
（令和4年10月）

対象疾患 所属学会（資格等）

食道癌 消化器内科 郷田　憲一 教 授 日本内科学会（指導医、認定医）、日本消化器病学会（指導医、専門医）

日本消化器内視鏡学会（指導医、専門医）

上部消化管外科 中島政信 准教授 日本外科学会（指導医、専門医、認定医）、日本消化器病学会（指導医、専門医）

（一般外科） 日本消化管学会（胃腸科指導医、胃腸科専門医、胃腸科認定医）

日本消化器外科学会(指導医、専門医、消化器がん外科治療認定医）

日本食道学会（食道外科専門医、食道科認定医）、日本気管食道科学会（専門医）

日本消化器内視鏡学会（指導医、専門医）、日本静脈経腸栄養学会TNTドクター

日本がん治療認定医機構（認定医）、 身体障害者福祉法（指定医）

胆・肝・膵臓癌 肝・胆・膵外科 青木　琢 教　授 日本外科学会（指導医、専門医、認定医）、日本消化器病学会（指導医、専門医）

転移性肝癌 （一般外科） 日本消化器外科学会（指導医、専門医、消化器がん外科治療認定医）、日本膵臓学会（指導医）

日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）、日本胆肝膵外科学会（高度技能専門医）

日本肝臓学会（肝臓専門医、指導医）、日本胆道学会（指導医）、日本移植学会（認定医）

肝臓癌（IVR） 放射線科 稲村健介 講　師 日本医学放射線学会（専門医）、日本IVR学会（専門医）、日本核医学会（専門医）

放射線科 石原克俊 講　師 日本医学放射線学会（専門医）、日本IVR学会（専門医）

胃・十二指腸癌 上部消化管外科 小嶋一幸 教  授 日本外科学会(指導医、専門医) 

（一般外科） 日本消化器外科学会(指導医、専門医、認定医、消化器がん外科治療認定医)

日本消化器内視鏡学会(技術認定医)

上部消化管外科 森田信司 准教授 日本外科学会（認定医、専門医、指導医）、日本内視鏡外科学会（技術認定医）

（一般外科） 日本消化器外科学会(専門医、消化器がん外科治療認定医、指導医)

日本がん治療認定医機構（認定医）、日本産業衛生学会（産業医）

TNTドクター

消化器内科 郷田　憲一 教 授 日本内科学会（指導医、認定医）、日本消化器病学会（指導医、専門医）

日本消化器内視鏡学会（指導医、専門医）

肝臓癌 消化器内科 飯島　誠 准教授 日本内科学会（指導医、認定医）、日本肝臓学会（専門医）

日本消化器病学会（専門医）

消化器内科 有阪　高洋 講 師 日本内科学会（指導医、認定医）、日本肝臓学会（専門医）

日本消化器病学会（専門医）

大腸癌 消化器内科 富永圭一 准教授 日本内科学会（指導医、認定医）、日本消化器病学会（指導医、専門医）

日本消化器内視鏡学会（指導医、専門医）

胆道癌・膵臓癌 消化器内科 入澤篤志 教　授 日本内科学会（指導医、認定医）、日本消化器病学会（指導医、専門医）

日本消化器内視鏡学会（指導医、専門医）、日本消化管学会（指導医、専門医）

日本胆道学会（指導医）、日本膵臓学会（指導医）、日本門脈圧亢進症学会（技術認定医）

消化器内科 星 恒輝 講　師 日本内科学会（指導医、総合内科専門医）、日本消化器病学会（指導医、専門医）

日本消化器内視鏡学会（指導医、専門医）、日本消化管学会（胃腸科専門医）

日本膵臓学会（指導医）

がんに関するセカンドオピニオン外来・疾患別担当医一覧

担当科・担当医師
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大腸癌・直腸癌 下部消化管治療センター 中村隆俊 教　授 日本外科学会（指導医、専門医、認定医）、日本消化器病学会（専門医、指導医）

