
平成30年5月現在
セカンド

オピニオン
対象疾患

診療科 担当医師 専門医等資格
セカンドオピニオンに

応じられる内容

胃がん 消化器
外科

廣野　靖夫 日本外科学会　認定医
日本消化器病学会　専門医
日本消化器外科学会　認定医
日本消化器内視鏡学会　専門医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医
日本消化器外科学会　指導医
日本外科学会　外科専門医
日本外科学会　指導医
日本静脈経腸栄養学会　認定ＴＮＴドクター
日本臨床腫瘍学会　暫定指導医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本食道学会　食道科認定医

胃がんの
診断・治療について

大腸がん
消化器がんに対
する腹膜播種

消化器
外科

五井　孝憲 日本外科学会　認定医
日本消化器外科学会　認定医
日本サイトメトリー技術者認定協議会認定サイトメ
トリ－技術者
日本外科学会　外科専門医
日本消化器内視鏡学会　専門医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医
日本消化器外科学会　指導医
日本消化器病学会　専門医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本消化器内視鏡学会　指導医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本外科学会　指導医
日本静脈経腸栄養学会　認定ＴＮＴドクター
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本消化管学会胃腸科認定医、専門医、指導医
日本大腸肛門病学会　専門医
日本大腸肛門病学会　指導医

結腸がん、直腸がん
の治療について

乳がん 乳腺・
内分泌
外科

前田　浩幸 日本外科学会　認定医
日本消化器外科学会　認定医
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会　マンモ
グラフィ読影認定医Ａ評価
日本外科学会　外科専門医
日本乳癌学会認定医
日本静脈経腸栄養学会　認定TNTドクター
日本乳癌学会　乳腺専門医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本人類遺伝学会　臨床遺伝専門医

乳がんの診断・治療
について

遺伝性乳癌、卵巣癌
症候群について

福井大学医学部附属病院におけるがんのセカンドオピニオン担当医師情報（平成30年度）
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肝がん 消化器
外科

小練　研司 日本外科学会　認定医
日本外科学会　外科専門医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医
日本消化器病学会　専門医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本消化器外科学会　指導医
日本肝臓学会　肝臓専門医
日本外科学会　指導医
日本内視鏡外科学会　技術認定医

診断・治療について

呼吸器
内科

石塚　全 日本内科学会　認定内科医認定医
日本内科学会　認定内科医指導医
日本内科学会　総合内科専門医
日本呼吸器学会　呼吸器専門医
日本呼吸器学会　呼吸器指導医
日本アレルギー学会　専門医
日本アレルギー学会　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

佐々木　正人 日本外科学会　認定医
日本胸部外科学会　認定医
呼吸器外科専門医合同委員会　呼吸器外科専門
医
日本外科学会　外科専門医
日本外科学会　指導医
日本呼吸器外科学会指導医

脳腫瘍 脳脊髄
神経外科

菊田　健一郎
北井　隆平

日本脳神経外科学会　脳神経外科専門医
日本神経内視鏡学会　技術認定医

診断・治療について
良性腫瘍（骨髄膜
腫、下垂体腺腫、神
経鞘腫など）、脊髄
腫瘍、グリオーマ（良
性・悪性）リンパ腫、
転移性腫瘍

脳脊髄神
経外科

菊田　健一郎 日本脳神経外科学会　脳神経外科専門医 脊柱菅内腫瘍

整形外科 松峯　昭彦
大木　央
中嶋　秀明

日本整形外科学会　整形外科専門医
日本脊椎脊髄外科学会　脊椎脊髄外科指導医
日本整形外科学会　脊椎脊髄病医
日本整形外科学会　リウマチ認定医
日本整形外科学会　運動器リハビリテーション認
定医
日本リウマチ学会　リウマチ専門医、指導医
日本リハビリテーション医学会　認定臨床医
日本体育協会　公認スポーツドクター
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

診断・治療について

肺がん
中皮腫
縦隔腫瘍

診断・治療について

肺がん症例に対する
手術適応有無

代替治療の可否の
判断について

脊髄腫瘍
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眼科 髙村　佳弘 日本眼科学会　専門医

脳脊髄
神経外科

菊田　健一郎 日本脳神経外科学会　脳神経外科専門医

耳鼻
咽喉科・
頭頸部
外科

藤枝　重治
成田　憲彦

日本耳鼻咽喉科学会　耳鼻咽喉科専門医
日本気管食道科学会　認定医
日本臨床腫瘍学会　暫定指導医
日本アレルギー学会　指導医
日本耳鼻咽喉科学会　補聴器相談医
日本がん治療認定医機構　暫定教育医
日本頭頸部外科学会　暫定指導医

