
平成31年度医学部教育主任リスト　（任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日）
電話は、1桁目の４を５に変更 PHS　→　Mobile

別表１：医学科教育主任
分　野・診療科 教育主任氏名 所属・役職 連絡先 教育副主任氏名 所属・役職 連絡先

行動科学

運動・スポーツ医学 内線2456

医学教育・倫理学 tanishi@u-fukui.ac.jp

応用言語学（医学英語）

生命物質科学

分子生命化学 内線2444 内線2449

病態遺伝生化学 ktamura@u-fukui.ac.jp ytanaka@u-fukui.ac.jp

医療統計学

解剖学 内線2207 堀口　和秀 解剖学　准教授 内線2202　khorigu@u-fukui.ac.jp  

脳形態機能学 kkuroda@u-fukui.ac.jp

分子生理学 内線2213 内線2217

統合生理学 hshim@u-fukui.ac.jp atakeuti@u-fukui.ac.jp

腫瘍病理学

分子病理学

病理診断科／病理部

ゲノム科学・微生物学 内線2252 千原　一泰 ゲノム科学・微生物学　准教授 内線2241 ktihara@u-fukui.ac.jp 

医動物学 yhyano@u-fukui.ac.jp 竹内　健司 ゲノム科学・微生物学学内講師（助教） 内線2241 kenjit@u-fukui.ac.jp

分子遺伝学 菅井　学 分子遺伝学　教授 内線2220　msugai@u-fukui.ac.jp

分子生体情報学 内線2225

薬理学 yamadama@u-fukui.ac.jp 青木　耕史 薬理学　教授 内線2245　aokik@u-fukui.ac.jp

染色体機能学 本田　信治 染色体機能学　助教 内線2428　s-honda@u-fukui.ac.jp

高次脳機能

放射線基礎医学

環境保健学 内線2267

法医学・人類遺伝学 ichi@u-fukui.ac.jp

ライフサイエンス支援センター

内科学（１）

血液・腫瘍内科

感染症・膠原病内科 内線2292

輸血部 hosono@u-fukui.ac.jp

感染制御部

内科学（２） 内線 2300

神経内科 khayashi@u-fukui.ac.jp

消化器内科 内線2300 Mobile　4256

光学医療診療部 mohtani@u-fukui.ac.jp iqw@u-fukui.ac.jp

地域高度医療推進講座 内線 2300

認知症医学推進講座 naitot@u-fukui.ac.jp

内科学（３）

内分泌・代謝内科

呼吸器内科

腎臓病態内科学 髙橋　直生 腎臓内科　助教（診療講師） Mobile　4583 ntakahas@u-fukui.ac.jp

検査医学 Mobile　4042 三上　大輔 腎臓内科　助教 Mobile　4584 dmikami@u-fukui.ac.jp

腎臓内科 kasuno@u-fukui.ac.jp 木村　秀樹 検査部 部長（診療教授） Mobile　4582 hkimura@u-fukui.ac.jp

検査部

循環器内科学

循環器内科 Mobile　4226 Mobile　4020

心臓血管病先進治療学講座 huzui@u-fukui.ac.jp shinsuke@u-fukui.ac.jp
不整脈・心不全先端医療講座

小児科学

小児科

がん専門医育成推進講座 Mobile　4296 Mobile　4318

子どものこころの発達研究センター kawatani@u-fukui.ac.jp hirotaka@u-fukui.ac.jp

子どものこころ診療部

精神医学 大森　一郎 MB 4312 松村　由紀子 PHS 4313

神経科精神科 (H30.4.1～） yukikos@u-fukui.ac.jp (H31.04.01～） kueno@u-fukui.ac.jp

宇隨　弘泰 循環器内科学　准教授
宮﨑 晋介

(H30.4.1～）
不整脈・心不全先端医療講座　特命講師

川谷　正男 小児科　講師 小坂　浩隆 子どものこころの発達研究センター　教授

地域高度医療推進講座　講師

内藤　達志 内科学（2）　　　　　 助教

重見　博子 第３内科（内分泌代謝内科）　助教
Mobile 4235
hshigemi@u-fukui.ac.jp

鈴木　仁弥 第３内科（内分泌代謝内科）　講師

精神医学准教授 精神医学助教

法木　左近 腫瘍病理学　准教授
内線2231
noriki@u-fukui.ac.jp

小林　基弘 腫瘍病理学　教授
内線2230
motokoba@u-fukui.ac.jp

黒田　一樹 脳形態機能学　助教

清水　啓史 分子生理学　講師 竹内　綾子 統合生理学　准教授

矢野　泰弘 医動物学　助教

メール送信時には，★を@に変えて送信ください。

西村　高宏 医学教育・倫理学　准教授

田村　圭介 生命物質科学　教授 田中　幸枝 分子生命化学　助教

山田　雅巳 分子生体情報学　教授

島田　一郎 法医学・人類遺伝学　教授

細野奈穂子
（H30.4.1～)

内科学（１）　講師

大谷　昌弘 内科学(2)　講師

林　浩嗣
(H28.4.1～H29.12.31)

