
氏名 診療科 資格 対象疾患

菊地　基雄 総合内科

日本内科学会 専門医
日本老年医学会 専門医
日本病院総合診療医学会 認定医
日本老年学会 専門医
日本老年学会 高齢者栄養栄養療法専門医

多臓器障害（３臓器以上の生涯を持
つ高齢者）
不明熱
高齢者の栄養障害

秋田　憲志 呼吸器内科

日本内科学会認定 内科認定医・指導医
日本呼吸器学会認定 呼吸器専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会認定 暫定指導医
日本がん治療認定医機構　認定がん治療認定医・暫定教育医
日本禁煙学会 認定指導医
日本呼吸器内視鏡学会 認定医
日本結核病学会 結核・抗酸菌症認定医

肺がん

妹尾　恭司 消化器内科

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
日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医
日本消化器がん検診学会 専門医・指導医
日本消化管学会 胃腸科専門医・指導医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
緩和ケア研修会終了

消化器がん
（消化管、肝・胆・膵臓）

土田　研司 消化器内科

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
日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医
日本消化管学会 胃腸科専門医・指導医
日本医師会 認定健康スポーツ医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
緩和ケア研修会終了

消化器がん
（消化管）

木村　吉秀 消化器内科

日本内科学会 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
日本肝臓学会 肝臓専門医・指導医
日本医師会 認定産業医
日本がん治療認定医機 がん治療認定医
緩和ケア研修会終了

消化器がん
（消化管、肝）

森　義徳 　消化器内科　

日本内科学会 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 胃腸科専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医
日本医師会 認定産業医
緩和ケア研修会修了

消化器がん（消化管）

平野　敦之 　消化器内科　

日本内科学会 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
日本肝臓学会　専門医
日本胆道学会　認定指導医
日本消化管学会 胃腸科認定医・専門医・指導医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
臨床研修指導医
緩和ケア研修会修了

消化器がん（胆・膵）

杉浦　真人 循環器内科
日本内科学会 認定内科医
日本循環器学会 専門医

ペースメーカーの植え込み可否
心臓カテ-テルの適応

山田　智広 循環器内科
日本内科学会 認定内科医
                   総合内科専門医
日本循環器学会 専門医

ペースメーカーの植え込み可否
心臓カテ-テルの適応

今枝　憲郎 内分泌・糖尿病
内科
日本糖尿病学会専門医
日本内分泌学会専門医

糖尿病全般
甲状腺疾患
副腎疾患

菅　憲広 腎・透析内科

 日本内科学会 認定内科医・総合内科専門医
 日本腎臓学会 専門医・指導医・学術評議員
 日本透析医学会 専門医
 日本リウマチ学会 リウマチ専門医  臨床研修指導医
 日本医師会 認定産業医
 医学博士

腎臓・透析全般
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市原詩恵 腎・透析内科
 日本内科学会 認定内科医
 日本腎臓学会 専門医
 日本リウマチ学会　リウマチ専門医

腎臓・透析全般

中前　勝視 呼吸器外科

日本外科学会 専門医
日本呼吸器外科学会 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 専門医・指導医
日本がん治療認定医機構 専門医・暫定教育医
日本胸部外科学会 認定医
日本消化器外科学会 認定医

肺がん
縦隔腫瘍
呼吸器疾患手術

桑原　義之 消化器外科

日本外科学会 指導医・専門医
日本消化器外科学会 専門医・指導医
日本食道学会 食道外科専門医
日本消化器病学会 指導医・専門医
日本胸部外科学会 正会員・認定医
日本消化管学会 胃腸科認定医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医・暫定教育医

食道がん
アカラシア
逆流性食道炎の外科治療
胃・大腸がん
消化器外科全般

杉浦　博士 乳腺・内分泌
外科

日本乳がん学会 乳腺専門医
日本外科学会 専門医
日本がん治療認定医機構 暫定教育医
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 検診マンモグラフィ読影認定
医師

乳がん

佐藤　陽子 小児外科 日本小児外科学会 専門医 小児外科で扱う疾患全般

稲田　充 整形外科
日本整形外科 専門医
日本整形外科学会 脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会 指導医