歯科口腔
外科

佐野　和生
吉村　仁志

日本口腔外科学会　口腔外科専門医
日本口腔外科学会　指導医
日本顎関節学会　認定医
日本顎関節学会　指導医
日本顎顔面インプラント学会　指導医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医（歯
科口腔外科）

喉頭がん
甲状腺がん
唾液腺がん
顎のがん
鼻のがん

耳鼻
咽喉科・
頭頸部
外科

藤枝　重治
成田　憲彦

日本耳鼻咽喉科学会　耳鼻咽喉科専門医
日本気管食道科学会　認定医
日本臨床腫瘍学会　暫定指導医
日本アレルギー学会　指導医
日本耳鼻咽喉科学会　補聴器相談医
日本がん治療認定医機構　暫定教育医
日本頭頸部外科学会　暫定指導医

診断・治療について

食道がん 消化器
外科

廣野　靖夫 日本外科学会　認定医
日本消化器病学会　専門医
日本消化器外科学会　認定医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医
日本消化器外科学会　指導医
日本外科学会　外科専門医
日本外科学会　指導医
日本静脈経腸栄養学会　認定ＴＮＴドクター
日本臨床腫瘍学会　暫定指導医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本食道学会　食道科認定医

診断・治療について

眼・眼窩腫瘍 診断・治療について

診断・治療について口腔がん
咽頭がん
鼻のがん
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十二指腸
小腸がん
膵がん

消化器
外科

村上　真 日本外科学会　認定医
日本外科学会　外科専門医
日本消化器外科学会消化器外科専門医
日本静脈経腸栄養学会　認定TNTドクター
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本消化器外科学会　指導医
日本肝胆膵外科学会　高度技能専門医
日本外科学会　指導医

診断・治療について

GIST （ 消 化 管 間
質腫瘍）

消化器
外科

廣野　靖夫 日本外科学会　認定医
日本消化器病学会　専門医
日本消化器外科学会　認定医
日本大腸肛門病学会　大腸肛門病専門医
日本消化器内視鏡学会　専門医
日本消化器外科学会　指導医
日本外科学会　指導医
日本外科学会　外科専門医
日本静脈経腸栄養学会　認定ＴＮＴドクター
日本臨床腫瘍学会　暫定指導医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本食道学会　食道科認定医

診断・治療について

胆道がん 消化器
外科

小練　研司 日本外科学会　認定医
日本外科学会　外科専門医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医
日本消化器病学会　専門医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本消化器外科学会　指導医
日本肝臓学会　肝臓専門医
日本外科学会　指導医
日本内視鏡外科学会　技術認定医

診断・治療について

腎がん
尿路がん
膀胱がん

泌尿器科 青木　芳隆
伊藤　秀明
松田　陽介
福島　正人

日本泌尿器科学会　専門医
日本泌尿器科学会　指導医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本内視鏡外科学会　技術認定医（泌尿器腹腔
鏡）
日本性機能学会　専門医
日本ミニマム創泌尿器内視鏡外科学会　施設基
準医
日本泌尿器科学会日本泌尿器内視鏡学会泌尿

診断・治療について

副腎腫瘍 泌尿器科 伊藤　秀明
土山　克樹
福島　正人

日本泌尿器学会　専門医
日本泌尿器科学会　指導医
日本泌尿器学会日本泌尿器内視鏡学会泌尿器
腹腔鏡技術認定医制度認定医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本内視鏡外科学会　技術認定医（泌尿器腹腔
鏡）

診断・治療について

副腎腫瘍
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前立腺がん
精巣がん

泌尿器科 伊藤　秀明
青木　芳隆

日本泌尿器科学会　専門医
日本泌尿器科学会　指導医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本内視鏡外科学会　技術認定医（泌尿器腹腔
鏡）
日本性機能学会　専門医
日本ミニマム創泌尿器内視鏡外科学会　施設基
準医
日本泌尿器科学会日本泌尿器内視鏡学会泌尿
器腹腔鏡技術認定医制度認定医

診断・治療について

その他の男性生
殖器がん

泌尿器科 伊藤　秀明
青木　芳隆
福島　正人

日本泌尿器科学会　専門医
日本泌尿器科学会　指導医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本内視鏡外科学会　技術認定医（泌尿器腹腔
鏡）
日本性機能学会　専門医
日本ミニマム創泌尿器内視鏡外科学会　施設基
準医
日本泌尿器科学会日本泌尿器内視鏡学会泌尿

