
氏名 松井 淳一（まつい じゅんいち） 
所属 外科学講座 
職名 教授 
最終学歴 慶應義塾大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本外科学会指導医・専門医、日本消化器外科学会指導医・専門医  

日本消化器病学会指導医・専門医、日本消化器内視鏡学会指導医・専門医、 
日本肝胆膵外科学会高度技能指導医、日本膵臓学会指導医、 
日本胆道学会指導医、がん治療認定医機構がん治療暫定教育医・認定医、 
日本腹部救急医学会指導医・認定医、臨床研修医指導医 

職歴 昭和 54 年 5 月 慶應義塾大学医学部外科学教室 
昭和 64 年 1 月 カナダトロント大学医学部消化器科留学 
平成 3 年 4 月 栃木県立がんセンター外科手術室医長 
平成 11 年 6 月 大田原赤十字病院第１外科部長・内視鏡センター部長 
平成 18 年 5 月 さいたま市立病院副院長兼外科部長 
平成 20 年 11 月 東京歯科大学外科学講座教授 
平成 25 年 6 月 東京歯科大学市川総合病院副病院長 
令和元年 6 月 東京歯科大学副学長 

教育業績 － 
 



氏名 長谷川 博俊（はせがわ ひろとし） 
所属 外科学講座 
職名 教授 
最終学歴 慶應義塾大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本外科学会指導医・専門医、日本消化器外科学会指導医・専門医、日

本内視鏡外科学会技術認定医、日本大腸肛門病学会指導医・専門医、日本消化

器内視鏡学会指導医・専門医、がん治療認定医機構がん治療暫定教育医・認定

医 
職歴 昭和 62 年 5月 慶應義塾大学病院研修医（外科） 

昭和 63 年 5月 静岡赤十字病院出向 

平成元年 5月 慶應義塾大学医学部専修医（外科学）伊勢原協同病院出向 

平成 2年 5月 慶應義塾大学医学部助手（専修医）（外科学） 

平成 5年 5月 足利赤十字病院外科出向 

平成 9年 4月 学命により英国バーミンガム大学外科に研究留学 

平成 11 年 4月 慶應義塾大学助手（医学部外科学） 

平成 17 年 12月 慶應義塾大学専任講師（医学部外科学）（学部内） 

平成 20 年 4月 慶應義塾大学専任講師（医学部外科学） 

平成 24 年 9月 慶應義塾大学准教授（医学部外科学） 

平成 30 年 4月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座准教授 

令和 2年 4月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座教授 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・外科学 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 和田 徳昭（わだ のりあき） 
所属 外科学講座 
職名 准教授 
最終学歴 新潟大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本外科学会指導医・専門医、日本乳癌学会指導医・専門医、日本がん

治療認定機構暫定教育医、日本がん治療認定機構がん治療認定医、日本消化

器外科学会認定医、日本乳癌学会評議委員、マンモグラフィ読影資格 
職歴 平成 2年 5月 慶應義塾大学病院研修医（外科） 

平成 3年 5月 東京都国民保険団体連合南多摩病院外科医師 

平成 4年 5月 社会保険埼玉中央病院外科医師 

平成 5年 5月 慶應義塾大学医学部外科学教室助手 

平成 8年 5月 足利赤十字病院外科医師 

平成 14 年 4月 国立がんセンター東病院乳腺科医師 

平成 19 年 7月 国立がんセンター東病院乳腺科医長 

平成 22 年 6月 国立がん研究センター東病院乳腺科・血液化学療法科副科

長 

平成 24 年 7月 国立がん研究センター東病院乳腺外科長 

平成 26 年 4月 国立がん研究センター東病院乳腺外科長代行 

平成 27 年 4月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座准教授 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・外科学 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 瀧川 穣（たきがわ ゆたか） 
所属 外科学講座 
職名 准教授 
最終学歴 慶應義塾大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本消化器病学会専

門医、日本消化器内視鏡学会専門医、がん治療認定医機構がん治療認定医、消

化器がん外科治療認定医、日本腹部救急医学会認定医、日本胆道学会指導医、

臨床研修医指導医、日本ＤＭＡＴ隊員 
職歴 平成 8年 5月  水戸赤十字病院 医員 

平成 9年 6月  国立がんセンター中央病院 外科 レジデント 

平成 12 年 6月 国立がんセンター中央病院 肝胆膵外科 がん専門修練医 

平成 14 年 6月 慶應義塾大学病院一般・消化器外科 医員 

平成 15 年 5月 国家公務員共済組合連合会立川病院外科 医員 

平成 17 年 2月 米国・New York Cornell Medical College 留学 

平成 20 年 4月 足利赤十字病院外科 医員 

平成 21 年 4月 足利赤十字病院外科 副部長 

平成 24 年 4月 足利赤十字病院外科 第 4外科部長 

平成 26年 4月 東京歯科大学市川総合病院 外科学講座講師 

令和 4年 4月  東京歯科大学市川総合病院 外科学講座准教授 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・外科学 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 小野 滋司（おの しげし） 
所属 外科学講座 
職名 講師 
最終学歴 慶應義塾大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本外科学会指導医・専門医、心臓血管外科専門医、日本脈管学会脈管

専門医、日本血管外科学会認定血管内治療医、腹部大動脈瘤ステントグラフ

ト指導医・実施医、浅大腿動脈ステントグラフト実施医、下肢静脈瘤血管内焼

灼術指導医・実施医、日本消化器外科学会専門医、消化器がん外科治療認定

医、臨床研修指導医 
職歴 平成 15 年 5月 芳賀赤十字病院外科医員 

平成 16 年 5月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座助手 

平成 17 年 4月 慶應義塾大学医学部外科学教室助教 

平成 21年 4月 川崎市立川崎病院外科副医長 

平成 25年 4月 米国 John Wayne Cancer Institute, Postdoctoral fellow 

平成 27年 4月 済生会横浜市東部病院外科医長 

平成 29年 4月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座助教 

令和 4年 4月  東京歯科大学市川総合病院外科学講座講師 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・外科学 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 浅原 史卓（あさはら ふみたか） 
所属 外科学講座 
職名 助教 
最終学歴 慶應義塾大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本外科学会専門医、日本消化器内視鏡学会指導医・専門医、大腸肛門

病指導医・専門医日本消化器外科学会専門医、消化器がん外科治療認定医 
職歴 平成 13年 5月 富士重工業健康保険組合総合太田病院外科医員 

平成 14 年 5月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座助手 

平成 15 年 5月 慶應義塾大学医学部外科学教室助手 

平成 18 年 5月 富士重工業健康保険組合総合太田病院外科医員 

平成 20 年 5月 富士重工業健康保険組合総合太田病院外科医長 

平成 22年 4月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座助教 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・外科学 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 神谷 諭（かみや さとし） 
所属 外科学講座 
職名 助教 
最終学歴 慶應義塾大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士） 博士(医学) 

資格 医師 

職歴 令和 4年 4月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座助教 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・外科学 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 河合 佑子（かわい ゆうこ） 
所属 外科学講座 
職名 助教 
最終学歴 慶應義塾大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士）  

資格 医師 

職歴 令和 4年 4月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座助教 

教育業績 － 

 



氏名 小泉 亘（こいずみ わたる） 
所属 外科学講座 
職名 助教 
最終学歴 産業医科大学 
学位（修士・博士）  

資格 医師 

職歴 令和 4年 4月 東京歯科大学市川総合病院外科学講座助教 

教育業績 － 
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