第２内科（神経内科）　助教

Mobile 4265
jinya@u-fukui.ac.jp

糟野　健司 腎臓病態内科学　准教授

井川　正道
(H30.1.1～)

mailto:ichi@u-fukui.ac.jp


分　野・診療科 教育主任氏名 所属・役職 連絡先 教育副主任氏名 所属・役職 連絡先

救急医学

救急科

救急部 Mobile　4611

総合診療部 moricky@u-fukui.ac.jp

地域プライマリケア講座

地域医療推進講座

外科学（１）

消化器外科

乳腺・内分泌外科 Mobile　4345 外科学（１）　助教 Mobile　4339

がん診療推進センター koneri@hotmail.co.jp mmitsu@u-fukui.ac.jp

腫瘍病態治療学

外科学（２）

心臓血管外科

呼吸器外科

整形外科学 坂本　拓巳 整形外科　助教

整形外科 Mobile　4384 山口　朋子 地域医療推進講座　特命助教 Mobile　4170 yamarh1@u-fukui.ac.jp

リハビリテーション科 hoki@u-fukui.ac.jp 髙橋　藍 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部　助教 Mobile　4382 aitun@u-fukui.ac.jp

リハビリテーション部

麻酔・蘇生学

麻酔科蘇生科

集中治療部

産科婦人科学

産科婦人科

総合周産期母子医療センター

泌尿器科学 Mobile　4442 青木　芳隆 泌尿器科　講師 Mobile　4436 aokiyosh@u-fukui.ac.jp

泌尿器科 uroito@u-fukui.ac.jp 福島　正人 泌尿器科　講師 Mobile　4440 masafuku@u-fukui.ac.jp 

皮膚科学 峯岸　芳樹 形成外科　助教 Mobile　4459 yos-mine@u-fukui.ac.jp

皮膚科 飯野　志郎 皮膚科　講師 Mobile　4466 shiro@u-fukui.ac.jp

形成外科 知野　剛直 皮膚科学　助教 Mobile　4461 tchino@u-fukui.ac.jp

脳脊髄神経外科学 Mobile　4477 　磯﨑　　誠 脳脊髄神経外科　助教 mobile ●●●isoiso@u-fukui.ac.jp  

脳脊髄神経外科 ari@u-fukui.ac.jp 

眼科学 Mobile　4505

眼科 tsuji-t@u-fukui.ac.jp

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 Mobile　4529 Mobile　4518

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 tetsuji@u-fukui.ac.jp msaka@u-fukui.ac.jp

歯科口腔外科学 Mobile　4150

歯科口腔外科 shinpeim@u-fukui.ac.jp

放射線医学

放射線科 Mobile　4564 Mobile　4211

放射線部 toyomari@u-fukui.ac.jp awaji@u-fukui.ac.jp

高エネルギー医学研究センター

松岡キャンパス学務課 廣田　龍彰 学務課教務（医学）担当（医学科） 内線2144 thirota@u-fukui.ac.jp

別表２：看護学科教育主任
分　野 教育主任氏名 所属・役職 連絡先 教育副主任 所属・役職 連絡先

内線2645

shigeta@u-fukui.ac.jp

内線2653

mashima@u-fukui.ac.jp 

松岡キャンパス学務課 藤森　三苗 学務課教務（医学）担当（看護学科） 内線2142 minaef@u-fukui.ac.jp

川口　めぐみ コミュニティ看護学　講師
内線2664
senmegu@u-fukui.ac.jp

育成期看護学 嶋　雅代 育成期看護学・助産学　講師

米澤　洋美 コミュニティ看護学　准教授
内線2660
hyone@u-fukui.ac.jp

上原　佳子 基盤看護学　准教授
内線2668
uehara@u-fukui.ac.jp

繁田　里美 臨床看護学　准教授

豊岡　麻理子 放射線医学　助教 辻川　哲也
高ｴﾈﾙｷﾞｰ医学研究ｾﾝﾀｰ
准教授

北村　倫子 集中治療部　助教
Mobile　4403
kakuyama@u-fukui.ac.jp

高林　哲司 耳鼻咽喉科　講師 坂下　雅文 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学　助教

松田　慎平 歯科口腔外科　講師

有島　英孝 脳脊髄神経外科　講師

辻　隆宏
（H30.2.1～）

眼科　助教

伊藤　秀明 泌尿器科学　准教授

井戸　英樹 皮膚科　助教
Mobile　4462
idohi@u-fukui.ac.jp

折坂　誠 産科婦人科　講師
Mobile　4413
orisaka@u-fukui.ac.jp

齊藤　律子 集中治療部　特命助教
Mobile　4185
ritsu@u-fukui.ac.jp

Mobile　4364
kmori@u-fukui.ac.jp

大木　央
（H31.4.1

～）
整形外科　講師

小練　研司 外科学（１）　助教 森川　充洋

佐々木　正人 外科学（２）　准教授
Mobile　4354
masato@u-fukui.ac.jp

森岡 浩一
(H30.4.1～)

心臓血管外科 講師

森田　浩史 救急医学　助教

基盤看護学

臨床看護学

コミュニティ看護学
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