
日本臨床腫瘍学会  がん薬物療法専門医認定者

2023/05/26

北海道

氏名 施設名 認定日

69名

阿久津 典之 2014年04月01日

朝比奈 肇 北海道がんセンター 2008年04月01日

天野 虎次 北海道大学 2012年04月01日

在原 洋平 2023年04月01日

飯島 一飛 留萌市立病院 2022年04月01日

生田 克哉 北海道赤十字血液センター 2010年04月01日

石井 貴大 札幌東徳州会病院 2021年04月01日

石黒 敦 手稲渓仁会病院 2011年04月01日

伊藤 貴博 札幌東徳洲会病院 2013年04月01日

井山 諭 札幌医科大学附属病院 2010年04月01日

岩永 一郎 2013年04月01日

宇佐美 信 製鉄記念室蘭病院 2023年04月01日

大泉 聡史 2013年04月01日

大須賀 崇裕 2021年04月01日

大沼 啓之 札幌医科大学附属病院 2011年04月01日

大原 克仁 北海道大学大学院 2015年04月01日

岡川 泰 斗南病院 2019年04月01日

奥田 博介 恵佑会札幌病院 2010年04月01日

小野 薫 2013年04月01日

小野寺 馨 恵佑会札幌病院 2014年04月01日

笠原 郁美 市立札幌病院 2019年04月01日

金田 聡門 市立札幌病院 2013年04月01日

川上 賢太郎 2016年04月01日

川本 泰之 北海道大学病院 2012年04月01日

菊地 英毅 菊地内科・呼吸器科 2011年04月01日

菊地 順子 北海道大学病院 2011年04月01日

木下 一郎 北海道大学病院 2012年04月01日

久保 智洋 札幌医科大学附属病院 2023年04月01日

小林 良充 KKR札幌医療センター 2017年04月01日

佐川 保 北海道がんセンター 2008年04月01日

笹木 有佑 函館中央病院 2016年04月01日

佐藤 一也 旭川厚生病院 2011年04月01日

澤田 憲太郎 釧路労災病院 2018年04月01日
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北海道

氏名 施設名 認定日

69名

清水 康 北海道大学病院 2010年04月01日

進藤 基博 旭川医科大学 2010年04月01日

杉山 絢子 帯広病院 2011年04月01日

曽我部 進 KKR札幌医療センター 2015年04月01日

高田 弘一 札幌医科大学附属病院 2013年04月01日

瀧本 理修 2010年04月01日

田口 純 北海道大学病院 2012年04月01日

竹内 啓 北海道大学大学院 2009年04月01日

田中 信悟 札幌医科大学附属病院 2013年04月01日

田中 浩一 札幌禎心会病院 2010年04月01日

田邊 裕貴 旭川医科大学病院 2013年04月01日

谷本 彩 2023年04月01日

太宰 昌佳 2016年04月01日

辻 靖 斗南病院 2006年04月01日

鳥本 悦宏 東札幌病院 2010年04月01日

中積 宏之 2019年04月01日

中野 真太郎 岩見沢市立総合病院 2021年04月01日

中村 路夫 市立札幌病院 2009年04月01日

中村 元 札幌医科大学医学部 2022年04月01日

野口 卓郎 北海道大学大学院医学研究院 2020年04月01日

原田 一顕 北海道大学病院 2018年04月01日

原田 敏之 北海道病院 2017年04月01日

平川 昌宏 北海道がんセンター 2014年04月01日

藤見 章仁 2012年04月01日

本庄 統 札幌南三条病院 2013年04月01日

本間 理央 斗南病院 2012年04月01日

松永 卓也 札幌北辰病院 2006年04月01日

水柿 秀紀 北海道がんセンター 2012年04月01日

宮西 浩嗣 札幌医科大学 2020年04月01日

村中 徹人 市立稚内病院 2016年04月01日

八木澤 允貴 北見赤十字病院 2022年04月01日

山本 昌代 旭川医科大学 2016年04月01日

結城 敏志 北海道大学病院 2009年04月01日
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北海道

氏名 施設名 認定日

69名

横内 浩 北海道がんセンター 2012年04月01日

吉田 真誠 札幌医科大学 2014年04月01日

青森県

氏名 施設名 認定日

7名

佐藤 温 弘前大学大学院医学研究科 2008年04月01日

鈴木 一広 2018年04月01日

高畑 武功 弘前大学大学院医学研究科 2010年04月01日

田中 諭 2016年04月01日

棟方 正樹 青森県立中央病院 2010年04月01日

岩手県

氏名 施設名 認定日

6名

伊藤 薫樹 岩手医科大学附属病院 2010年04月01日

小宅 達郎 岩手医科大学 2011年04月01日

加藤 誠之 岩手県立中央病院 2007年04月01日

塩井 義裕 岩手県立千厩病院 2017年04月01日

千葉 洋平 岩手医科大学附属病院 2023年04月01日

吉田 こず恵 岩手県立胆沢病院 2012年04月01日

宮城県

氏名 施設名 認定日

37名

秋山 聖子 仙台医療センター 2011年04月01日

石岡 千加史 東北大学大学院医学系研究科・医学部 2006年04月01日

伊東 和恵 宮城県立がんセンター 2023年04月01日

今井 源 東北大学病院 2013年04月01日

梅垣 翔 東北大学病院 2022年04月01日

大内 康太 東北大学病院 2019年04月01日

大塚 和令 2009年04月01日

大堀 久詔 石巻赤十字病院 2009年04月01日

沖田 啓 大崎市民病院 2021年04月01日

笠原 佑記 東北大学病院 2020年04月01日

神賀 貴大 仙台徳洲会病院 2020年04月01日
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宮城県

氏名 施設名 認定日

37名

川嶋 庸介 仙台厚生病院 2020年04月01日

川尻 昭寿 2019年04月01日

川村 佳史 東北大学加齢医学研究所 2023年04月01日

工藤 千枝子 2013年04月01日

小峰 啓吾 東北大学病院 2015年04月01日

西條 憲 東北大学病院 2013年04月01日

斎藤 里佳 2023年04月01日

坂本 康寛 大崎市民病院 2013年04月01日

佐藤 悠子 岡部医院仙台 2018年04月01日

下平 秀樹 東北医科薬科大学医学部 2008年04月01日

城田 英和 東北大学病院 2015年04月01日

菅原 俊一 仙台厚生病院 2012年04月01日

高須 充子 2011年04月01日

高橋 信 仙台厚生病院 2008年04月01日

高橋 昌宏 宮城県立がんセンター 2012年04月01日

近松 園子 2022年04月01日

千葉 奈津子 東北大学加齢医学研究所 2007年04月01日

西澤 弘成 東北大学大学院 2017年04月01日

濱中 洋平 東北大学病院 2015年04月01日

福原 達朗 宮城県立がんセンター 2016年04月01日

福原 規子 東北大学病院 2013年04月01日

村川 康子 宮城県立がんセンター 2007年04月01日

森川 直人 東北労災病院 2011年04月01日

安田 勝洋 東北医科薬科大学医学部 2012年04月01日

吉村 成央 東北医科薬科大学医学部 2011年04月01日

秋田県

氏名 施設名 認定日

6名

柴田 浩行 秋田大学大学院医学系研究科 2006年04月01日

島津 和弘 秋田大学大学院医学系研究科 2021年04月01日

田口 大樹 秋田大学大学院医学系研究科 2022年04月01日

福田 耕二 秋田大学大学院医学系研究科 2014年04月01日

武藤 理 秋田赤十字病院 2009年04月01日
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秋田県

