
氏名 岸川 浩（きしかわ ひろし） 
所属 消化器内科 
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、日本内科学会認定医、日本消化器病学会専門医・指導医、日本消化器内

視鏡学会専門医・指導医、日本医師会認定産業医、がん治療認定医、日本カプ

セル内視鏡学会専門医・指導医 
職歴 平成 7年 6月 国立埼玉病院内科 

平成 8年 6月 川崎市立川崎病院内科 

平成 9年 6月 慶応義塾大学病院消化器内科助手 

平成 11 年 8月 東京歯科大学市川総合病院内科学講座助手 

平成 13 年 10月 東京歯科大学市川総合病院消化器科助手（配置替） 

平成 17 年 8月 東京歯科大学市川総合病院消化器科講師 

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

平成 25 年 8月 東京歯科大学市川総合病院消化器内科准教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・内科学講義、4 学年、平成 28 年度は上部消化管疾患を 1 時間、胆道系、お

よび膵疾患について 1時間 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 2編（うち英文 2編） 

・原著論文 2編（うち英文 2編、うち筆頭 2編（うち英文 2編）） 

・症例報告 3編  

学会発表 8編（うち筆頭 2編） 

学会活動 日本内科学会会員 

日本消化器病学会会員 

日本消化器内視鏡学会会員 

日本肝臓病学会会員 

日本腹部救急学会会員 

日本消化器病学会関東支部評議員 

日本消化器内視鏡学会関東支部評議員 

日本消化器病学会評議員 

日本カプセル内視鏡学会代議員 

日本消化器内視鏡学会評議員 
国際学会  

 



氏名 貝田 将郷（かいだ しょうごう） 
所属 消化器内科 
職名 講師 
最終学歴 愛知医科大学 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本消化器病学会

専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本消化管学会胃腸

科認定医・専門医・暫定指導医、日本がん治療認定医機構認定医、日本胆道学

会指導医、日本腹部救急医学会暫定教育医 
職歴 平成 15 年 1月 国立病院機構名古屋医療センター医員 

平成 16 年 9月 東京歯科大学市川総合病院消化器科助教 

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

平成 25 年 4月 東京歯科大学市川総合病院消化器内科講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 平成 12 年 日本内科学会会員（総合内科専門医・指導医） 

平成 12 年 日本消化器病学会会員（専門医・指導医、関東支部評議員） 

平成 12 年 日本消化器内視鏡学会会員（専門医・指導医、関東支部評議員） 

平成 17 年 日本消化管学会会員（胃腸科認定医・暫定専門医・暫定指導医） 

平成 20 年 日本腹部救急医学会（暫定教育医、評議員） 

平成 21 年 日本胆道学会（指導医、評議員） 
国際学会  

 



氏名 財部 紗基子（たからべ さきこ） 
所属 消化器内科 
職名 助教 
最終学歴 東京医科大学 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本内科学会認定内科医 日本消化器病学会専門医 
職歴 平成 22 年 4月 東京歯科大学市川総合病院消化器内科臨床専修医 

平成 25 年 4月 東京歯科大学市川総合病院消化器内科助教 

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（うち筆頭 1編） 

学会発表 1編（うち筆頭 2編） 

学会活動 日本内科学会 

日本消化器病学会 

日本消化器内視鏡学会 

日本胆道学会 

日本消化管学会 

日本腹部救急医学会 

日本大腸肛門病学会 
国際学会  

 



氏名 荒畑 恭子（あらはた きょうこ） 
所属 消化器内科 
職名 助教 
最終学歴 北里大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師 
職歴 平成 29年 4月 東京歯科大学市川総合病院消化器内科助教 

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 尾城 啓輔（おじろ けいすけ） 
所属 消化器内科 
職名 助教 
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 
職歴 平成 16 年 4月 佐野厚生総合病院内科専修医 

平成 17 年 4月 横浜市立市民病院内科専修医 

平成 18 年 4月 慶應義塾大学医学部消化器内科助手 

平成 21 年 4月 慶應義塾大学医学部消化器内科助教 

平成 22 年 4月 佐野厚生総合病院内科医員 

平成 24 年 6月 University of Pennsylvania,Division of 

Gastroenterology,Postdoctoral fellow 

平成 27 年 10月 慶應義塾大学医学部内視鏡センター助教 

平成 29 年 4月 東京歯科大学市川総合病院消化器内科助教 

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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