脊椎疾患

坪井　義晃 整形外科 日本整形外科学会　専門医 小児整形

村松　幹司 小児科

日本小児科学会　小児科専門医
日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医
日本新生児育成医学会 評議員
日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医
臨床研修指導医

新生児

伊藤　康彦 小児科
日本小児科学会　小児科専門医
日本血液学会　　 血液専門医
小児慢性特定疾患 指定医

小児腫瘍疾患

濱嶋　直樹 小児科

日本小児科学会 小児科専門医・指導医
日本内分泌学会　内分泌代謝科専門医・指導医
日本内分泌学会　評議員
成長科学協会　東海地区委員
日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医・指導医
インフェクションコントロールドクター 認定医
臨床研修指導医

臨床遺伝相談
小児内分泌疾患

神岡　直美 小児科
日本小児科学会小児科専門医・指導医
日本アレルギー学会 専門医
臨床研修指導医

小児アレルギー

小林　悟 小児科

日本小児科学会 小児科専門医
日本小児神経学会専門医
日本てんかん学会 専門医
日本臨床神経生理学会臨床医
日本周産期新生児学会 周産期（新生児）専門医
臨床研修指導医

小児神経疾患



山田　拓司 小児科

日本小児科学会 小児科専門医
日本腎臓学会 腎臓専門医
日本臨床腎移植学会 腎臓移植認定医
日本小児腎臓病学会 評議
臨床研修指導医

小児腎疾患

側島　健宏 小児科
日本小児学会 小児科専門医・指導医
日本アレルギー学会 専門医
臨床研修指導医

小児アレルギー

澤田　啓生 皮膚科
日本皮膚科学会 認定皮膚科専門医
臨床研修指導医

皮膚疾患全般

西川　尚実 産婦人科

日本産科婦人科学会  産婦人科専門医
日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門専門医
日本周産期・新生児医学会 母体・胎児専門医

胎児疾患
遺伝に関する相談
カウンセリング

荒川　敦志 産婦人科

日本産科婦人科学会　産婦人科専門医
日本婦人科腫瘍学会　婦人科腫瘍専門医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

婦人科
悪性腫瘍

梅本　幸裕 泌尿器科 日本泌尿器科学会 指導医・専門医

小林　隆宏 泌尿器科
日本泌尿器科学会 指導医・専門医
がん治療学会 認定医

佐々木　繁 放射線科診断科
日本医学放射線学会 放射線診断専門医
日本IVR学会 専門医
日本核医学学会 専門医

血管内治療（ASOのステント留置
腹部末梢動脈瘤、肺AVFなど）

馬場　二三八 放射線科治療科
日本医学放射線学会 放射線治療専門医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

定位照射（肺がん○）
IMRT

田中　明美 麻酔科

日本麻酔科学会 専門医
日本ペインクリニック学会 専門医
緩和ケア  講習終了
臨床研修 指導医講習終了
日本旅行医学会 認定医

手術麻酔
神経障害性疼痛

深野　英夫 歯科口腔外科
日本口腔外科学会 専門医・指導医
日本がん治療認定医機構 暫定教育医（口腔外科）
臨床研修指導歯科医

口腔外科一般口腔腫瘍（良性・悪
性）口腔粘膜疾患
先天性疾患（口唇口蓋裂など）
顎顔面領域の外傷

芝本　雄太 陽子線治療科 名古屋市立大学医学研究科放射線医学分野   教授
日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学会　放射線治療専門医

粒子線治療

荻野　浩幸 陽子線治療科
日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学会　放射線治療専門医
日本ＩＶＲ学会                      　              専門医
日本がん治療認定機構　                           がん治療認定医

粒子線治療

岩田　宏満 陽子線治療科
日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学会　放射線治療専門医
日本がん治療認定機構　                           がん治療認定医

陽子線治療(粒子線治療）
定位照射(脳・肝）良性・悪性腫瘍

神経内科 セカンドオピニオン対応なし

血液・腫瘍内科 セカンドオピニオン対応なし
リウマチ・膠原病内科 セカンドオピニオン対応なし

腎がん
膀胱がん
尿路がん
副腎腫瘍

前立腺がん
精巣がん

その他男性生殖器がん



眼科 セカンドオピニオン対応なし
耳鼻科 セカンドオピニオン対応なし