氏名 施設名 認定日

6名

吉田 泰一 秋田大学大学院医学系研究科 2019年04月01日

山形県

氏名 施設名 認定日

9名

加藤 裕一 山形市 健康医療部（山形市 保健所） 2010年04月01日

小林 真紀 山形大学医学部附属病院 2019年04月01日

笹原 由理子 山形県立中央病院 2012年04月01日

鈴木 修平 山形大学 2017年04月01日

福井 忠久 山形県立新庄病院 2009年04月01日

山内 啓子 みゆき会病院 2013年04月01日

山田 英晴 山形大学医学部附属病院 2022年04月01日

山本 雅一 山本ファミリークリニック 2011年04月01日

吉岡 孝志 山形大学 2006年04月01日

福島県

氏名 施設名 認定日

10名

阿左見 祐介 総合南東北病院 2023年04月01日

池添 隆之 福島県立医科大学 2010年04月01日

石塚 光 福島労災病院 2012年04月01日

奥村 廣和 南相馬市立総合病院 2009年04月01日

木村 礼子 福島県立医科大学 2014年04月01日

坂井 晃 福島県立医科大学 2011年04月01日

佐治 重衡 福島県立医科大学 2008年04月01日

鈴木 玲 福島県立医科大学 2018年04月01日

竹村 真一 白河厚生総合病院 2020年04月01日

濵田 和幸 福島県立医科大学 2013年04月01日

茨城県

氏名 施設名 認定日

16名

會田 有香 筑波大学附属病院 2020年04月01日

飯島 弘晃 筑波メディカルセンター病院 2020年04月01日

石川 博一 筑波メディカルセンター病院 2013年04月01日

大原 元 水戸協同病院 2020年04月01日
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茨城県

氏名 施設名 認定日

16名

金本 幸司 牛久愛和総合病院 2012年04月01日

栗島 浩一 筑波メディカルセンター病院 2018年04月01日

菅谷 明徳 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 2015年04月01日

鈴木 敏夫 筑波大学医学医療系 2021年04月01日

関 正則 日立総合病院 2012年04月01日

関根 郁夫 筑波大学 2012年04月01日

新里 悠輔 2023年04月01日

藤尾 高行 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 2020年04月01日

藤本 栄 友愛記念病院 2015年04月01日

宮本 良一 東京医科大学茨城医療センター 2020年04月01日

山田 武史 筑波大学 2014年04月01日

山本 祥之 筑波大学附属病院 2014年04月01日

栃木県

氏名 施設名 認定日

11名

大澤 英之 2017年04月01日

笠井 尚 2022年04月01日

小林 洋行 那須赤十字病院 2011年04月01日

杉山 智英 栃木県立がんセンター 2019年04月01日

仲地 耕平 2020年04月01日

中村 洋一 栃木県立がんセンター 2006年04月01日

林 和彦 飯田病院 2010年04月01日

前門戸 任 自治医科大学 2009年04月01日

山口 博紀 2021年04月01日

湯浅 博美 獨協医科大学 2019年04月01日

行澤 斉悟 済生会宇都宮病院 2022年04月01日

群馬県

氏名 施設名 認定日

13名

朝井 洋晶 2013年04月01日

荒木 和浩 群馬県立がんセンター 2006年04月01日

磯田 淳 星医院 2008年04月01日

大崎 洋平 2015年04月01日
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群馬県

氏名 施設名 認定日

13名

大崎 隆 渋川医療センター 2021年04月01日

櫻井 麗子 群馬大学医学部附属病院 2010年04月01日

清水 雄大 群馬大学医学部附属病院 2023年04月01日

田中 寛 前橋赤十字病院 2019年04月01日

塚本 憲史 群馬大学医学部附属病院 2010年04月01日

長沼 篤 高崎総合医療センター 2010年04月01日

三浦 陽介 群馬大学医学部附属病院 2016年04月01日

湊 浩一 群馬県立がんセンター 2010年04月01日

吉田 武史 伊勢崎市民病院 2017年04月01日

埼玉県

氏名 施設名 認定日

52名

石黒 洋 埼玉医科大学国際医療センター 2011年04月01日

石綱 一央 乳腺レディースクリニック越谷 2013年04月01日

板橋 哲也 メイプルクリニック 2013年04月01日

今井 久雄 埼玉医科大学国際医療センター 2014年04月01日

遠藤 慎治 三愛会総合病院 2010年04月01日

小原 陽子 上尾中央総合病院 2020年04月01日

解良 恭一 2017年04月01日

木曽原 朗 春日部市立医療センター 2010年04月01日

草野 祐実 獨協医科大学埼玉医療センター 2020年04月01日

工藤 昌尚 埼玉県立がんセンター 2013年04月01日

粂川 陽祐 埼玉県立がんセンター 2014年04月01日

公平 誠 公平病院 2012年04月01日

小林 心 2013年04月01日

小山 信之 2020年04月01日

佐々木 小百合 2018年04月01日

佐藤 到 上尾中央総合病院 2013年04月01日

塩野 雅俊 2016年04月01日

清水 怜 埼玉県立がんセンター 2010年04月01日

畝川 芳彦 埼玉医科大学国際医療センター 2007年04月01日

関根 克敏 2019年04月01日

添田 大司 三井病院 2012年04月01日
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埼玉県

氏名 施設名 認定日

52名

高橋 直樹 埼玉県立がんセンター 2016年04月01日

多林 孝之 埼玉医科大学総合医療センター 2009年04月01日

照井 康仁 埼玉医科大学 2011年04月01日

中島 日出夫 上尾中央総合病院 2009年04月01日

中谷 直喜 2013年04月01日

中山 博文 2013年04月01日

長井 良昭 さいたま医療センター 2020年04月01日

永井 成勲 埼玉県立がんセンター 2011年04月01日

奈良 江梨子 2015年04月01日

野崎 由美 2018年04月01日

濱口 哲弥 埼玉医科大学国際医療センター 2008年04月01日

原 浩樹 埼玉県立がんセンター 2010年04月01日

樋口 徹 さいたま赤十字病院 2023年04月01日

福元 剛 わかさクリニック 2019年04月01日

藤本 章博 埼玉医科大学国際医療センター 2022年04月01日

藤本 祐未 埼玉県立がんセンター 2020年04月01日

堀田 洋介 埼玉医科大学国際医療センター 2009年04月01日

前川 隆彰 防衛医科大学校病院 2023年04月01日

松島 知広 埼玉県立がんセンター 2017年04月01日

松田 正典 埼玉医科大学総合医療センター 2008年04月01日

三浦 弘善 越谷市立病院 2009年04月01日

三橋 健次郎 さいたま赤十字病院 2011年04月01日

三原 良明 埼玉医科大学国際医療センター 2017年04月01日

森 美鈴 やじまトータルケアクリニック 2015年04月01日

山崎 知子 埼玉医科大学国際医療センター 2015年04月01日

山下 啓史 シャローム病院 2009年04月01日

山田 遥子 埼玉県立がんセンター 2017年04月01日

吉井 貴子 埼玉県立がんセンター 2013年04月01日

吉川 智之 防衛医科大学校病院 2019年04月01日

渡辺 恭孝 埼玉県立がんセンター 2020年04月01日

割田 悦子 さいたま赤十字病院 2013年04月01日
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千葉県

氏名 施設名 認定日

78名

青木 優 国立がん研究センター東病院 2021年04月01日

芦沼 宏典 千葉県がんセンター 2011年04月01日

新井 誠人 東京女子医科大学八千代医療センター 2022年04月01日

新井 宏典 成田赤十字病院 2018年04月01日

飯塚 弘子 2020年04月01日

今関 洋 千葉県がんセンター 2023年04月01日

植原 貴史 千葉医療センター 2011年04月01日

宇田川 響 国立がん研究センター東病院 2016年04月01日

宇津 欣和 成田赤十字病院 2014年04月01日

嬉野 紀夫 君津中央病院 2009年04月01日

江頭 徹哉 東葛病院 2017年04月01日

榎田 智弘 2015年04月01日

大山 優 2018年04月01日

岡野 晋 国立がん研究センター東病院 2012年04月01日

岡元 るみ子 千葉西総合病院 2006年04月01日

香川 洋輔 国立がん研究センター東病院 2023年04月01日

門田 智裕 国立がん研究センター東病院 2017年04月01日

久保 絵美 2017年04月01日

久保木 恭利 国立がん研究センター東病院 2012年04月01日

黒田 葵 東京歯科大学市川総合病院 2023年04月01日

小金丸 茂博 2018年04月01日

小島 隆嗣 国立がん研究センター東病院 2010年04月01日

小林 幸夫 名戸ヶ谷病院 2010年04月01日

近藤 千紘 2014年04月01日

齋藤 合 千葉大学医学部附属病院 2022年04月01日

酒井 徹也 2021年04月01日

堺田 惠美子 千葉大学医学部附属病院 2011年04月01日

阪口 正洋 日本医科大学千葉北総病院 2019年04月01日

坂尻 さくら 順天堂大学医学部附属浦安病院 2010年04月01日

佐々木 昭典 東京ベイ・浦安市川医療センター 2020年04月01日

佐々木 栄作 千葉西総合病院 2010年04月01日

佐々木 信一 順天堂大学医学部附属浦安病院 2008年04月01日

佐藤 昌靖 2018年04月01日
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設楽 紘平 国立がん研究センター東病院 2010年04月01日

島田 理子 国際医療福祉大学成田病院 2018年04月01日

清水 郁夫 2014年04月01日

杉山 栄里 2016年04月01日

善家 義貴 国立がん研究センター東病院 2016年04月01日

高橋 秀和 2016年04月01日

滝口 裕一 千葉大学大学院医学研究院 2006年04月01日

多田 裕司 国際医療福祉大学成田病院 2009年04月01日

田中 広祐 2017年04月01日

田中 英基 国立がん研究センター東病院 2023年04月01日

田原 信 国立がん研究センター東病院 2006年04月01日

池 成基 2023年04月01日

辻村 秀樹 千葉県がんセンター 2009年04月01日

寺嶋 毅 2014年04月01日

内藤 陽一 国立がん研究センター東病院 2011年04月01日

仲尾 岳大 国立がん研究センター東病院 2022年04月01日

中島 裕理 国立がん研究センター東病院 2021年04月01日

中村 能章 2017年04月01日

難波 由喜子 順天堂大学医学部附属浦安病院 2018年04月01日

西澤 俊宏 国際医療福祉大学成田病院 2013年04月01日

野崎 要 2014年04月01日

長谷川 圭 千葉西総合病院 2017年04月01日

長谷川 依子 2019年04月01日

早川 宏美 柏健診クリニック 2010年04月01日

原野 謙一 国立がん研究センター東病院 2013年04月01日

坂東 英明 国立がん研究センター東病院 2012年04月01日

樋口 肇 国際医療福祉大学成田病院 2007年04月01日

久松 春佳 成田赤十字病院 2022年04月01日

平野 聡 船橋市立医療センター 2008年04月01日

藤澤 孝夫 国立がん研究センター東病院 2019年04月01日

降旗 誠 順天堂大学医学部附属浦安病院 2018年04月01日

細木 卓明 君津中央病院 2012年04月01日

松島 孝充 柏厚生総合病院 2010年04月01日
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松原 裕樹 国立がん研究センター東病院 2023年04月01日

三森 徹 順天堂大学医学部附属浦安病院 2009年04月01日

向井 博文 国立がん研究センター東病院 2011年04月01日

向原 徹 国立がん研究センター東病院 2012年04月01日

葉 清隆 国立がん研究センター東病院 2008年04月01日

横山 雅大 春日2丁目クリニック 2006年04月01日

渡辺 翔 2018年04月01日

綿貫 瑠璃奈 国立がん研究センター東病院 2021年04月01日

和田 徳昭 東京歯科大学市川総合病院 2023年04月01日

東京都

氏名 施設名 認定日

272名

赤塚 壮太郎 三井記念病院 2007年04月01日

朝尾 哲彦 2017年04月01日

浅見 和弘 あさみ内科クリニック 2011年04月01日

東 剛司 東京都立多摩総合医療センター 2015年04月01日

天野 陽介 関東中央病院 2023年04月01日

有泉 裕嗣 2015年04月01日

安藤 弥生 2019年04月01日

生島 弘彬 NTT東日本関東病院 2023年04月01日

池田 剛 日本医科大学付属病院 2023年04月01日

石垣 和祥 東京大学医学部附属病院 2022年04月01日

石原 昌志 2023年04月01日

出雲 渉 東京女子医科大学病院 2023年04月01日

伊田 英恵 2021年04月01日

市川 靖子 帝京大学医学部附属病院 2010年04月01日

市場 保 すみれホームケアクリニック 2008年04月01日

市村 崇 厚生労働省 2010年04月01日

伊藤 亮治 花輪病院 2021年04月01日

稲垣 里奈 2016年04月01日

井上 大 東京都立多摩総合医療センター 2015年04月01日

井上 典仁 がん研究会有明病院 2020年04月01日

岩澤 俊一郎 中外製薬株式会社 2010年04月01日
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上田 百合 東京医科大学病院 2020年04月01日

上田 響子 2012年04月01日

内野 慶太 NTT東日本関東病院 2010年04月01日

内海 裕文 2015年04月01日

浦崎 哲也 2019年04月01日

瓜生 英樹 東京慈恵会医科大学附属第三病院 2021年04月01日

宇和川 匡 東京慈恵会医科大学 2014年04月01日

江畑 貴大 国立がん研究センター研究所 2019年04月01日

王 暁斐 がん研究会有明病院 2019年04月01日

大井 肇 厚生労働省 2023年04月01日

大岡 真也 公立昭和病院 2016年04月01日

大木 遼佑 がん研究会有明病院 2021年04月01日

大木 暁 がん研究会有明病院 2013年04月01日

大熊 遼太朗 昭和大学 2021年04月01日

大熊 裕介 国立がん研究センター中央病院 2013年04月01日

大熊 ひとみ 2019年04月01日

大下内 理紗 2018年04月01日

大隅 寛木 がん研究会有明病院 2018年04月01日

太田 修二 がん研究会 2016年04月01日

大竹 洋平 2021年04月01日

大場 彬博 国立がん研究センター中央病院 2022年04月01日

大場 大 東京目白クリニック 2011年04月01日

大本 晃弘 がん研究会有明病院 2017年04月01日

岡崎 聡 武蔵野赤十字病院 2023年04月01日

岡田 真央 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

岡野 尚弘 杏林大学医学部付属病院 2021年04月01日

岡部 聖一 東京医科大学 2007年04月01日

岡本 武士 がん研究会有明病院 2022年04月01日

沖田 南都子 国立がん研究センター中央病院 2008年04月01日

小倉 真理子 がん研究会有明病院 2010年04月01日

尾阪 将人 がん研究会有明病院 2010年04月01日

尾崎 由記範 2016年04月01日

小野 麻紀子 2010年04月01日
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尾野村 麻以 2018年04月01日

尾松 公平 がん研究会有明病院 2012年04月01日

笠原 寿郎 日本医科大学 2007年04月01日

春日 章良 がん研究会有明病院 2012年04月01日

勝屋 友幾 2018年04月01日

加藤 健 国立がん研究センター中央病院 2007年04月01日

加藤 俊介 順天堂大学大学院医学研究科 2006年04月01日

金政 佑典 2017年04月01日

加納 嘉人 東京医科歯科大学病院 2014年04月01日

神山 祐太郎 東京慈恵会医科大学附属病院 2012年04月01日

河合 桐男 東京大学医学部附属病院 2021年04月01日

川上 和之 八王子消化器病院 2017年04月01日

川崎 健太 2019年04月01日

川島 雅晴 東京慈恵会医科大学附属病院 2022年04月01日

川田 一郎 2018年04月01日

菊池 由宣 東邦大学医療センター大森病院 2011年04月01日

木澤 莉香 虎の門病院 2023年04月01日

岸 一馬 東邦大学医療センター大森病院 2009年04月01日

北園 美弥子 東京都立多摩総合医療センター 2011年04月01日

北園 聡 がん研究会有明病院 2011年04月01日

北野 滋久 がん研究会有明病院 2008年04月01日

北野 敦子 聖路加国際病院 2018年04月01日

城戸 秀倫 2017年04月01日

草野 善晴 がん研究会有明病院 2019年04月01日

楠原 正太 東京都済生会中央病院 2021年04月01日

楠本 壮二郎 昭和大学病院 2018年04月01日

倉持 英和 東京女子医科大学病院 2009年04月01日

古川 孝広 がん研究会有明病院 2010年04月01日

小島 康志 国立国際医療研究センター病院 2009年04月01日

小島 勇貴 国立がん研究センター中央病院 2016年04月01日

小林 隆之 がん研究会有明病院 2007年04月01日

小峯 弓子 2020年04月01日

小山 隆文 国立がん研究センター中央病院 2016年04月01日
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近藤 俊輔 国立がん研究センター中央病院 2007年04月01日

