
氏名 西田 次郎（にしだ じろう） 
所属 内科学講座・消化器内科 
職名 教授 
最終学歴 長崎大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本内科学会認定内科医（指導医）、日本消化器病学会専門医（指導医）、

日本医師会認定産業医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会総合内科専門医 
職歴 昭和 62 年 6月 東京歯科大学市川総合病院内科助手 

平成元年 5月 慶應義塾大学医学部消化器内科助手 

平成 3年 7月 米国アリゾナ大学医学部解剖学講座留学 

平成 6年 11 月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助手 

平成 7年 6月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座講師 

平成 10 年 10月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助教授 

平成 13 年 10月 東京歯科大学市川総合病院消化器科助教授（配置替） 

平成 13 年 11月 東京歯科大学市川総合病院消化器科教授 

平成 21 年 4月 東京歯科大学市川総合病院消化器内科教授（診療科名称変更） 

平成 24 年 4月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座主任教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・内科学、第 1・4学年 合計 5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 5編（うち英文 2編） 

・原著論文 2編（うち英文 1編） 

・症例報告 3編 

その他 3編（うち筆頭 1編） 

学会発表 5編 

学会活動 日本内科学会 

日本消化器病学会評議員 
日本肝臓学会東部会評議員 
日本微小循環学会評議員 
東京歯科大学学会評議員・監事 
日本腹部救急医学会評議員 
The Bulletin of Tokyo Dental College 編集委員 
日本外科学会会員 
日本産業衛生学会会員 
日本歯科医学教育学会評議員 

国際学会  

 



氏名 林 晃一（はやし こういち） 
所属 内科学講座 
職名 教授 
最終学歴 慶應義塾大学医学部 
学位（修士・博士） 医学博士 
資格 医師、日本内科学会認定制度による内科認定医、日本腎臓学会認定制度による

認定専門医、日本透析医学会認定制度による認定専門医、日本医師会認定制度

による認定産業医、日本腎臓学会認定制度による認定指導医、日本透析医学会

認定制度による認定指導医、日本内科学会認定制度による内科指導医、日本高

血圧学会認定制度による認定指導医、日本高血圧学会認定制度による認定専門

医、日本肥満学会認定制度による認定専門医ならびに指導医 
職歴 昭和 57 年 5月 神奈川県平塚市民病院内科医員 

昭和 59 年 5月 慶應義塾大学医学部内科専修医 

昭和 61 年 9月 国立栃木病院内科医長 

昭和 62年 4月 学命によりアメリカ合衆国マイアミ大学医学部腎臓内科学講

座に研究留学 

平成 2年 4月 神奈川県大和市立病院内科医長 

平成 5年 6月 慶應義塾大学医学部内科（中央透析室担当）助手 

平成 7年 4月 慶應義塾大学医学部内科助手 

平成 8年 4月 慶應義塾大学医学部内科専任講師 

平成 20 年 10月 慶應義塾大学医学部内科准教授 

平成 27 年 2月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・内科、腎臓疾患 ３時間、腎臓の生理学、各病態の概説、腎疾患の概説、治

療、腎疾患と歯科学の関わり 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 3編（うち英文 3編） 

・原著論文 3編（うち英文 3編） 

総説および解説論文 1編（うち筆頭 1編） 

学会活動 日本透析医学会副委員長 

専門医試験実施における試験監督、学会誌（Renal Replacement Therapy）におけ

る Editorial board 

日本心血管内分泌代謝学会監事 
国際学会  

 



氏名 仁科 牧子（にしな まきこ） 
所属 内科学講座 
職名 准教授 
最終学歴 東邦大学医学部 
学位（修士・博士） 医学博士 
資格 医師、日本神経学会神経専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本医師会認

定制度による産業医、日本禁煙学会認定専門医 
職歴 昭和 59 年 4月 瀬川小児神経クリニック勤務 

昭和 59 年 9月 東邦大学大橋病院内科学第四講座助手 

平成 7年 6月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助手 

平成 8年 6月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座講師 

平成 17 年 3月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助教授 

平成 17 年 4月 東京歯科大学水道橋病院内科助教授（配置替） 

平成 19年 4月 東京歯科大学水道橋病院内科准教授（職名変更） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座准教授（配置替） 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・内科学、第４学年、心療内科、1.5 時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・症例報告 1編（うち英文 1編） 

 

学会活動 日本神経学会 

日本内科学会 

日本神経治療学会 

日本禁煙学会 
国際学会  

 



