
歴代ベストティーチャー受賞者 
 

※所属・役職は選考当時の内容です。 

◇ 令和3年度（個人賞 7名・団体賞 2 教室） 

個人賞 

循環制御医学 講師 梅村 将就 

組織学 講師 富澤 信一 

附属病院 感染制御部 講師 加藤 英明 

小児科学 助教 西村 謙一 

総合診療医学 准教授 日下部 明彦 

脳神経外科学 講師 末永 潤 

皮膚科学 助教 金岡 美和 

団体賞 
循環制御医学 

 
小児科学 

 

◇ 令和2年度（個人賞 6名・団体賞 2 教室） 

個人賞 

組織学 講師 富澤 信一 

感染制御部 講師 加藤 英明 

総合診療医学 准教授 日下部 明彦 

臨床研修センター 助教 西村 謙一 

消化器内科 非常勤診療医 岩田 悠里 

整形外科 助教 川端 佑介 

団体賞 
循環制御医学 

 
消化器・腫瘍外科学 

 

◇ 令和元 年度（個人賞 6名・団体賞 2 教室） 

個人賞 

循環制御医学 講師 梅村 将就 

感染制御部 講師 加藤 英明 

 精神医学 講師 浅見 剛 

呼吸器病センター 助教 平馬 暢之 

小児科学 助教 西村 謙一 

脳神経外科学 講師 末永 潤 

団体賞 
法医学 

 
脳神経外科学 

 

◇ 平成 30 年度（個人賞 5名・団体賞 2 教室） 

個人賞 

循環制御医学 講師 梅村 将就 

内分泌・糖尿病内科 講師 白川 純 

 救急科 診療講師 内山 宗人 

消化器内科（肝胆膵） 診療講師 今城 健人 

脳神経外科学 講師 末永 潤 

団体賞 
法医学 

 
脳神経外科学 



◇ 平成 29 年度（個人賞 4 名・団体賞 2 教室） 

個人賞 

循環制御医学 助教 梅村 将就 

血液・免疫・感染症内科 講師 加藤 英明 

消化器病センター 助教 三輪 治生 

肝胆膵消化器内科学 助教 今城 健人 

団体賞 
分子細胞生物学 

 
消化器・腫瘍外科学 

 
平成 28 年度（個人賞 4 名・団体賞 2 教室・特別賞 1 名） 

個人賞 

生化学 助教 椎名 政昭 

炎症性腸疾患センター 准教授 国崎 玲子 

実験動物医学 准教授 中澤 正年 

血液浄化療法部 准教授 平和 伸仁 

団体賞 
法医学 

 
呼吸器病学 

特別賞 法医学 教授 井濱 容子 

 
◇ 平成 27 年度（個人賞 5 名・団体賞 2 教室） 

個人賞 

生化学 助教 椎名 政昭 

皮膚科学 准教授 和田 秀文 

総合診療医学 准教授 日下部 明彦 

消化器・腫瘍外科学 准教授 秋山 浩利 

輸血・細胞治療部 准教授 上條 亜紀 

団体賞 
法医学  

リハビリテーション科学 

 
◇ 平成 26 年度（個人賞 6 名・団体賞 3 教室） 

個人賞 

循環制御医学 助教 梅村 将就 

生化学 助教 椎名 政昭 

皮膚科学 准教授 和田 秀文 

臨床研修センター 准教授 稲森 正彦 

消化器・腫瘍外科学 准教授 秋山 浩利 

整形外科 指導診療医 川端 祐介 

団体賞 

神経解剖学 

 微生物学 

内分泌・糖尿病内科学 

 

 

 

 

 

 



 
◇ 平成 25 年度（個人賞 3 名・団体賞 2 教室） 

個人賞 

生化学 助教 椎名 政昭 

センター病院脳神経外科 准教授 坂田 勝巳 

リハビリテーション科 准教授 水落 和也 

団体賞 
微生物学教室 

 
眼科学教室 

 
◇ 平成 24 年度（個人賞 4 名・団体賞 3 教室） 

個人賞 

生化学 助教 椎名 政昭 

実験動物医学 准教授 中澤 正年 

病態病理学 非常勤講師 清水 昭男 

脳神経外科学 助教 末永 潤 

団体賞 

実験動物医学 

 運動器病態学 

脳神経外科学 

 