後藤 悌 国立がん研究センター中央病院 2011年04月01日

後藤 宏顕 江戸川病院 2012年04月01日

齋藤 雄紀 東海大学医学部付属八王子病院 2009年04月01日

酒井 瞳 昭和大学 2018年04月01日

酒谷 俊雄 NTT東日本関東病院 2015年04月01日

佐々木 政興 杏雲堂病院 2016年04月01日

佐々木 隆 がん研究会有明病院 2011年04月01日

佐藤 美紀子 2020年04月01日

佐藤 千尋 2023年04月01日

佐藤 靖祥 がん研究会有明病院 2016年04月01日

佐藤 潤 国立がん研究センター中央病院 2020年04月01日

里見 奈都子 アッヴィ合同会社 2018年04月01日

重松 康之 がん研究会有明病院 2016年04月01日

篠崎 英司 がん研究会有明病院 2008年04月01日

柴 知史 2015年04月01日

柴田 雅彦 2009年04月01日

下井 辰徳 国立がん研究センター中央病院 2015年04月01日

下田 由季子 2022年04月01日

下村 昭彦 国立国際医療研究センター病院 2015年04月01日

下山 達 東京都立駒込病院 2009年04月01日

宿谷 威仁 2013年04月01日

庄司 広和 2015年04月01日

白石 英晶 2017年04月01日

白石 和寛 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

白川 奈美 国立がん研究センター中央病院 2022年04月01日

白杉 由香理 三井記念病院 2010年04月01日

新垣 清登 国立がん研究センター 研究所 2020年04月01日

新野 祐樹 国立がん研究センター中央病院 2020年04月01日

末永 光邦 東京医科歯科大学 2007年04月01日

須河 恭敬 東京医療センター 2012年04月01日

菅野 哲平 2014年04月01日

杉山 勝紀 すぎやまクリニック 2010年04月01日
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鈴木 一史 2014年04月01日

鈴木 達也 国立がん研究センター中央病院 2009年04月01日

須藤 洋崇 2019年04月01日

須藤 一起 国立がん研究センター中央病院 2017年04月01日

角南 久仁子 国立がん研究センター中央病院 2015年04月01日

陶山 浩一 虎の門病院 2013年04月01日

関 順彦 帝京大学 2011年04月01日

関 好孝 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 2011年04月01日

芹澤 信子 2021年04月01日

副島 研造 慶應義塾大学病院 2010年04月01日

平良 眞一郎 薬師堂診療所 2012年04月01日

高石 官均 慶應義塾大学 2007年04月01日

髙木 雄亮 株式会社 CureApp 2012年04月01日

髙木 浩一 聖路加国際病院 2011年04月01日

髙島 淳生 国立がん研究センター中央病院 2009年04月01日

高野 夏希 2019年04月01日

高野 利実 がん研究会有明病院 2007年04月01日

高橋 深幸 災害医療センター 2022年04月01日

高橋 俊二 がん研究会有明病院 2011年04月01日

髙橋 萌々子 2023年04月01日

髙橋 宏通 2015年04月01日

高張 大亮 がん研究会有明病院 2008年04月01日

高見澤 重賢 NTT東日本関東病院 2022年04月01日

高森 弘之 東京大学医科学研究所 2020年04月01日

髙森 幹雄 東京都立多摩総合医療センター 2016年04月01日

竹内 優志 慶應義塾大学医学部 2020年04月01日

竹田 雄一郎 国立国際医療研究センター病院 2009年04月01日

立石 晶子 2022年04月01日

棚井 千春 NTT東日本関東病院 2010年04月01日

田中 裕子 2022年04月01日

田辺 裕子 2012年04月01日

谷山 智子 国立国際医療研究センター病院 2013年04月01日

田畑 健一 北里大学北里研究所病院 2012年04月01日
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丹澤 盛 帝京大学医学部附属病院 2016年04月01日

陳 勁松 がん研究会有明病院 2012年04月01日

十九浦 宏明 あかり在宅クリニック 2017年04月01日

鶴谷 純司 昭和大学 先端がん治療研究所 2010年04月01日

寺井 秀樹 慶應義塾大学病院 2012年04月01日

戸塚 猛大 日本医科大学大学院医学研究科 2023年04月01日

友松 純一 がん研究会有明病院 2013年04月01日

虎澤 匡洋 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

内藤 智之 三井記念病院 2021年04月01日

仲 剛 国立国際医療研究センター病院 2012年04月01日

中川 優 2017年04月01日

中園 綾乃 東京都立多摩総合医療センター 2015年04月01日

仲田 洋美 神宮外苑ミネルバクリニック 2011年04月01日

中根 実 武蔵野赤十字病院 2006年04月01日

仲野 彩 2020年04月01日

仲野 兼司 2014年04月01日

中村 卓 2014年04月01日

永崎 栄次郎 東京慈恵会医科大学附属病院 2012年04月01日

西川 忠曉 2022年04月01日

西澤 綾 東京都立駒込病院 2023年04月01日

西村 直樹 聖路加国際病院 2011年04月01日

西村 明子 2016年04月01日

野口 瑛美 2017年04月01日

野口 正朗 東京慈恵会医科大学附属第三病院 2016年04月01日

野田 翔子 2021年04月01日

野呂 林太郎 日本医科大学付属病院 2013年04月01日

箱崎 泰貴 東京都立駒込病院 2023年04月01日

橋本 典諭 2013年04月01日

橋本 佳奈 東京都立駒込病院 2023年04月01日

橋本 淳 2013年04月01日

荷見 よう子 三井記念病院 2015年04月01日

長谷川 司 2021年04月01日

浜本 康夫 慶應義塾大学 2008年04月01日
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林 秀幸 慶應義塾大学医学部 2017年04月01日

林 和美 2020年04月01日

原 文堅 がん研究会有明病院 2012年04月01日

馬場 啓介 2023年04月01日

東山 量子 2023年04月01日

久金 翔 日本医科大学多摩永山病院 2017年04月01日

肱岡 範 国立がん研究センター中央病院 2014年04月01日

平田 賢郎 慶應義塾大学病院 2018年04月01日

平野 秀和 国立がん研究センター中央病院 2019年04月01日

廣瀬 俊晴 2023年04月01日

廣中 秀一 杏林大学医学部 2011年04月01日

深田 一平 2014年04月01日

福泉 彩 日本医科大学付属病院 2018年04月01日

福岡 聖大 がん研究会有明病院 2016年04月01日

福田 貴規 東京大学医科学研究所 2022年04月01日

福田 滉仁 2023年04月01日

福田 直樹 がん研究会有明病院 2020年04月01日

福永 景子 2022年04月01日

福原 傑 2013年04月01日

藤田 充啓 2009年04月01日

藤原 康宏 2009年04月01日

船越 信介 東京都済生会中央病院 2013年04月01日

星野 舞 2022年04月01日

細永 真理 2013年04月01日

堀之内 秀仁 国立がん研究センター中央病院 2011年04月01日

本田 健 2015年04月01日

本間 義崇 2016年04月01日

前嶋 愛子 国立がん研究センター中央病院 2018年04月01日

前田 慶子 2018年04月01日

蒔田 真一 2017年04月01日

増田 淳 がん研究会有明病院 2020年04月01日

増田 健 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

松岡 弘道 2013年04月01日
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東京都

氏名 施設名 認定日

272名

松木 絵里 2012年04月01日

松田 真一朗 東京都立駒込病院 2019年04月01日

松田 正道 2007年04月01日

松山 眞人 2014年04月01日

丸木 雄太 国立がん研究センター中央病院 2021年04月01日

丸山 大 がん研有明病院 2008年04月01日

マーシャル 祥子 東京女子医科大学附属足立医療センター 2019年04月01日

三浦 佳代 順天堂大学 2011年04月01日

三浦 勝浩 日本大学医学部 2010年04月01日

三浦 裕司 虎の門病院 2010年04月01日

三嶋 裕子 がん研究会有明病院 2006年04月01日

水上 拓郎 NTT東日本関東病院 2023年04月01日

水野 孝昭 国立がん研究センター中央病院 2021年04月01日

三ツ村 隆弘 虎の門病院 2023年04月01日

三森 友靖 2017年04月01日

宮永 晃彦 日本医科大学付属病院 2011年04月01日

宮本 信吾 日本赤十字社医療センター 2010年04月01日

宮脇 英里子 がん研究会有明病院 2021年04月01日

明星 智洋 江戸川病院 2009年04月01日

棟方 理 2013年04月01日

村橋 睦了 東京慈恵会医科大学 2012年04月01日

森 毅彦 東京医科歯科大学 2010年04月01日

森田 公夫 江戸川病院 2014年04月01日

門間 聡子 東京大学医科学研究所附属病院 2020年04月01日

矢崎 秀 国立がん研究センター中央病院 2023年04月01日

矢島 陽子 アッヴィ合同会社 2013年04月01日

栁谷 典子 がん研究会有明病院 2011年04月01日

矢野 真吾 東京慈恵会医科大学附属病院 2009年04月01日

山内 芳也 2023年04月01日

山内 浩文 2019年04月01日

山口 法隆 八王子みなみ野病院 2017年04月01日

山口 智宏 ガーダントヘルスジャパン株式会社 2013年04月01日

山口 和久 東邦大学医療センター大森病院 2018年04月01日
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東京都

氏名 施設名 認定日

272名

山口 雄 2013年04月01日

山本 駿 国立がん研究センター中央病院 2022年04月01日

温泉川 真由 がん研究会有明病院 2009年04月01日

横山 和樹 2023年04月01日

吉岡 泰子 東部地域病院 2011年04月01日

吉川 明子 2015年04月01日

吉田 和史 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 2017年04月01日

吉田 達哉 2013年04月01日

米盛 勧 国立がん研究センター中央病院 2007年04月01日

四方田 真紀子 2015年04月01日

若槻 尊 2015年04月01日

和久井 大 東京慈恵会医科大学附属病院 2015年04月01日

渡邊 清高 帝京大学医学部内科学講座 2022年04月01日

神奈川県

氏名 施設名 認定日

83名

赤木 秀子 日本医科大学武蔵小杉病院 2010年04月01日

上見 葉子 横浜市立市民病院 2012年04月01日

有岡 仁 横浜労災病院 2006年04月01日

安藤 潔 東海大学 2010年04月01日

安藤 知子 藤沢市民病院 2016年04月01日

井川 聡 北里大学病院 2010年04月01日

池田 勝臣 北里大学 医学部 2012年04月01日

池田 慧 神奈川県立循環器呼吸器病センター 2017年04月01日

伊澤 直樹 聖マリアンナ医科大学 2013年04月01日

石井 真理 高島町しらゆり内科クリニック 2011年04月01日

石田 博雄 昭和大学横浜市北部病院 2009年04月01日

石田 敦子 聖マリアンナ医科大学病院 2010年04月01日

市川 度 昭和大学藤が丘病院 2010年04月01日

市川 靖史 横浜市立大学大学院医学研究科 2010年04月01日

伊東 友弘 昭和大学横浜市北部病院 2009年04月01日

植木 信江 2012年04月01日

上野 誠 神奈川県立がんセンター 2008年04月01日
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神奈川県