日本消化器外科学会（専門医、指導医）

日本消化器内視鏡学会（専門医、指導医）、日本内視鏡外科学会技術認定医

日本大腸肛門病学会（指導医、専門医）

日本がん治療学会（がん治療認定医）

下部消化管治療センター 石塚　満 准教授 日本外科学会（指導医、専門医、認定医）、日本消化器病学会（専門医）

日本消化器外科学会（専門医、指導医、消化器がん外科治療認定医）

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、代議員）

日本大腸肛門病学会（指導医、専門医、代議員）

日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

乳癌 乳腺センター 田中　優子 准教授 日本外科学会（指導医、専門医）、日本乳癌学会（指導医、専門医）

乳腺センター長 日本遺伝性腫瘍学会（専門医）、臨床遺伝専門医制度（専門医）

日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

日本超音波医学会（超音波指導医(乳腺・甲状腺)、超音波専門医）

脳腫瘍 脳神経外科 宇塚岳夫 准教授 日本脳神経外科学会（指導医、専門医）

脳・脊髄転移 日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

頭頸部癌 耳鼻咽喉・ 今野　渉 講　師 日本耳鼻咽喉科学会（指導医、専門医）、日本頭頚部癌学会、がん治療認定医

頭頸部外科 日本気管食道科学会（専門医）、日本頭頚部外科学会（専門医）

形成外科 朝戸裕貴 教　授 日本形成外科学会（専門医、理事、皮膚腫瘍外科分野指導医）

日本頭頸部癌学会（評議員）、日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会（監事・評議員）

皮膚癌 皮膚科 鈴木利宏 准教授 日本皮膚科学会（認定専門医）、日本形成外科学会

日本皮膚外科学会、日本外科学会

眼内腫瘍 眼科 妹尾　正 教　授 日本眼科学会（指導医、専門医）

眼科 松島博之 准教授 日本眼科学会（指導医、専門医）

眼科 永田万由美 准教授 日本眼科学会（指導医、専門医）

眼科 鈴木重成 講　師 日本眼科学会（指導医、専門医）

眼科 伊藤　栄 講　師 日本眼科学会（専門医）、日本抗加齢医学会（専門医）、日本組織移植学会（認定医）

口腔癌 口腔外科 川又　均 教　授 日本口腔外科学会（指導医、専門医、代議員）

日本口腔科学会、日本癌学会、日本頭頸部癌学会

日本がん治療認定医機構 暫定教育医（歯科口腔外科）

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医（歯科口腔外科）

口腔外科 和久井崇大 准教授 日本口腔外科学会（専門医）、日本口腔科学会（専門医、指導医）

日本癌治療学会、日本口腔腫瘍学会、日本がん治療認定医機構（がん治療認定医（歯科口腔外科）））

口腔外科 福本正知 講師 日本口腔外科学会（専門医、認定医）

日本口腔科学会（専門医）、日本癌学会

日本癌治療学会、日本口腔腫瘍学会

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医（歯科口腔外科）

口腔外科 小宮山雄介 助教 日本口腔外科学会（専門医）、日本口腔科学会（認定医）

日本癌学会、日本癌治療学会、日本口腔腫瘍学会

頭頸部癌・
皮膚軟部腫瘍・
乳癌
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肺癌 呼吸器・ 仁保誠治 教　授 日本内科学会（認定医）、日本呼吸器学会（呼吸器専門医、指導医）

アレルギー内科/ 総合がん診療 日本肺癌学会（評議員）、日本臨床腫瘍学会（監事）

総合がん診療センター センター長 日本呼吸器内視鏡学会

呼吸器・ 清水泰生 教授 日本内科学会（総合内科専門医、指導医、認定医）、日本呼吸器学会（専門医、指導医）

アレルギー内科 日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）、日本アレルギー学会（専門医、指導医)

日本結核病学会（結核・抗酸菌症認定医）、日本再生医療学会（認定医）

呼吸器・ 武政聡浩 准教授 日本内科学会（総合内科専門医、認定医、指導医）

アレルギー内科 日本呼吸器内視鏡学会（指導医、気管支鏡専門医、代議員）

日本アレルギー学会（指導医、専門医）、日本呼吸器学会（指導医、呼吸器専門医、評議員）

日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）、日本禁煙学会（認定医）

呼吸器・ 新井　良 講　師 日本内科学会（認定内科医、総合内科専門医、指導医）

アレルギー内科 日本呼吸器内視鏡学会（気管支鏡専門医、指導医）、日本呼吸器学会（呼吸器専門医、指導医）

日本アレルギー学会（アレルギー専門医）、日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

日本結核病学会（結核・抗酸菌症認定医）

呼吸器外科 千田雅之 教　授 日本外科学会（指導医、外科専門医）、呼吸器外科専門医

日本呼吸器外科学会（理事、指導医）、日本肺癌学会（評議員）

日本胸部外科学会（評議員、指導医）、日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

日本移植学会（評議員、移植認定医）

呼吸器外科 前田寿美子 教 授 日本外科学会（指導医、外科専門医）、呼吸器外科専門医

日本胸部外科学会（指導医）

日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

呼吸器外科 中島崇裕 准教授 日本外科学会（指導医、外科専門医）、呼吸器外科専門医、日本呼吸器学会（専門医、指導医）

日本呼吸器内視鏡学会（指導医、専門医）、日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

日本移植学会（移植認定医）

肺癌（診断） 放射線科 荒川　浩明 准教授 日本医学放射線学会（専門医）

Radiological Society of North America(RSNA)

