学 臨床薬剤学 臨床薬剤学 臨床薬剤学 千堂年昭 教授

神経ゲノム学 神経ゲノム学 脳神経機構学 脳神経機構学 淺沼幹人 教授

細胞生理学 細胞生理学 細胞生理学 細胞生理学 代行：大塚愛二 教授

生化学 生化学 生化学 生化学 竹居孝二 教授

精神神経病態学 精神神経病態学 精神神経病態学 精神神経病態学 山田了士 教授

脳神経内科学 脳神経内科学 脳神経内科学 脳神経内科学 阿部康二 教授

発達神経病態学 発達神経病態学 発達神経病態学 小児医科学（発達神経病態学） 小林勝弘 教授

脳神経外科学 脳神経外科学 脳神経外科学 脳神経外科学 伊達　勲 教授

病理学（免疫病理） 病理学（免疫病理） 病理学（免疫病理） 病理学（免疫病理） 松川昭博 教授

細胞化学 細胞化学 細胞化学 細胞化学 代行:西堀正洋 教授

消化器・肝臓内科学 消化器・肝臓内科学 消化器・肝臓内科学 消化器・肝臓内科学 岡田裕之 教授

腎・免疫・内分泌代謝内科学 腎・免疫・内分泌代謝内科学 腎・免疫・内分泌代謝内科学 腎・免疫・内分泌代謝内科学 和田　淳 教授

小児医科学 小児医科学 小児医科学 小児医科学 塚原宏一 教授

皮膚科学 皮膚科学 皮膚科学 皮膚科学 代行：藤原俊義 教授

泌尿器病態学 泌尿器病態学 泌尿器病態学 泌尿器病態学 那須保友 教授

産科・婦人科学 産科・婦人科学 産科・婦人科学 産科・婦人科学 増山　寿 教授

病理学（腫瘍病理） 病理学（腫瘍病理） 病理学（腫瘍病理） 病理学（腫瘍病理） 吉野　正 教授

免疫学 免疫学 免疫学 免疫学 鵜殿平一郎 教授

腫瘍ウイルス学 腫瘍ウイルス学 腫瘍ウイルス学 腫瘍ウイルス学 加藤宣之 教授

分子遺伝学 分子遺伝学 分子腫瘍学 分子腫瘍学 片山博志 准教授

腫瘍・胸部外科学 呼吸器・乳腺内分泌外科学 呼吸器・乳腺内分泌外科学 呼吸器・乳腺内分泌外科学 豊岡伸一 教授

血液・腫瘍・呼吸器内科学 血液・腫瘍・呼吸器内科学 血液・腫瘍・呼吸器内科学 血液・腫瘍・呼吸器内科学 前田嘉信 教授

放射線医学 放射線医学 放射線医学 放射線医学 金澤　右 教授

消化器・腫瘍外科学 消化器外科学 消化器外科学 消化器外科学 藤原俊義 教授

臨床遺伝子医療学 臨床遺伝子医療学 臨床遺伝子医療学 代行：豊岡伸一 教授

細胞生物学 細胞生物学 細胞生物学 細胞生物学 阪口政清 准教授

耳鼻咽喉・頭頸部外科学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 西﨑和則 教授

眼科学 眼科学 眼科学 眼科学 白神史雄 教授

整形外科学 整形外科学 整形外科学 整形外科学 尾﨑敏文 教授

形成再建外科学 形成再建外科学 形成再建外科学 形成再建外科学 木股敬裕 教授

病原細菌学 病原細菌学 病原細菌学 病原細菌学 松下　治 教授

病原ウイルス学 病原ウイルス学 病原ウイルス学 病原ウイルス学 山田雅夫 教授

生命倫理学 生命倫理学 生命倫理学 教授

疫学・衛生学 疫学・衛生学 疫学・衛生学 疫学・衛生学 土居弘幸 教授

公衆衛生学 公衆衛生学 公衆衛生学 公衆衛生学 荻野景規 教授

法医学 法医学 法医学 法医学 宮石　智 教授

総合内科学 総合内科学 総合内科学 総合内科学 大塚文男 教授

老年医学 老年医学 老年医学 老年医学 光延文裕 教授

平成30年4月1日現在

･･･名称変更があった分野

･･･新設された分野
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