氏名 施設名 認定日

83名

梅本 久美子 2023年04月01日

扇屋 大輔 東海大学医学部 内科学系 2014年04月01日

大久保 直紀 横浜市立大学附属病院 2023年04月01日

岡村 卓穂 東海大学 2017年04月01日

沖 将行 東海大学 2010年04月01日

小倉 孝氏 川崎市立多摩病院 2010年04月01日

小栗 知世 聖マリアンナ医科大学病院 2013年04月01日

尾下 文浩 神奈川県立足柄上病院 2014年04月01日

勝俣 範之 日本医科大学武蔵小杉病院 2007年04月01日

加藤 晃史 神奈川県立がんセンター 2006年04月01日

川井 英嗣 平塚共済病院 2017年04月01日

神野 正敏 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 2009年04月01日

菊池 真理子 北里大学 2019年04月01日

北原 信介 関東労災病院 2018年04月01日

草野 暢子 藤沢市民病院 2010年04月01日

久保田 洋平 聖マリアンナ医科大学病院 2022年04月01日

小杉 成樹 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 2012年04月01日

小林 智 神奈川県立がんセンター 2012年04月01日

小林 規俊 2018年04月01日

小林 信明 横浜市立大学附属病院 2014年04月01日

小宮山 哲史 横浜市立大学附属市民総合医療センター 2021年04月01日

近藤 哲郎 神奈川県立がんセンター 2011年04月01日

斉藤 春洋 神奈川県立がんセンター 2009年04月01日

酒井 リカ 神奈川県立がんセンター 2012年04月01日

坂下 博之 横須賀共済病院 2011年04月01日

佐々木 治一郎 北里大学 2013年04月01日

佐藤 崇 2013年04月01日

澤木 明 湘南鎌倉総合病院 2016年04月01日

下山 ライ 湘南鎌倉総合病院 2012年04月01日

鈴木 章浩 六ッ川すずき内科医院 東戸塚・弘明寺院 2022年04月01日

砂川 優 聖マリアンナ医科大学 2011年04月01日

高崎 啓孝 2010年04月01日

髙橋 寛行 神奈川県立がんセンター 2016年04月01日
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神奈川県

氏名 施設名 認定日

83名

田上 陽一 横浜市立大学附属病院 2021年04月01日

武田 弘幸 聖マリアンナ医科大学 2022年04月01日

竹村 佐千哉 横浜掖済会病院 2013年04月01日

津田 万里 東海大学 医学部 専門診療学系 2013年04月01日

津田 享志 湘南藤沢徳洲会病院 2014年04月01日

土田 知史 横浜市南部病院 2013年04月01日

堤 千寿子 2014年04月01日

寺尾 まやこ 東海大学 2015年04月01日

戸田 陽子 済生会横浜市東部病院 2010年04月01日

戸塚 雄一朗 神奈川県立がんセンター 2020年04月01日

土井 綾子 聖マリアンナ医科大学病院 2016年04月01日

猶木 克彦 北里大学 2010年04月01日

中原 善朗 北里大学病院 2015年04月01日

中村 翔 2019年04月01日

成松 宏人 神奈川県立がんセンター 2013年04月01日

新倉 直樹 東海大学 2013年04月01日

西 智弘 2013年04月01日

西川 正憲 藤沢市民病院 2007年04月01日

橋本 千寿子 大和市立病院 2007年04月01日

長谷川 慎一 はせがわ内科クリニック 2011年04月01日

引野 幸司 湘南鎌倉総合病院 2010年04月01日

福井 朋也 湘南鎌倉総合病院 2007年04月01日

藤井 知紀 関東労災病院 2009年04月01日

古田 光寛 神奈川県立がんセンター 2021年04月01日

古屋 直樹 聖マリアンナ医科大学 2019年04月01日

堀江 良樹 聖マリアンナ医科大学 2014年04月01日

村井 ありさ 2020年04月01日

柳原 武史 横浜労災病院 2023年04月01日

吉田 達也 横浜市南部病院 2016年04月01日

渡邉 利泰 山田医院 2011年04月01日

渡辺 晃識 北里大学病院 2019年04月01日
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新潟県

氏名 施設名 認定日

24名

井田 桃里 柏崎総合医療センター 2012年04月01日

伊藤 和彦 新潟市民病院 2021年04月01日

今井 洋介 長岡西病院 2007年04月01日

角道 祐一 新潟県立十日町病院 2009年04月01日

小林 由夏 2017年04月01日

齋木 琢郎 新潟大学大学院医歯学総合研究科 2022年04月01日

西條 康夫 新潟大学大学院医歯学総合研究科 2009年04月01日

佐藤 和弘 長岡赤十字病院 2010年04月01日

島田 能史 新潟大学医歯学総合病院 2019年04月01日

周 启亮 新潟大学大学院医歯学総合研究科 2022年04月01日

関 義信 新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター・魚沼基幹
病院 2009年04月01日

田中 知宏 新潟大学医歯学総合病院 2022年04月01日

田中 洋史 新潟県立がんセンター新潟病院 2010年04月01日

土田 純子 新潟大学大学院 2020年04月01日

外池 祐子 長岡中央綜合病院 2017年04月01日

林 正周 2015年04月01日

松本 吉史 新潟大学医歯学総合病院 2017年04月01日

三浦 理 新潟県立がんセンター新潟病院 2011年04月01日

宮林 貴大 新潟市民病院 2017年04月01日

桃井 明仁 新潟県立中央病院 2010年04月01日

森山 雅人 新潟大学大学院医歯学総合研究科 2017年04月01日

諸 和樹 新潟大学医歯学総合病院 2023年04月01日

八幡 哲郎 関塚医院 2010年04月01日

吉澤 和哉 2014年04月01日

富山県

氏名 施設名 認定日

15名

安藤 孝将 2013年04月01日

岩佐 桂一 2013年04月01日

植田 亮 2014年04月01日

小川 浩平 2013年04月01日

梶浦 新也 2013年04月01日

菊地 尚平 2013年04月01日
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富山県

氏名 施設名 認定日

15名

北村 寛 富山大学 2013年04月01日

黒川 敏郎 富山赤十字病院 2009年04月01日

佐藤 勉 2012年04月01日

柴田 和彦 厚生連高岡病院 2006年04月01日

柴田 祥宏 庄川しばたクリニック 2015年04月01日

高木 宏明 富山県立中央病院 2023年04月01日

林 龍二 2013年04月01日

三輪 敏郎 富山大学附属病院 2011年04月01日

元尾 伊織 2023年04月01日

石川県

氏名 施設名 認定日

27名

泉 浩二 金沢大学附属病院 2010年04月01日

伊藤 錬磨 国民健康保険小松市民病院 2019年04月01日

稲垣 聡子 石川県予防医学協会 2014年04月01日

浦本 秀隆 金沢医科大学 2007年04月01日

大坪 公士郎 金沢大学附属病院 2010年04月01日

北 俊之 金沢医療センター 2007年04月01日

北原 智美 2013年04月01日

木藤 陽介 石川県立中央病院 2016年04月01日

小谷 浩 金沢大学がん進展制御研究所 2017年04月01日

木場 隼人 2019年04月01日

曽根 崇 石川県立中央病院 2010年04月01日

竹内 伸司 2013年04月01日

谷本 梓 金沢大学がん進展制御研究所 2016年04月01日

丹保 裕一 金沢大学附属病院 2011年04月01日

辻 国広 石川県立中央病院 2013年04月01日

寺島 健志 金沢大学附属病院 2011年04月01日

南條 成輝 2013年04月01日

西 耕一 石川県立中央病院 2008年04月01日

西川 晋吾 水口内科クリニック 2012年04月01日

西山 明宏 2016年04月01日

又野 豊 国民健康保険小松市民病院 2013年04月01日
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石川県

氏名 施設名 認定日

27名

毛利 久継 2013年04月01日

元雄 良治 小松ソフィア病院 2009年04月01日

八重樫 洋 2016年04月01日

安本 和生 金沢医科大学 2011年04月01日

矢野 聖二 金沢大学附属病院 2009年04月01日

吉田 晶代 金沢大学附属病院 2015年04月01日

福井県

氏名 施設名 認定日

10名

新家 裕朗 福井大学医学部附属病院 2023年04月01日

河合 泰一 福井県立病院 2009年04月01日

澤崎 愛子 2014年04月01日

杉盛 千春 福井県済生会病院 2012年04月01日

多賀 雅浩 多賀内科医院 2015年04月01日

中山 俊 福井県済生会病院 2008年04月01日

根来 英樹 福井大学医学部附属病院 2013年04月01日

細野 奈穂子 福井大学医学部附属病院 2010年04月01日

森永 浩次 2019年04月01日

山内 高弘 福井大学 2008年04月01日

山梨県

氏名 施設名 認定日

5名

赤池 英憲 山梨大学医学部 2019年04月01日

飯野 昌樹 山梨県立中央病院 2010年04月01日

田中 勝 山梨大学医学部 2009年04月01日

中嶌 圭 山梨大学医学部附属病院 2023年04月01日

三河 貴裕 山梨県立中央病院 2014年04月01日

長野県

氏名 施設名 認定日

30名

吾妻 俊彦 信州上田医療センター 2017年04月01日

市川 直明 長野赤十字病院 2011年04月01日

伊藤 研一 信州大学 2009年04月01日
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長野県

氏名 施設名 認定日

30名

伊藤 勅子 信州大学医学部附属病院 2015年04月01日

上野 真由美 長野赤十字病院 2012年04月01日

小田 京太 相澤病院 2012年04月01日

小野 靖 城西病院 2012年04月01日

門倉 玄武 諏訪中央病院 2017年04月01日

神田 慎太郎 信州大学医学部 2013年04月01日

國枝 献治 佐久医療センター 2016年04月01日

黒澤 彩子 伊那中央病院 2021年04月01日

小泉 知展 信州大学 2010年04月01日

小坂 泰二郎 佐久医療センター 2011年04月01日

五味 邦之 諏訪赤十字病院 2014年04月01日

新宮 聖士 飯田市立病院 2012年04月01日

進士 明宏 諏訪赤十字病院 2013年04月01日

関口 和 2015年04月01日

関野 康 長野市民病院 2014年04月01日

竹内 信道 伊那中央病院 2014年04月01日

立石 一成 2015年04月01日

堂畑 雄一 新生病院 2021年04月01日

中西 正教 相澤病院 2011年04月01日

中村 将人 相澤病院 2010年04月01日

中山 剛 諏訪中央病院 2012年04月01日

長瀬 通隆 佐久医療センター 2007年04月01日

平林 幸生 まつもと医療センター 2013年04月01日

平松 綾子 諏訪中央病院 2020年04月01日

廣島 由紀 長野赤十字病院 2011年04月01日

山中 龍也 飯田市立千代診療所 2008年04月01日

岐阜県

氏名 施設名 認定日

28名

安部 崇 大垣市民病院 2014年04月01日

石黒 崇 岐阜市民病院 2008年04月01日

小川 憲吾 平野総合病院 2011年04月01日

笠原 千嗣 岐阜市民病院 2007年04月01日
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岐阜県