急性白血病、 血液・ 三谷絹子 教　授 日本内科学会（総合内科専門医、指導医）

慢性骨髄性白血病、 腫瘍内科 日本血液学会（専門医、指導医）

骨髄異形成症候群

多発性骨髄腫 血液・ 今井　陽一 教　授 日本内科学会（総合内科専門医、指導医、認定医）

悪性リンパ腫 腫瘍内科 日本血液学会（専門医、指導医）

造血器疾患 血液・ 佐々木光 准教授 日本内科学会（認定医、専門医、指導医）

腫瘍内科 日本血液学会（専門医）、日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

子宮頸がん、卵巣がん 産科婦人科 三橋　暁 教　授 日本産科婦人科学会（専門医・指導医）、日本婦人科腫瘍学会（専門医、指導医）

子宮体がん 日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

腎癌、副腎腫瘍、 泌尿器科 釜井隆男 教　授 日本泌尿器科学会（指導医、専門医）、日本癌治療学会（暫定教育医）

後腹膜腫瘍 日本がん治療認定医機構（がん治療認定医、がん治療指導医）

日本ミニマム創内視鏡下泌尿器手術研究会（手術指定医）

前立腺癌 泌尿器科 安士正裕 教　授 日本泌尿器科学会（指導医、専門医）

泌尿器腹腔鏡技術認定医

腎盂尿管癌・膀胱癌 泌尿器科 木島敏樹 講　師 日本泌尿器科学会（指導医、専門医）

精巣腫瘍

泌尿器癌・婦人科癌 放射線科 楫　靖 教　授 日本医学放射線学会（専門医）

（診断）
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放射線治療全般 放射線 江島泰生 教 授 日本医学放射線学会（専門医）、日本放射線腫瘍学会（代議員）

治療ｾﾝﾀｰ 日本頭頸部癌学会、日本放射線腫瘍学研究機構、日本血液学会、日本骨転移研究会

日本小児がん研究グループJCCG、The American Society for Radiation Oncology(ASTRO)

リハビリ 渋谷健一郎 講　師 日本リハビリテーション医学会（指導医、専門医）

テーション科

脊椎転移がん 整形外科 種市　洋 教授 日本整形外科学会（専門医）、日本脊椎脊髄病学会（専門医、脊椎外科指導医）

整形外科 稲見　聡 准教授 日本整形外科学会（専門医）、日本脊椎脊髄病学会（脊椎外科指導医）

整形外科 森平　泰 准教授 日本整形外科学会（専門医）、日本脊椎脊髄病学会（脊椎外科指導医）

整形外科 上田明希 講　師 日本整形外科学会（専門医）

四肢骨転移がん 整形外科 富沢一生 講　師 日本整形外科学会（専門医）、日本人工関節学会、日本股関節学会　　　

整形外科 柴佳奈子 講　師 日本整形外科学会（専門医）、日本人工関節学会、日本股関節学会　　　

整形外科 瓜田　淳 講　師 日本整形外科学会（専門医）、日本人工関節学会、日本肩関節学会　　　

小児がん 小児科 福島啓太郎 講　師 日本小児科学会（指導医、専門医）、日本小児血液・がん学会（指導医、専門医）

日本血液学会（指導医、専門医）、日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

日本感染症学会（指導医、専門医）、日本化学療法学会（抗菌化学療法指導医）

日本造血細胞移植学会（造血細胞移植認定医）、日本臨床免疫学会（免疫療法認定医）

日本アレルギー学会（指導医、専門医）、日本小児感染症学会（代議員）

日本がんサポーティブケア学会（ＦＮ部会委員）

日本小児がん研究グループ（支持療法副委員長）

小児科 佐藤雄也 准教授 日本小児科学会（指導医、専門医）、日本小児血液・がん学会（指導医、専門医）

日本血液学会（指導医、専門医）、日本造血細胞移植学会（造血細胞移植認定医）

日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）

神経芽腫、肝芽腫 小児外科 鈴木完 准教授 日本外科学会（専門医、指導医）、日本小児外科学会（専門医、指導医）

腎芽腫 他 小児固形腫瘍 日本がん治療学会（がん治療認定医）、日本小児血液・がん学会（小児がん認定外科医）

小児癌（診断） 放射線科 桑島成子 准教授 日本医学放射線学会（専門医）、日本磁気共鳴医学会

日本小児放射線学会（評議員）、日本小児がん学会

緩和ケア(疼痛） 麻酔科 山口重樹 教　授 日本麻酔科学会(指導医）、日本ペインクリニック学会（専門医）

日本緩和医療学会（専門医）、日本蘇生学会（指導医）

日本サイコオンコロジー学会

麻酔科 白川賢宗 講 師 日本麻酔科学会（指導医）、日本ペインクリニック学会（専門医）

緩和ケア部門長 日本専門医機構（麻酔科専門医）

日本緩和医療学会（専門医）、日本慢性疼痛学会、日本臨床麻酔学会

骨肉腫、脳腫瘍
術前術後リハビリテーション
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