
氏名 大内 貴志（おおうち たかし） 
所属 麻酔科 
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、日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導医、医師臨床研修指導医 
職歴 平成 5年 5月 慶應義塾大学医学部麻酔科専修医 

平成 8年 1月 慶應義塾大学医学部助手（麻酔学） 

平成 10 年 1月 慶應義塾大学伊勢慶應病院麻酔科医師 

平成 11 年 10月 東京都立大塚病院麻酔科医師 

平成 12 年 7月 慶應義塾大学医学部助手（麻酔学） 

平成 12 年 7月 アメリカ合衆国エモリー大学医学部リサーチフェローとして 

研究留学 

平成 14 年 8月 慶應義塾大学医学部麻酔学教室臨床助手 

平成 14 年 9月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科助教 

平成 19 年 11月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科講師 

平成 25 年 11月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科准教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 印南 靖志（いんなみ やすし） 
所属 麻酔科 
職名 講師 
最終学歴 岩手医科大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導医、日本集中治療医学会専門医 
職歴 平成 9年 1月 川崎市立井田病院麻酔科技術吏員 

平成 9年 8月 済生会横浜市南部病院麻酔科医員 

平成 10 年 5月 静岡県立清水病院麻酔科技術吏員 

平成 11 年 4月 川崎市立川崎病院麻酔科技術吏員 

平成 12 年 4月 慶應義塾大学病院麻酔科専修医 

平成 14 年 4月 国立療養所村山病院麻酔科医員 

平成 15 年 4月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科助手 

平成 19 年 4月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科助教 

平成 20 年 4月 慶應義塾大学医学部麻酔学教室助教 

平成 28年 4月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 小鹿 恭太郎（こしか きょうたろう） 
所属 麻酔科 
職名 講師 
最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師、日本歯科麻酔科学会認定医・専門医 
職歴 平成 23 年 4月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科臨床専修医 

平成 23 年 7月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教 

平成 24 年 4月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科助教（配置替） 

平成 29 年 7月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編 

・症例報告 1編 

学会発表 11 編（うち英文 5編、うち筆頭 5編（うち英文 1編）） 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 小薗 祐紀（こぞの ゆうき） 
所属 麻酔科 
職名 助教 
最終学歴 金沢大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本麻酔科学会専門医 
職歴 平成 19 年 4月 順天堂大学医学部麻酔科・ペインクリニック助手 

平成 22 年 4月 東京都立大塚病院麻酔科医員 

平成 26 年 7月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 伊東 真吾（いとう しんご） 
所属 麻酔科 
職名 助教 
最終学歴 日本医科大学 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本麻酔科学会専門医 
職歴 平成 20 年 4月 セコメディック病院麻酔科医員 

平成 22 年 9月 千葉西総合病院麻酔科医員 

平成 23 年 4月 慶應義塾大学医学部麻酔科学教室助教（後期研修医） 

平成 24 年 5月 埼玉医科大学総合医療センター麻酔科医員 

平成 25 年 5月 慶應義塾大学医学部麻酔科学教室助教（後期研修医） 

平成 25 年 7月 横浜市東部病院麻酔科医員 

平成 26 年 3月 慶應義塾大学医学部麻酔科学教室助教（後期研修医） 

平成 26 年 4月 慶應義塾大学医学部麻酔科学教室助教 

平成 27年 8月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 荻原 知美（おぎはら ともみ） 
所属 麻酔科 
職名 助教 
最終学歴 福井大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本麻酔科学会専門医 
職歴 平成 22 年 4月 浜松医科大学麻酔・蘇生学講座医員 

平成 23 年 4月 慶應義塾大学医学部麻酔学教室臨床研修医 

平成 23 年 10月 都立小児総合医療センター医員 

平成 24 年 9月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科臨床研修医 

平成 29 年 4月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  
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