
2020.10.01現在

No. 都道府県 氏名 所属 認定番号

1 篠原　信雄 北海道大学大学院医学研究院 腎泌尿器外科 PS022

2 高橋　將人 北海道がんセンター 乳腺外科 PS025

3 北田　正博 旭川医科大学病院 乳腺疾患センター PS051

4 鶴田　智彦 北海道がんセンター 婦人科 PS062

5 佐藤　直樹 秋田大学医学部 PS057

6 菅原　多恵 秋田大学医学部附属病院　産婦人科 PS070

7 三浦　史晴 岩手県立中央病院 産婦人科 PS014

8 德富　智明 岩手医科大学医学部　臨床遺伝学科 PS067

9 豊島　将文 石巻赤十字病院 産婦人科・遺伝診療センター PS006

10 髙橋　雅信 東北大学加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野 PS008

11 野水　整 公益財団法人　星総合病院 外科 PS015

12 門馬　智之 公立大学法人　福島県立医科大学 消化器外科 PS021

13 鈴木　眞一 公立大学法人　福島県立医科大学 甲状腺内分泌学講座 PS023

14 栃木県 竹田　貴 那須赤十字病院　産婦人科 PS069

15 佐藤　豊実 筑波大学 医学医療系産科婦人科学 PS011

16 市川　喜仁 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 産婦人科 PS012

17 富山県 八田　尚人 富山県立中央病院 PS055

18 宮倉　安幸 自治医科大学さいたま医療センター 一般消化器外科 PS009

19 石田　秀行 埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科 PS035

20 鈴木　興秀 埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科 PS046

21 赤木　究 埼玉県立がんセンター PS056

22 吉田　裕之 埼玉医科大学国際医療センター 婦人科腫瘍科 PS074

23 山口　達郎 東京都立駒込病院 外科 PS018

24 宇留野　隆 社会福祉法人 三井記念病院  乳腺内分泌外科 PS020

25 植木　有紗 慶應義塾大学病院　産婦人科 PS027

26 阪埜　浩司 慶応義塾大学医学部 産婦人科 PS032

27 谷口　智子 東邦大学医療センター 大森病院 産婦人科 PS039

28 安達　将隆 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 産婦人科 PS042

29 髙柳　俊作 東京大学医学部附属病院 脳神経外科 PS044

30 高木　正稔 東京医科歯科大学大学院 発生発達病態学分野 PS045

31 小林　佑介 慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 PS047

32 織田　克利 東京大学大学院医学系研究科 産婦人科 PS052

33 田辺　真彦 東京大学大学院医学系研究科 乳腺内分泌外科 PS053

34 山澤　一樹 国立病院機構東京医療センター PS058

35 有賀　智之 がん・感染症センター 東京都立駒込病院　乳腺外科 PS060

36 下村　昭彦 国立国際医療研究センター 乳腺・腫瘍内科 PS063

37 中島　健 公益財団法人 がん研究会 がん研有明病院　遺伝子診療部 PS071

38 横井　左奈 千葉県がんセンター　遺伝子診断部　研究所・がんゲノムセンター PS059

39 松下　一之 千葉大学医学部付属病院　検査部/遺伝子診療部 PS066

40 神奈川県 矢尾　正祐 公立大学法人　横浜市立大学大学院 医学研究科 PS019

千葉県

東京都

東京都

一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会　暫定遺伝性腫瘍指導医一覧
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一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会　暫定遺伝性腫瘍指導医一覧

41 神奈川県 麻薙　美香 川崎市立井田病院 内科 PS043

42 山梨県 中込　博 山梨県立中央病院 外科 PS024

43 松林　宏行 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 PS004

44 臼井　健 静岡県立総合病院 遺伝診療科 PS049

45 望月　修 俵IVFクリニック PS050

46 今井　常夫 独立行政法人国立病院機構　東名古屋病院 PS013

47 服部　浩佳 国立病院機構名古屋医療センター （小児科）臨床研究センター予防治療研 PS036

48 田近　正洋 愛知県がんセンター中央病院 内視鏡部 PS048

49 井本　逸勢 愛知県がんセンター リスク評価センター PS073

50 三重県 問山　裕二 三重大学大学院医学系研究科 消化管小児外科 PS002

51 冨田　尚裕 市立豊中病院 がん診療部 PS030

52 石川　秀樹 石川消化器内科
/京都府立医科大学　分子標的癌予防医学大阪研究室 PS016

53 玉木　康博 大阪国際がんセンター 副院長 PS031

54 田村　和朗 近畿大学 理工学部　生命科学科 PS037

55 西澤　恭子 医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院 研究所 PS064

56 木原　実 医療法人神甲会　隈病院 外科 PS005

57 松原　長秀 社会医療法人中央会　尼崎中央病院 PS054

58 平沢　晃 岡山大学病院 臨床遺伝子診療科 PS007

59 永坂　岳司 川崎医科大学 臨床腫瘍学教室 PS010

60 嶋田　明 岡山大学病院 小児科 PS028

61 山口県 田中屋　宏爾 独立行政法人国立病院機構　岩国医療センター 外科 PS001

62 徳島県 高山　哲治 徳島大学大学院医歯薬学研究部 消化器内科学 PS029

63 香川県 隈元　謙介 香川大学医学部消化器外科 PS034

64 愛媛県 竹原　和宏 国立病院機構 四国がんセンター 婦人科 PS017

65 高知県 杉本　健樹 高知大学医学部 乳腺センター PS041

66 福岡県 平田　敬治 産業医科大学 第一外科 PS003

67 佐賀県 副島　英伸 佐賀大学医学部 分子生命科学講座分子遺伝学・エピジェネティクス分野 PS061

68 長崎県 松本　恵 長崎大学病院 腫瘍外科 PS026

69 熊本県 指宿　睦子 熊本大学医学部附属病院 乳腺・内分泌外科 PS040

70 鹿児島県 馬場　信一 社会医療法人博愛会　相良病院　乳腺科 PS068

71 沖縄県 青木　陽一 琉球大学大学院医学研究科 女性・生殖医学講座 PS033
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