氏名 施設名 認定日

28名

勝村 直樹 中濃厚生病院 2010年04月01日

兼村 信宏 岐阜大学医学部附属病院 2007年04月01日

亀井 桂太郎 大垣市民病院 2008年04月01日

北川 順一 岐阜市民病院 2010年04月01日

小林 聡 2015年04月01日

小牧 千人 岐阜市民病院 2013年04月01日

後藤 英子 中濃厚生病院 2009年04月01日

坂 英雄 松波総合病院 2006年04月01日

佐橋 里美 2020年04月01日

澤 祥幸 和光会グループ訪問診療センター 2006年04月01日

柴田 悠平 岐阜市民病院 2016年04月01日

鈴木 弘太郎 2020年04月01日

高橋 義人 岐阜県総合医療センター 2010年04月01日

鶴見 寿 松波総合病院 2007年04月01日

中村 信彦 2014年04月01日

二宮 空暢 二宮医院 2012年04月01日

原 武志 松波総合病院 2008年04月01日

福野 賢二 高山赤十字病院 2008年04月01日

牧山 明資 岐阜大学医学部附属病院 2012年04月01日

牧山 千夏 2010年04月01日

森川 あけみ 岐阜・西濃医療センター 岐北厚生病院 2016年04月01日

山田 俊樹 岐阜県総合医療センター 2008年04月01日

吉田 勉 岐阜市民病院 2008年04月01日

李 心 2020年04月01日

静岡県

氏名 施設名 認定日

28名

飯田 由子 静岡県立静岡がんセンター 2020年04月01日

内野 順治 磐南中央病院 2009年04月01日

小澤 雄一 浜松医療センター 2015年04月01日

小野 哲 静岡県立静岡がんセンター 2014年04月01日

小野澤 祐輔 静岡県立静岡がんセンター 2008年04月01日

柄山 正人 2016年04月01日
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静岡県

氏名 施設名 認定日

28名

河合 貞幸 コミュニティーホスピタル甲賀病院 2013年04月01日

川上 武志 静岡県立静岡がんセンター 2022年04月01日

釼持 広知 静岡県立静岡がんセンター 2009年04月01日

式 郁恵 静岡県立静岡がんセンター 2015年04月01日

白数 洋充 静岡県立静岡がんセンター 2019年04月01日

鈴宮 淳司 コミュニティーホスピタル甲賀病院 2009年04月01日

瀧浪 将貴 磐田市立総合病院 2022年04月01日

多久 佳成 静岡県立総合病院 2009年04月01日

竹下 明裕 浜松医科大学医学部附属病院 2007年04月01日

竹村 兼成 浜松医科大学 2015年04月01日

田宮 裕太郎 中東遠総合医療センター 2022年04月01日

徳留 なほみ 静岡県立静岡がんセンター 2008年04月01日

戸髙 明子 静岡県立静岡がんセンター 2011年04月01日

濱内 諭 静岡県立静岡がんセンター 2012年04月01日

平川 聡史 聖隷浜松病院 2023年04月01日

船井 和仁 浜松医科大学 2013年04月01日

本間 千帆 2015年04月01日

坊岡 英祐 浜松医科大学 2017年04月01日

豆鞘 伸昭 静岡県立静岡がんセンター 2019年04月01日

山中 康弘 静岡県立総合病院 2011年04月01日

横田 知哉 静岡県立静岡がんセンター 2014年04月01日

愛知県

氏名 施設名 認定日

105名

浅井 暁 大同病院 2006年04月01日

足立 雄太 愛知県がんセンター 2020年04月01日

安藤 雄一 名古屋大学医学部附属病院 2009年04月01日

安藤 正志 愛知県がんセンター 2009年04月01日

石川 紫都 石川医院 2009年04月01日

伊藤 公人 一宮西病院 2020年04月01日

伊奈 研次 新生会第一病院 2007年04月01日

稲垣 裕一郎 2014年04月01日

稲葉 吉隆 愛知県がんセンター 2008年04月01日
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愛知県

氏名 施設名 認定日

105名

井上 めぐみ 名古屋大学医学部附属病院 2011年04月01日

井本 直人 豊橋市民病院 2017年04月01日

岩田 崇 愛知医科大学病院 2017年04月01日

上田 格弘 小牧市民病院 2023年04月01日

内田 俊樹 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 2008年04月01日

浦川 浩 名古屋大学医学部附属病院 2015年04月01日

衣斐 寛倫 愛知県がんセンター 2007年04月01日

大岩 加奈 大須病院 2019年04月01日

大矢 由子 藤田医科大学 医学部 2019年04月01日

岡本 泰幸 徳重おかもとクリニック 2012年04月01日

岡本 晃直 2014年04月01日

緒方 貴次 2023年04月01日

尾崎 友理 名古屋大学医学部附属病院 2022年04月01日

尾瀬 功 愛知県がんセンター研究所 2011年04月01日

尾関 和貴 2015年04月01日

尾山 卓 八事ホームケアクリニック 2007年04月01日

鏡味 良豊 春日井市民病院 2011年04月01日

梶口 智弘 2017年04月01日

勝見 章 国立長寿医療研究センター 2013年04月01日

加藤 弥菜 愛知県がんセンター 2010年04月01日

加藤 春美 2010年04月01日

門脇 重憲 愛知県がんセンター 2009年04月01日

神谷 悦功 西尾病院 2007年04月01日

河合 宏紀 かわい内科＆皮ふ科 2007年04月01日

河田 健司 藤田医科大学 2008年04月01日

北川 智余恵 名古屋医療センター 2007年04月01日

木下 史緒理 2018年04月01日

楠本 茂 愛知県がんセンター 2007年04月01日

久保 昭仁 愛知医科大学病院 2010年04月01日

倉橋 信悟 2023年04月01日

久留宮 康浩 豊田厚生病院 2012年04月01日

小暮 啓人 名古屋医療センター 2008年04月01日

児玉 紘幸 愛知県がんセンター 2021年04月01日

28 53/



日本臨床腫瘍学会  がん薬物療法専門医認定者

2023/05/26

愛知県

氏名 施設名 認定日

105名

近藤 千晶 2015年04月01日

榊田 智喜 愛知県がんセンター 2021年04月01日

坂本 英至 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 2011年04月01日

佐藤 和秀 名古屋大学大学院医学系研究科 2019年04月01日

佐藤 洋造 愛知県がんセンター 2009年04月01日

澤 ひとみ 2023年04月01日

澤木 正孝 愛知県がんセンター 2010年04月01日

芝崎 正崇 梅が丘内科とアレルギーのクリニック 2008年04月01日

柴田 剛志 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 2012年04月01日

志村 貴也 名古屋市立大学大学院医学研究科 2010年04月01日

下方 智也 名古屋大学医学部附属病院 2012年04月01日

下川 高賢 愛知三の丸クリニック 2009年04月01日

杉下 美保子 2014年04月01日

杉山 圭司 2019年04月01日

関 崇 名城病院 2017年04月01日

高野 悠子 名古屋大学医学部附属病院 2021年04月01日

高橋 孝輔 2017年04月01日

高山 歳三 大同病院 2019年04月01日

田近 正洋 愛知県がんセンター 2011年04月01日

田中 繁 岡崎市民病院 2015年04月01日

谷口 浩也 愛知県がんセンター 2013年04月01日

中野 祐往 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 2010年04月01日

成田 有季哉 2018年04月01日

西山 誉大 2023年04月01日

西脇 聡史 2012年04月01日

能澤 一樹 2021年04月01日

長谷川 泉 中京病院 2014年04月01日

速井 俊策 2020年04月01日

原田 靖彦 豊田厚生病院 2022年04月01日

平賀 潤二 豊田厚生病院 2010年04月01日

平出 賢太郎 2022年04月01日

藤原 豊 愛知県がんセンター 2007年04月01日

船橋 依理子 2015年04月01日
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愛知県

氏名 施設名 認定日

105名

堀尾 芳嗣 愛知県がんセンター 2007年04月01日

本多 和典 2013年04月01日

前田 修 名古屋大学医学部附属病院 2013年04月01日

正木 彩子 2013年04月01日

舛石 俊樹 愛知県がんセンター 2013年04月01日

松岡 宏 2014年04月01日

松岡 歩 名古屋大学医学部附属病院 2020年04月01日

松澤 令子 2017年04月01日

丸茂 義晃 2023年04月01日

水谷 武史 吉田クリニック 2017年04月01日

水野 伸匡 2020年04月01日

満間 綾子 名古屋大学医学部附属病院 2010年04月01日

宮井 雄基 2022年04月01日

宮尾 康太郎 2016年04月01日

宮田 泰彦 2014年04月01日

村上 五月 2020年04月01日

村田 慎一 愛知県がんセンター 2022年04月01日

百田 洋之 2014年04月01日

森 芙美子 2013年04月01日

森 義徳 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 2015年04月01日

森下 喬允 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 2017年04月01日

森田 佐知 2013年04月01日

矢野 寛樹 海南病院 2011年04月01日

山本 晃之 豊橋市民病院 2019年04月01日

山本 一仁 愛知県がんセンター 2009年04月01日

吉田 嵩 2021年04月01日

米山 文彦 名古屋掖済会病院 2013年04月01日

龍華 朱音 一宮市立市民病院 2013年04月01日

和田 明久 名古屋大学医学部附属病院 2023年04月01日

鰐渕 友美 2020年04月01日
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三重県

氏名 施設名 認定日

16名

石原 幹也 三重大学医学部附属病院 2012年04月01日

伊野 和子 三重大学医学部附属病院 2013年04月01日

奥川 喜永 三重大学医学部附属病院 2019年04月01日

小田 裕靖 2015年04月01日

川上 恵基 鈴鹿中央総合病院 2007年04月01日

斎藤 佳菜子 三重大学医学部附属病院 2008年04月01日

田丸 智巳 三重大学医学部附属病院 2009年04月01日

角田 瑛 三重大学医学部附属病院 2023年04月01日

戸野 泰孝 三重大学医学部附属病院 2019年04月01日

野村 英毅 同心会 遠山病院 2010年04月01日

藤原 拓海 三重大学医学部附属病院 2021年04月01日

水谷 実 鈴鹿中央総合病院 2014年04月01日

水野 聡朗 三重大学医学部附属病院 2007年04月01日

宮田 恵里 済生会松阪総合病院 2010年04月01日

矢崎 晃 2011年04月01日

滋賀県

氏名 施設名 認定日

10名

稲富 理 滋賀医科大学医学部附属病院 2013年04月01日

井上 博登 滋賀医科大学医学部附属病院 2021年04月01日

後藤 知之 滋賀県立総合病院 2015年04月01日

住本 秀敏 滋賀医科大学 2013年04月01日

園田 文乃 滋賀医科大学 2016年04月01日

竹治 智 彦根市立病院 2015年04月01日

寺本 晃治 滋賀医科大学 2022年04月01日

塘 賢二郎 大津赤十字病院 2017年04月01日

平本 秀二 ピースホームケアクリニック 2014年04月01日

松本 寛史 滋賀医科大学医学部附属病院 2019年04月01日

京都府

氏名 施設名 認定日

53名

新井 康之 京都大学医学部附属病院 2014年04月01日

石川 剛 京都府立医科大学 2009年04月01日
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京都府

氏名 施設名 認定日

53名

伊藤 卓彦 京都大学 2020年04月01日

猪上 尚徳 京都第二赤十字病院 2023年04月01日

宇良 敬 2020年04月01日

江本 憲央 医仁会武田総合病院 2019年04月01日

岡山 哲也 2018年04月01日

小野 寿子 京都第二赤十字病院 2023年04月01日

片岡 星太 京都府立医科大学 2020年04月01日

金井 雅史 京都大学大学院医学研究科 2010年04月01日

桐島 寿彦 京都市立病院 2011年04月01日

古林 勉 京都第一赤十字病院 2012年04月01日

小紫 彩奈 2023年04月01日

近藤 知大 京都大学医学部附属病院 2021年04月01日

佐々木 奈々 京都第二赤十字病院 2015年04月01日

佐藤 悦子 洛和会音羽病院 2019年04月01日

澤田 武志 2017年04月01日

塩津 伸介 京都第一赤十字病院 2018年04月01日

島津 裕 京都大学医学部附属病院 2011年04月01日

志村 勇司 2014年04月01日

白川 敦史 京都第二赤十字病院 2019年04月01日

杉谷 未央 2013年04月01日

鈴木 千晶 2017年04月01日

曽根 尚之 京都大学iPS細胞研究所 2019年04月01日

竹田 治彦 京都大学医学部附属病院 2015年04月01日

田中 信 2018年04月01日

民西 葉子 2023年04月01日

丹波 和奈 2023年04月01日

土井 俊文 京都府立医科大学大学院医学研究科 2017年04月01日

中島 貴子 京都大学大学院医学研究科 2008年04月01日

野村 基雄 京都大学医学部附属病院 2013年04月01日

原田 陽平 2018年04月01日

原田 大司 市立福知山市民病院 2015年04月01日

Pham Nguyen Quy 京都民医連中央病院 2021年04月01日

深堀 理 京都大学医学部附属病院 2015年04月01日
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京都府