氏名 瀨田 範行（せた のりゆき） 
所属 内科学講座 
職名 准教授 
最終学歴 順天堂大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本内科学会認定制度による内科認定医、日本リウマチ学会認定制度に

よるリウマチ専門医、日本リウマチ財団認定制度によるリウマチ登録医、日本

リウマチ学会認定制度によるリウマチ指導医、日本内科学会専門医制度による

総合内科専門医 
職歴 平成 8年 4月 順天堂大学医学部膠原病内科学教室専攻生 

平成 9年 1月 順天堂伊豆長岡病院（現：順天堂静岡病院）助手 

平成 9年 2月 順天堂大学医学部膠原病内科学教室助手 

平成 9年 3月 アメリカ合衆国カルフォルニア大学ロサンゼルス校医学部リウ

マチ科にリサーチフェローとして留学 

平成 12 年 9月 順天堂伊豆長岡病院（現：順天堂静岡病院）内科助手 

平成 14 年 7月 順天堂大学医学部膠原病内科学教室助手 

平成 17 年 4月 慶應義塾大学医学部総合医科学研究センター特別研究助手 

平成 19 年 4月 慶應義塾大学医学部総合医科学研究センター特別研究助教 

（職名変更） 

平成 20 年 4月  慶應義塾大学医学部内科学教室リウマチ内科特別研究助教 

平成 21 年 6月  慶應義塾大学医学部内科学教室リウマチ内科助教 

平成 26 年 9月  慶應義塾大学医学部内科学教室リウマチ内科赴任講師 

平成 26 年 10月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座講師 

平成 26 年 12月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座准教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・内科学、4年、アレルギー・免疫の病態生理、自己免疫疾患を概説する、感

染の病態、感染症を概説する、4.5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編） 

学会発表 1編（うち英文 1編） 

学会活動 日本リウマチ学会 
国際学会  

 



氏名 大久保 佳昭（おおくぼ よしあき） 
所属 内科学講座 
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、日本内科学会認定医・指導医・総合内科専門医、日本糖尿病学会専門医・

指導医 
職歴 平成 13 年 5月 埼玉社会保険病院内科医員 

平成 14 年 6月 横浜市立病院内科専修医 

平成 15 年 6月 慶應義塾大学医学部内科学教室専修医 

平成 18 年 4月 慶應義塾大学医学部内科学教室助手 

平成 19 年 4月 大田原赤十字病院内科医員 

平成 19 年 8月 慶應義塾大学医学部内科学教室助教 

平成 19 年 11月 マサチューセッツ総合病院・ハーバード大学医学部リサーチ

フェロー 

平成 23 年 9月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助教 

平成 26 年 4月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・内科、第 4 学年、内分泌・糖尿病分野 講義 4 コマ 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 4編（うち筆頭 3編） 

学会発表 1編（うち筆頭 1編） 

学会活動 日本糖尿病学会学術評議員 
日本内分泌学会 

国際学会  

 



氏名 坂巻 裕介（さかまき ゆうすけ） 
所属 内科学講座 
職名 講師 
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、日本腎臓学会腎臓専門医、日本内科学会認定内科医、指導医、日本高血

圧学会専門医 
職歴 平成 19 年 4月 慶應義塾大学医学部内科学教室専修医 

平成 22 年 4月 静岡赤十字病院内科医員 

平成 23 年 4月 静岡赤十字病院第一内科副部長 

平成 24 年 10月 東京電力病院医務部内科副科長 

平成 26年 4月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助教 

平成 29年 4月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座講師 

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 松本 公宏（まつもと きみひろ） 
所属 内科学講座 
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、日本内科学会認定内科医、日本血液学会認定血液専門医、日本医師会認

定産業医 
職歴 平成 22 年 4月 慶應義塾大学医学部血液内科研究室特別研究助教 

平成 24 年 4月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助教 

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 塚本 昌子（つかもと まさこ） 
所属 内科学講座 
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、日本内科学会認定医、日本リウマチ学会専門医 
職歴 平成 26 年 4月 慶應義塾大学医学部内科学教室特任助教 

平成 27 年 4月 慶應義塾大学医学部内科学教室助教 

平成 28年 4月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助教 

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 阿部 大地（あべ だいち） 
所属 内科学講座 
職名 助教 
最終学歴 慶應義塾大学大学院 
学位（修士・博士）  
資格 医師 
職歴 平成 26 年 4月 慶應義塾大学病院内科助教 

平成 27 年 4月 国家公務員共済組合連合会立川病院内科医員 

平成 28 年 6月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助教 
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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