氏名 施設名 認定日

53名

福井 由紀子 京都大学医学部附属病院 2023年04月01日

福田 亘 2015年04月01日

堀 哲雄 三菱京都病院 2020年04月01日

前島 佑里奈 京都大学医学部附属病院 2021年04月01日

松井 遥平 京都府立医科大学附属病院 2023年04月01日

松原 淳一 京都大学医学部附属病院 2009年04月01日

松本 繁巳 京都大学大学院医学研究科 2011年04月01日

水谷 信介 京都府立医科大学附属病院 2015年04月01日

宮川 昌巳 京都市立病院 2020年04月01日

森 由希子 京都大学医学部附属病院 2011年04月01日

森口 理久 2023年04月01日

森田 竜一 京都府立医科大学附属病院 2023年04月01日

山口 大介 京都桂病院 2018年04月01日

山田 忠明 京都府立医科大学 2011年04月01日

吉田 寿一郎 京都第一赤十字病院 2021年04月01日

吉田 直久 京都府立医科大学 2008年04月01日

吉村 彰紘 京都第二赤十字病院 2021年04月01日

大阪府

氏名 施設名 認定日

163名

赤石 裕子 大阪市立総合医療センター 2019年04月01日

赤澤 結貴 2014年04月01日

秋吉 宏平 大阪市立総合医療センター 2012年04月01日

安藤 性實 2013年04月01日

家出 清継 市立東大阪医療センター 2021年04月01日

池澤 賢治 大阪国際がんセンター 2012年04月01日

石浦 嘉久 関西医科大学総合医療センター 2007年04月01日

井出 義人 大阪病院 2009年04月01日

稲垣 千晶 近畿大学医学部・大学院医学研究科 2019年04月01日

稲野 将二郎 北野病院 2020年04月01日

井根 省二 2013年04月01日

今村 美智子 2021年04月01日

岩朝 勤 2014年04月01日
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大阪府

氏名 施設名 認定日

163名

上田 眞也 2019年04月01日

上田 智朗 大阪大学医学部附属病院 2018年04月01日

植松 慎矢 アストラゼネカ株式会社 2021年04月01日

植村 元秀 大阪大学大学院医学系研究科 2022年04月01日

内田 純二 2012年04月01日

瓜生 恭章 2016年04月01日

大澤 昌宏 小野薬品工業株式会社 2009年04月01日

大田 隆代 和泉市立総合医療センター 2017年04月01日

大塚 倫之 大阪国際がんセンター 2016年04月01日

大町 直樹 2017年04月01日

岡田 佳也 2019年04月01日

岡田 あすか 2013年04月01日

岡本 紀雄 堺市立総合医療センター 2010年04月01日

沖塩 協一 近畿中央呼吸器センター 2008年04月01日

奥野 達哉 大阪労災病院 2017年04月01日

尾崎 由直 枚方公済病院 2015年04月01日

勝島 詩恵 関西医科大学附属病院 2015年04月01日

角埜 徹 大阪医科薬科大学病院 2023年04月01日

金山 彩 2018年04月01日

金田 裕靖 大阪公立大学大学院医学研究科 2008年04月01日

烏野 隆博 りんくう総合医療センター 2010年04月01日

河合 由紀 淀川キリスト教病院 2015年04月01日

川上 尚人 近畿大学病院 2011年04月01日

川口 知哉 大阪公立大学大学院 2010年04月01日

川瀬 朋乃 2015年04月01日

河田 英里 松下記念病院 2013年04月01日

川村 卓久 2018年04月01日

紀 貴之 きい内科クリニック（内科・消化器内科） 2011年04月01日

北野 俊行 北野病院 2008年04月01日

金 容壱 淀川キリスト教病院 2008年04月01日

木村 達郎 大阪公立大学大学院 2010年04月01日

清田 秀美 清田医院 2011年04月01日

金 義浩 第二大阪警察病院 2011年04月01日
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日下部 瑛 市立吹田市民病院 2020年04月01日

工藤 慶太 大阪南医療センター 2015年04月01日

工藤 敏啓 大阪国際がんセンター 2012年04月01日

國政 啓 大阪国際がんセンター 2017年04月01日

久野 育美 2021年04月01日

久野 雅智 大阪公立大学大学院 2019年04月01日

口分田 貴裕 近畿大学医学部 2019年04月01日

倉田 宝保 関西医科大学附属病院 2006年04月01日

桑山 真輝 八尾市立病院 2012年04月01日

洪 鉉寿 八尾徳洲会総合病院 2013年04月01日

髙 忠之 2019年04月01日

後藤 昌弘 大阪医科薬科大学病院 2009年04月01日

坂井 大介 大阪国際がんセンター 2012年04月01日

硲田 猛真 りんくう総合医療センター 2007年04月01日

佐藤 太郎 大阪大学医学部附属病院 2006年04月01日

澤 兼士 2020年04月01日

重岡 靖 淀川キリスト教病院 2006年04月01日

柴田 伸弘 関西医科大学附属病院 2016年04月01日

柴田 大 市立池田病院 2015年04月01日

島田 貴信 大阪赤十字病院 2012年04月01日

島本 福太郎 香里ケ丘有恵会病院 2020年04月01日

清水 俊樹 関西医科大学総合医療センター 2008年04月01日

下野 千草 吹田徳洲会病院 2009年04月01日

杦浦 孝宗 和泉市立総合医療センター 2008年04月01日

杉本 直俊 大阪国際がんセンター 2008年04月01日

鈴村 倫弘 和泉市立総合医療センター 2014年04月01日

芹澤 憲太郎 近畿大学病院 2017年04月01日

仙田 典子 2018年04月01日

平良 高一 大阪公立大学 2010年04月01日

高濱 隆幸 近畿大学病院 2019年04月01日

滝本 宜之 近畿中央呼吸器センター 2007年04月01日

竹下 純平 2016年04月01日

武田 晃司 西日本がん研究機構 2006年04月01日
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竹安 優貴 2022年04月01日

田中 薫 近畿大学病院 2011年04月01日

田中 彩子 2015年04月01日

谷崎 潤子 2017年04月01日

玉置 岳史 関西医科大学総合医療センター 2012年04月01日

田村 猛 八尾市立病院 2019年04月01日

駄賀 晴子 大阪市立総合医療センター 2006年04月01日

佃 博 和泉市立総合医療センター 2007年04月01日

津村 剛彦 大阪赤十字病院 2012年04月01日

津谷 あす香 和泉市立総合医療センター 2008年04月01日

鶴岡 健二郎 2019年04月01日

寺崎 慶 大阪府済生会吹田病院 2023年04月01日

寺澤 哲志 塩野義製薬株式会社 2014年04月01日

徳永 伸也 大阪市立総合医療センター 2008年04月01日

富岡 秀夫 2013年04月01日

土井 恵太郎 大阪赤十字病院 2022年04月01日

中江 史朗 耳原総合病院 2015年04月01日

仲田 文造 市立柏原病院 2014年04月01日

中谷 有貴 2021年04月01日

中野 雄介 和泉市立総合医療センター 2020年04月01日

中堀 輔 2018年04月01日

中谷 綾 2013年04月01日

中舎 洋輔 大阪市立総合医療センター 2023年04月01日

長手 泰宏 2017年04月01日

長友 泉 大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター 2013年04月01日

西浦 伸子 市立吹田市民病院 2018年04月01日

西尾 美奈子 2022年04月01日

西田 勉 市立豊中病院 2011年04月01日

西田 尚弘 2022年04月01日

西野 和美 大阪国際がんセンター 2012年04月01日

西村 貴文 北野病院 2010年04月01日

西山 理 近畿大学医学部 2007年04月01日

野崎 明 IQVIA Services JAPAN K.K. 2011年04月01日
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野長瀬 祥兼 市立岸和田市民病院 2019年04月01日

萩原 淳司 大阪公立大学医学部附属病院 2010年04月01日

長谷川 喜一 和泉市立総合医療センター 2009年04月01日

長谷川 晶子 2016年04月01日

長谷川 裕子 2013年04月01日

林 義人 大阪大学大学院 2011年04月01日

林 秀敏 近畿大学病院 2011年04月01日

平島 詳典 小野薬品工業株式会社 2009年04月01日

平島 智徳 2006年04月01日

福島 健太郎 2017年04月01日

藤阪 保仁 大阪医科薬科大学 2006年04月01日

藤澤 文絵 2014年04月01日

藤谷 洋太朗 2013年04月01日

古川 貢 千里病院 2006年04月01日

伯耆 徳之 ベルランド総合病院 2011年04月01日

朴 将源 関西医科大学附属病院 2017年04月01日

幕内 陽介 大阪公立大学大学院 2020年04月01日

桝田 元 堺市立総合医療センター 2017年04月01日

松村 到 近畿大学医学部 2008年04月01日

松本 俊彦 関西医科大学附属病院 2012年04月01日

間部 賢寛 大阪鉄道病院 2012年04月01日

水木 満佐央 大阪大学医学部附属病院 2008年04月01日

水谷 知里 2016年04月01日

三谷 誠一郎 近畿大学病院 2019年04月01日

光岡 茂樹 大阪病院 2011年04月01日

南 誠剛 大阪医療センター 2012年04月01日

宮地 理彦 2015年04月01日

森澤 利之 大阪府済生会中津病院 2013年04月01日

森山 あづさ りんくう総合医療センター 2013年04月01日

屋木 敏也 大阪国際がんセンター 2009年04月01日

安田 知代 関西医科大学附属病院 2019年04月01日

柳原 一広 関西電力病院 2007年04月01日

山井 琢陽 2017年04月01日
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山口 敏史 大阪医科薬科大学病院 2022年04月01日

山中 雄太 2023年04月01日

山村 順 堺市立総合医療センター 2017年04月01日

山村 亮介 2013年04月01日

山本 幸子 2013年04月01日

油田 さや子 大阪国際がんセンター 2019年04月01日

横井 崇 医療法人いろは会よこいクリニック 2011年04月01日

横内 秀起 市立吹田市民病院 2010年04月01日

吉岡 弘鎮 関西医科大学附属病院 2010年04月01日

吉田 健史 2014年04月01日

吉波 哲大 2013年04月01日

吉村 卓朗 2018年04月01日

吉本 直樹 石切生喜病院 2018年04月01日

米阪 仁雄 近畿大学医学部 2010年04月01日

渡邉 諭美 2020年04月01日

和田 範子 市立池田病院 2022年04月01日

兵庫県

氏名 施設名 認定日

64名

青野 奈々 2013年04月01日

池亀 和博 兵庫医科大学 2021年04月01日

伊藤 康弘 隈病院 2015年04月01日

乾 由美子 2016年04月01日

今村 善宣 2017年04月01日

岩本 剛幸 関西労災病院 2022年04月01日

浦田 佳子 川西市立総合医療センター 2011年04月01日

太田 高志 関西労災病院 2012年04月01日

大搗 泰一郎 2016年04月01日

岡田 秀明 2013年04月01日

岡村 篤夫 加古川中央市民病院 2007年04月01日

尾上 琢磨 2015年04月01日

掛地 吉弘 神戸大学大学院医学研究科 2009年04月01日

加地 玲子 加地医院 2011年04月01日
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片上 信之 宝塚市立病院 2012年04月01日

河田 岳人 2020年04月01日

河村 美由紀 兵庫県立がんセンター 2023年04月01日

北尾 章人 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 2014年04月01日

喜多川 浩一 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 2010年04月01日

清田 尚臣 2010年04月01日

金原 史朗 神戸大学医学部附属病院 2018年04月01日

草間 俊行 2019年04月01日

小山 泰司 2020年04月01日

後藤 慶子 2018年04月01日

後藤 秀彰 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 2021年04月01日

境 秀樹 兵庫県立がんセンター 2021年04月01日

坂本 岳史 さかもと内科・消化器クリニック 2011年04月01日

佐藤 悠城 神戸市立医療センター中央市民病院 2020年04月01日

眞田 幸尚 尼崎中央病院 2018年04月01日

塩田 雄太郎 姫路聖マリア病院 2014年04月01日

杉本 健 北播磨総合医療センター 2019年04月01日

高瀬 直人 宝塚市立病院 2016年04月01日

武川 直樹 2019年04月01日

竹中 圭 2019年04月01日

太治 智愛 2020年04月01日

立原 素子 神戸大学大学院医学研究科 2012年04月01日

田中 美穂 兵庫県立がんセンター 2021年04月01日

茶屋原 菜穂子 甲南医療センター 2011年04月01日

永井 宏樹 神戸市立医療センター中央市民病院 2011年04月01日

長谷 善明 神戸大学医学部附属病院 2018年04月01日

永橋 昌幸 兵庫医科大学 2017年04月01日

灘波 良信 宝塚市立病院 2010年04月01日

西浦 哲雄 市立芦屋病院 2012年04月01日

西本 哲郎 神戸市立医療センター中央市民病院 2010年04月01日

能勢 拓 神戸大学医学部附属病院 2020年04月01日

秦 明登 神戸低侵襲がん医療センター 2010年04月01日

旗智 幸政 関西労災病院 2015年04月01日
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原 聡志 市立伊丹病院 2013年04月01日

平田 珠希 西脇市立西脇病院 2012年04月01日

平松 靖史 2016年04月01日

平本 展大 2012年04月01日

深堀 道子 2012年04月01日

福原 稔之 ふくはら乳腺クリニック 2012年04月01日

藤島 佳未 2016年04月01日

船越 洋平 神戸大学医学部附属病院 2012年04月01日

松本 光史 兵庫県立がんセンター 2007年04月01日

水谷 優 兵庫県立丹波医療センター 2022年04月01日

南 博信 神戸大学大学院医学研究科 2009年04月01日

村田 幸平 関西労災病院 2006年04月01日

村山 徹 兵庫県立がんセンター 2006年04月01日

薬師神 公和 神戸大学医学部附属病院 2009年04月01日

安井 久晃 神戸市立医療センター中央市民病院 2006年04月01日

山下 由紀子 2021年04月01日

奈良県

氏名 施設名 認定日

14名

東 光久 奈良県総合医療センター 2011年04月01日

岡崎 俊介 奈良県立医科大学附属病院 2012年04月01日

川口 龍二 奈良県立医科大学附属病院 2012年04月01日

古武 剛 2013年04月01日

小林 真也 奈良県総合医療センター 2014年04月01日

高島 勉 奈良県西和医療センター 2011年04月01日

武田 真幸 奈良県立医科大学 2010年04月01日

田村 孝雄 近畿大学奈良病院 2012年04月01日

寺嶋 応顕 近畿大学奈良病院 2010年04月01日

中村 孝人 奈良県西和医療センター 2009年04月01日

文田 壮一 2014年04月01日

松本 篤 吉田病院 2012年04月01日

吉井 由美 奈良県立医科大学附属病院 2020年04月01日
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赤松 弘朗 2013年04月01日

上田 弘樹 公立那賀病院 2010年04月01日

太田 敬之 紀南病院 2012年04月01日

柴木 亮太 和歌山県立医科大学 2023年04月01日

清水 俊雄 和歌山県立医科大学 2008年04月01日

村上 恵理子 和歌山県立医科大学附属病院 2023年04月01日

鳥取県

氏名 施設名 認定日

7名

上田 康仁 鳥取県立中央病院 2011年04月01日

小谷 昌広 鳥取大学医学部附属病院 2010年04月01日

鈴木 さやか 2023年04月01日

澄川 崇 鳥取県立中央病院 2014年04月01日

陶山 久司 鳥取大学医学部附属病院 2007年04月01日

法正 恵子 鳥取大学医学部附属病院 2010年04月01日

山口 由美 鳥取赤十字病院 2011年04月01日

島根県

氏名 施設名 認定日

15名

池尻 文良 町立奥出雲病院 2015年04月01日

礒部 威 島根大学 2014年04月01日

井上 政弥 島根大学医学部附属病院 2012年04月01日

大村 那津美 松江赤十字病院 2020年04月01日

沖本 民生 2016年04月01日

奥野 峰苗 2023年04月01日

川上 耕史 島根県立中央病院 2012年04月01日

鈴木 賢二 町立奥出雲病院 2011年04月01日

高橋 史匡 島根大学医学部附属病院 2023年04月01日

高橋 勉 島根大学医学部附属病院 2009年04月01日

武田 賢一 松江市立病院 2010年04月01日

田村 研治 島根大学医学部附属病院 2006年04月01日

津端 由佳里 島根大学医学部附属病院 2014年04月01日

徳安 宏和 松江赤十字病院 2019年04月01日
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島根県

氏名 施設名 認定日

15名

森山 一郎 島根大学医学部附属病院 2010年04月01日

岡山県

氏名 施設名 認定日

48名

市原 英基 2009年04月01日

上野 真行 倉敷中央病院 2022年04月01日

海野 正俊 金田病院 2008年04月01日

遠西 大輔 岡山大学病院 2010年04月01日

岡田 和也 倉敷中央病院 2016年04月01日

越智 宣昭 川崎医科大学総合医療センター 2011年04月01日

香川 俊輔 岡山大学病院 2023年04月01日

堅田 洋佑 倉敷第一病院 2021年04月01日

片山 英樹 岡山大学病院 2007年04月01日

川井 治之 岡山済生会総合病院 2007年04月01日

神崎 洋光 津山中央病院 2015年04月01日

木場 崇剛 済生会吉備病院 2014年04月01日

久保 寿夫 岡山大学病院 2010年04月01日

河野 吉泰 2018年04月01日

近藤 英生 川崎医科大学 2014年04月01日

佐藤 貴之 倉敷中央病院 2017年04月01日

佐藤 晃子 岡山医療センター 2012年04月01日

重安 邦俊 2022年04月01日

柴山 卓夫 岡山医療センター 2007年04月01日

清水 克彦 川崎医科大学附属病院 2007年04月01日

鈴木 朋子 倉敷成人病センター 2013年04月01日

高橋 侑子 岡山大学病院 2018年04月01日

瀧川 奈義夫 川崎医科大学総合医療センター 2006年04月01日

竹内 誠 岡山赤十字病院 2008年04月01日

武田 洋正 津山中央病院 2010年04月01日

田中 寿明 岡山労災病院 2012年04月01日

谷岡 洋亮 川崎医科大学附属病院 2015年04月01日

谷岡 真樹 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 2012年04月01日

田端 雅弘 岡山大学病院 2007年04月01日

42 53/



日本臨床腫瘍学会  がん薬物療法専門医認定者

2023/05/26

岡山県

氏名 施設名 認定日

48名

那須 淳一郎 岡山済生会総合病院 2012年04月01日

仁科 慎一 2021年04月01日

西森 久和 岡山大学病院 2009年04月01日

二宮 貴一朗 岡山大学病院 2017年04月01日

藤井 昌学 岡山大学病院 2010年04月01日

藤井 総一郎 岡山赤十字病院 2009年04月01日

藤本 伸一 岡山労災病院 2008年04月01日

藤原 慶一 岡山医療センター 2007年04月01日

細川 忍 岡山赤十字病院 2012年04月01日

堀田 勝幸 岡山大学病院 2006年04月01日

堀口 繁 2017年04月01日

前田 猛 倉敷中央病院 2011年04月01日

南 大輔 ほそや医院 2013年04月01日

村主 啓行 倉敷中央病院 2019年04月01日

矢野 修也 川崎医科大学 2023年04月01日

吉田 親正 岡山市立市民病院 2012年04月01日

米井 敏郎 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 2007年04月01日

頼 冠名 岡山大学病院 2013年04月01日

渡邉 洋美 2023年04月01日

広島県

氏名 施設名 認定日

41名

麻生 光美 福山市民病院 2020年04月01日

網岡 愛 広島大学病院 2023年04月01日

岩本 康男 広島市立広島市民病院 2006年04月01日

上野 彩子 広島市立広島市民病院 2022年04月01日

遠藤 久之 福山市民病院 2009年04月01日

大谷 俊人 2022年04月01日

大谷 彰一郎 大谷しょういちろう乳腺クリニック 2012年04月01日

大橋 信之 大橋内科医院 2010年04月01日

岡田 俊明 福山医療センター 2007年04月01日

岡本 渉 広島大学病院 2011年04月01日

沖川 佳子 広島市立広島市民病院 2021年04月01日
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広島県

氏名 施設名 認定日

41名

北口 聡一 広島市立北部医療センター安佐市民病院 2007年04月01日

木村 優里 広島大学病院 2022年04月01日

河野 美保 2014年04月01日

児玉 美千世 県立広島病院 2012年04月01日

米谷 卓郎 広島赤十字・原爆病院 2020年04月01日

郷田 紀子 広島市立北部医療センター安佐市民病院 2017年04月01日

笹田 伸介 広島大学病院 2012年04月01日

篠崎 勝則 県立広島病院 2010年04月01日

杉浦 弘幸 中国中央病院 2017年04月01日

瀬尾 卓司 県立広島病院 2021年04月01日

妹尾 直 呉医療センター・中国がんセンター 2012年04月01日

妹尾 賢 2018年04月01日

髙田 一郎 福山市民病院 2011年04月01日

田中 芳紀 広島市立広島市民病院 2013年04月01日

寺尾 正子 2011年04月01日

難波 将史 広島大学病院 2022年04月01日

濵井 宏介 尾道総合病院 2012年04月01日

檜井 孝夫 広島大学病院 2011年04月01日

平田 泰三 広島大学病院 2011年04月01日

藤井 康智 広島大学病院 2020年04月01日

増成 太郎 中国中央病院 2015年04月01日

見前 隆洋 2021年04月01日

宮原 栄治 吉島病院 2015年04月01日

牟田 毅 広島赤十字・原爆病院 2010年04月01日

八杉 昌幸 中国中央病院 2011年04月01日

山内 理海 広島大学病院 2011年04月01日

山口 覚博 広島大学病院 2017年04月01日

山﨑 正弘 2013年04月01日

山根 宏昭 広島大学病院 2022年04月01日

渡部 雅子 広島市立北部医療センター安佐市民病院 2017年04月01日

44 53/



日本臨床腫瘍学会  がん薬物療法専門医認定者

2023/05/26

山口県

氏名 施設名 認定日

11名

青江 啓介 山口宇部医療センター 2006年04月01日

井岡 達也 山口大学医学部附属病院 2007年04月01日

沖田 理貴 山口宇部医療センター 2007年04月01日

久山 彰一 岩国医療センター 2006年04月01日

近森 研一 山口宇部医療センター 2009年04月01日

西井 和也 岩国医療センター 2023年04月01日

前田 忠士 山口宇部医療センター 2006年04月01日

松井 洋人 山口大学 2021年04月01日

松隈 聰 徳山中央病院 2022年04月01日

山田 健介 小野田赤十字病院 2023年04月01日

吉野 茂文 関門医療センター 2013年04月01日

徳島県

氏名 施設名 認定日

14名

石倉 久嗣 徳島赤十字病院 2014年04月01日

岡田 泰行 2019年04月01日

岡本 耕一 徳島大学病院 2010年04月01日

荻野 広和 徳島大学大学院 2018年04月01日

岸 和弘 徳島赤十字病院 2017年04月01日

高山 哲治 徳島大学大学院 2007年04月01日

中村 信元 徳島大学病院 2012年04月01日

藤野 泰輝 徳島大学病院 2016年04月01日

三崎 万理子 徳島大学 2022年04月01日

三井 康裕 2018年04月01日

宮本 弘志 徳島大学大学院医歯薬学研究部 2014年04月01日

宮本 直輝 徳島大学病院 2022年04月01日

米田 和夫 2017年04月01日

渡邉 貴紀 徳島市民病院 2016年04月01日

香川県

氏名 施設名 認定日

13名

今滝 修 香川大学医学部附属病院 2012年04月01日

上田 裕 香川県立中央病院 2009年04月01日
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香川県

氏名 施設名 認定日

13名

大北 仁裕 香川大学医学部附属病院 2016年04月01日

岡本 邦男 香川県立中央病院 2014年04月01日

奥山 浩之 2016年04月01日

金地 伸拓 2014年04月01日

川上 公宏 香川県立中央病院 2011年04月01日

北村 晋志 2013年04月01日

久保 博之 2020年04月01日

滝本 秀隆 香川労災病院 2009年04月01日

辻 晃仁 香川大学 2007年04月01日

西内 崇将 高松赤十字病院 2010年04月01日

脇 房子 2009年04月01日

愛媛県

氏名 施設名 認定日

27名

井上 考司 愛媛県立中央病院 2019年04月01日

梶原 猛史 四国がんセンター 2008年04月01日

加藤 有加 2013年04月01日

河内 麻里子 四国がんセンター 2023年04月01日

上月 稔幸 四国がんセンター 2006年04月01日

坂井 美佳 2013年04月01日

鹿田 久治 市立宇和島病院 2012年04月01日

白石 猛 松山赤十字病院 2011年04月01日

高畠 大典 四国がんセンター 2013年04月01日

武知 浩和 四国中央病院 2021年04月01日

竹中 克斗 2008年04月01日

永井 功造 愛媛県立中央病院 2013年04月01日

仁科 智裕 四国がんセンター 2008年04月01日

二宮 崇 四国がんセンター 2012年04月01日

野上 尚之 愛媛大学大学院医学系研究科 2009年04月01日

長谷部 晋士 愛媛大学医学部附属病院 2022年04月01日

原田 大二郎 四国がんセンター 2011年04月01日

日野 佳織 四国がんセンター 2021年04月01日

藤﨑 智明 松山赤十字病院 2010年04月01日
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愛媛県

氏名 施設名 認定日

27名

松原 稔 住友別子病院 2013年04月01日

丸田 雅樹 愛媛大学医学部附属病院 2020年04月01日

三浦 徳宣 愛媛大学大学院医学系研究科 2013年04月01日

森本 雅美 四国中央病院 2021年04月01日

薬師神 芳洋 愛媛大学 2009年04月01日

山本 将一朗 愛媛大学大学院医学系研究科 2020年04月01日

山本 安則 愛媛大学医学部附属病院 2013年04月01日

渡部 淳子 2023年04月01日

高知県

氏名 施設名 認定日

4名

木村 哲夫 クリニック グリーンハウス 2011年04月01日

窪田 哲也 高知県立あき総合病院 2010年04月01日

酒井 瑞 高知大学医学部 2011年04月01日

佐竹 悠良 2013年04月01日

福岡県

氏名 施設名 認定日

84名

青木 健一 新小倉病院 2010年04月01日

青山 一利 久留米大学医学部 2011年04月01日

東 公一 久留米大学 2010年04月01日

有山 寛 北九州市立医療センター 2008年04月01日

猪狩 洋介 日高整形外科病院 2014年04月01日

池松 祐樹 浜の町病院 2021年04月01日

石津 昌直 福岡大学病院 2013年04月01日

伊東 守 2019年04月01日

岩間 映二 九州大学病院 2012年04月01日

江崎 泰斗 九州がんセンター 2006年04月01日

海老 規之 福岡大学病院 2009年04月01日

江見 泰徳 福岡県済生会福岡総合病院 2016年04月01日

大﨑 浩一 聖マリア病院 2014年04月01日

大田 恵一 2016年04月01日

太田 貴徳 北九州市立医療センター 2008年04月01日
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福岡県

氏名 施設名 認定日

84名

大塚 泰幸 小倉記念病院 2017年04月01日

大村 洋文 九州大学大学院医学研究院 2021年04月01日

岡本 勇 九州大学大学院医学研究院 2006年04月01日

沖 英次 九州大学大学院 2011年04月01日

奥村 祐太 九州がんセンター 2018年04月01日

葛城 武文 北九州総合病院 2013年04月01日

川口 城毅 福岡みらい病院 2019年04月01日

河野 一郎 福岡赤十字病院 2010年04月01日

草場 仁志 浜の町病院 2007年04月01日

桑山 美幸 九州医療センター 2020年04月01日

小池 智美 九州病院 2021年04月01日

古賀 祐一郎 北九州市立医療センター 2021年04月01日

薦田 正人 九州がんセンター 2013年04月01日

相良 浩輔 2018年04月01日

佐々木 秀法 福岡大学病院 2008年04月01日

佐藤 栄一 北九州市立医療センター 2017年04月01日

柴田 義宏 福岡和白病院 2009年04月01日

下川 穂積 2014年04月01日

丈達 陽順 産業医科大学病院 2019年04月01日

隅田 頼信 北九州市立医療センター 2014年04月01日

瀬戸 貴司 九州がんセンター 2007年04月01日

高橋 郁雄 田川市立病院 2014年04月01日

髙松 泰 福岡大学医学部 2008年04月01日

瀧井 康 製鉄記念八幡病院 2014年04月01日

武岡 宏明 2014年04月01日

田中 吏佐 浜の町病院 2007年04月01日

田中 俊裕 福岡大学 2010年04月01日

谷本 一樹 福岡赤十字病院 2007年04月01日

田村 真吾 九州医療センター 2014年04月01日

塚田 順一 2009年04月01日

土橋 賢司 九州大学病院 2017年04月01日

土屋 裕子 北九州市立医療センター 2014年04月01日

鶴田 展大 みんなの福岡クリニック 2021年04月01日
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福岡県

氏名 施設名 認定日

84名

寺崎 泰宏 久留米大学医学部 2011年04月01日

時任 高章 久留米大学 2014年04月01日

徳永 えり子 九州がんセンター 2015年04月01日

土居 靖宗 2022年04月01日

中島 勇太 2018年04月01日

中野 浩文 福岡青洲会病院 2008年04月01日

長主 祥子 久留米大学病院 2018年04月01日

長藤 宏司 久留米大学病院 2010年04月01日

二尾 健太 浜の町病院 2017年04月01日

新田 壮平 2016年04月01日

馬場 英司 九州大学大学院 2006年04月01日

樋口 雅一 九州鉄道記念病院 2010年04月01日

平井 文彦 福岡県済生会福岡総合病院 2011年04月01日

平野 元 2013年04月01日

藤井 亜希子 2017年04月01日

藤川 貴久 小倉記念病院 2010年04月01日

古山 和人 2013年04月01日

正木 充生 2015年04月01日

松下 祐三 浜の町病院 2021年04月01日

丸山 理一郎 大牟田天領病院 2007年04月01日

宮下 要 九州がんセンター 2016年04月01日

三輪 啓介 久留米大学病院 2007年04月01日

茂木 愛 2014年04月01日

森崎 隆史 九州大学病院 2023年04月01日

森山 祥平 九州大学病院 2021年04月01日

山口 享宏 産業医科大学若松病院 2020年04月01日

山田 一彦 新古賀病院 2009年04月01日

山本 学 九州がんセンター 2013年04月01日

吉弘 知恭 九州大学病院 2022年04月01日

米嶋 康臣 九州大学病院 2012年04月01日

若杉 哲郎 産業医科大学 2022年04月01日

若松 信一 わかまつクリニック 2006年04月01日

渡邉 直美 2013年04月01日
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福岡県

氏名 施設名 認定日

84名

佐賀県

氏名 施設名 認定日

12名

相原 聡美 江口病院 2007年04月01日

荒金 尚子 佐賀大学 2013年04月01日

梅口 仁美 佐賀県医療センター好生館 2015年04月01日

大隈 恵美 佐賀大学 2019年04月01日

柏田 知美 佐賀県医療センター好生館 2011年04月01日

勝屋 弘雄 佐賀大学医学部 2012年04月01日

北島 寛元 2014年04月01日

小宮 一利 嬉野医療センター 2011年04月01日

白川 剛 2012年04月01日

中村 朝美 佐賀大学医学部附属病院 2011年04月01日

西岡 敦二郎 2021年04月01日

吉村 麻里子 2012年04月01日

長崎県

氏名 施設名 認定日

17名

荒木 智徳 長崎大学病院 2018年04月01日

池田 喬哉 長崎医療センター 2013年04月01日

糸永 英弘 長崎大学病院 2016年04月01日

木下 明敏 長崎県島原病院 2006年04月01日

小林 和真 長崎大学病院 2010年04月01日

嶋田 緑 2022年04月01日

菅崎 七枝 長崎県島原病院 2014年04月01日

竹下 茂之 長崎原爆病院 2011年04月01日

竹本 真之輔 2022年04月01日

朝野 寛視 長崎大学病院 2022年04月01日

福田 実 長崎県島原病院 2007年04月01日

本田 琢也 長崎大学病院 2013年04月01日

牧山 純也 佐世保市総合医療センター 2016年04月01日

三ツ木 健二 佐世保共済病院 2008年04月01日

峯 孝志 長崎みなとメディカルセンター 2011年04月01日
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長崎県

氏名 施設名 認定日

17名

山家 覚 2023年04月01日

熊本県

氏名 施設名 認定日

20名

上田 裕二郎 熊本赤十字病院 2019年04月01日

釆田 志麻 熊本赤十字病院 2010年04月01日

大塚 弘子 くまもと森都総合病院 2014年04月01日

大戸 雅史 熊本赤十字病院 2014年04月01日

小田 尚伸 済生会熊本病院 2015年04月01日

菊川 佳敬 2016年04月01日

岸 裕人 熊本市立熊本市民病院 2010年04月01日

熊野御堂 慧 2016年04月01日

榮 達智 熊本医療センター 2009年04月01日

坂田 能彦 済生会熊本病院 2021年04月01日

猿渡 功一 2015年04月01日

辻 隆宏 熊本医療センター 2010年04月01日

西村 純子 2017年04月01日

野坂 生郷 熊本大学病院 2013年04月01日

三井 士和 2017年04月01日

宮本 英明 熊本大学病院 2014年04月01日

森北 辰馬 済生会熊本病院 2011年04月01日

山本 春風 熊本赤十字病院 2011年04月01日

吉田 稔 熊本健康管理センター 2012年04月01日

渡邊 祐子 くまもと森都総合病院 2015年04月01日

大分県

氏名 施設名 認定日

12名

伊東 猛雄 黒木記念病院 2010年04月01日

大津 智 大分大学 2011年04月01日

大森 翔太 2021年04月01日

岡本 龍郎 別府医療センター 2006年04月01日

尾崎 邦博 大分県済生会日田病院 2023年04月01日

鹿田 康紀 2016年04月01日
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大分県

氏名 施設名 認定日

12名

白橋 顕彦 大分記念病院 2009年04月01日

徳光 陽一郎 宇佐中央内科病院 2008年04月01日

花村 文康 九州大学病院別府病院 2021年04月01日

久松 靖史 大分県立病院 2014年04月01日

森永 亮太郎 大分県立病院 2008年04月01日

渡邉 浩一郎 福島病院 2011年04月01日

宮崎県

氏名 施設名 認定日

7名

在田 修二 宮崎県立宮崎病院 2011年04月01日

片寄 恵子 宮崎県立宮崎病院 2007年04月01日

下田 和哉 宮崎大学 2008年04月01日

竹井 紗織 2022年04月01日

永井 公洋 宮崎市郡医師会病院 2010年04月01日

姫路 大輔 2014年04月01日

細川 歩 宮崎大学医学部附属病院 2012年04月01日

鹿児島県

氏名 施設名 認定日

15名

石塚 賢治 鹿児島大学病院 2009年04月01日

魚住 公治 鹿児島医療センター 2009年04月01日

上今別府 大作 2022年04月01日

川平 正博 鹿児島市立病院 2020年04月01日

崎山 勉 2017年04月01日

鈴木 紳介 2014年04月01日

太良 哲彦 2013年04月01日

政 幸一郎 南風病院 2009年04月01日

豊崎 良一 南風病院 2011年04月01日

中澤 潤一 鹿児島市立病院 2016年04月01日

藤島 弘光 有馬・藤島内科クリニック 2009年04月01日

水野 圭子 2010年04月01日

味八木 寿子 相良病院 2013年04月01日

宮園 卓宜 今村総合病院 2013年04月01日
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鹿児島県

氏名 施設名 認定日

15名

米倉 健太郎 今村総合病院 2011年04月01日

沖縄県

氏名 施設名 認定日

5名

朝倉 義崇 沖縄県立中部病院 2011年04月01日

穴井 諭 友愛医療センター 2015年04月01日

増田 昌人 琉球大学病院 2007年04月01日

森 隆弘 2012年04月01日

吉田 幸生 沖縄県立中部病院 2019年04月01日

認定者数合計: 1,619名
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