診断・治療について

子宮がん
卵巣がん

産科
婦人科

吉田　好雄
黒川　哲司

日本産科婦人科学会　産婦人科認定医
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
日本臨床腫瘍学会　暫定指導医
日本臨床細胞学会　細胞診専門医

診断・治療について

その他の女性器
のがん

産科
婦人科

吉田　好雄
黒川　哲司

日本産科婦人科学会　産婦人科認定医
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
日本臨床腫瘍学会　暫定指導医
日本臨床細胞学会　細胞診専門医

診断・治療について

皮膚腫瘍 皮膚科 飯野　志郎 日本皮膚科学会　皮膚科専門医 診断・治療について

脊髄腫瘍・
悪性骨軟部腫瘍

整形外科 松峯　昭彦
大木　央
中嶋　秀明

日本整形外科学会　整形外科専門医
日本脊椎脊髄外科学会指導医
日本整形外科学会　脊椎脊髄病医
日本整形外科学会　リウマチ認定医
日本整形外科学会　運動器リハビリテーション認
定医
日本リウマチ学会　リウマチ専門医、指導医
日本リハビリテーション医学会　リハビリテーション
科専門医
日本体育協会　公認スポーツドクター
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

診断・治療について
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血液腫瘍 血液・
腫瘍内科

山内　高弘
細野　奈穂子

日本内科学会　指導医
日本内科学会　認定内科医
日本血液学会　血液専門医
日本血液学会　指導医
日本臨床薬理学会　指導医
日本老年医学会　指導医
日本がん治療認定医機構　暫定教育医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本内科学会　総合内科専門医
日本老年医学会　老年病専門医
日本老年医学会老年病指導医
日本プライマリーケア学会　認定医
日本臨床腫瘍学会　がん薬物療法専門医
日本臨床腫瘍学会　指導医

診断・治療について

白血病、骨髄異形成
症候群

がん化学療法

泌尿器科 伊藤　秀明
山内　寛喜

日本内科学会　認定内科医
日本泌尿器学会　専門医
日本泌尿器学会　指導医
日本内視鏡学会技術認定医（泌尿器腹腔鏡）
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本泌尿器科学会日本泌尿器内視鏡学会・
泌尿器腹腔鏡技術認定医制度認定医

がん診療推
進センター

片山　寛次 日本消化器内視鏡学会　専門医
日本消化器外科学会　認定医
日本外科学会　認定医
日本消化器病学会　専門医
日本消化器外科学会　指導医
日本外科学会　指導医
日本ハイパーサーミア学会　認定医
日本大腸肛門病学会　大腸肛門病専門医
日本ハイパーサーミア学会　指導医
日本がん治療学会　臨床試験登録医
日本外科学会　外科専門医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医
日本静脈経腸栄養学会　認定ＴＮＴドクター
日本がん治療認定医機構　暫定教育医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者

整形外科 松峯　昭彦 日本整形外科学会　整形外科専門医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

後腹膜腫瘍 診断・治療について
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腹膜腫瘍
がん腹膜転移
(がん性腹膜炎）

がん診療推
進センター

片山　寛次 日本消化器内視鏡学会　専門医
日本消化器外科学会　認定医
日本外科学会　認定医
日本消化器病学会　専門医
日本消化器外科学会　指導医
日本外科学会　指導医
日本ハイパーサーミア学会　認定医
日本大腸肛門病学会　大腸肛門病専門医
日本ハイパーサーミア学会　指導医
日本がん治療学会　臨床試験登録医
日本外科学会　外科専門医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医
日本静脈経腸栄養学会　認定ＴＮＴドクター
日本がん治療認定医機構　暫定教育医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者

診断・治療について

泌尿器科 青木　芳隆
松田　陽介

日本泌尿器科学会　専門医
日本泌尿器科学会　指導医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本性機能学会　専門医
日本ミニマム創泌尿器内視鏡外科学会　施設基
準医

産科
婦人科

吉田　好雄 日本産科婦人科学会　産婦人科認定医
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

原発不明がん がん診療推
進センター

片山　寛次 日本消化器内視鏡学会　専門医
日本消化器外科学会　認定医
日本外科学会　認定医
日本消化器病学会　専門医
日本消化器外科学会　指導医
日本外科学会　指導医
日本ハイパーサーミア学会　認定医
日本大腸肛門病学会　大腸肛門病専門医
日本ハイパーサーミア学会　指導医
日本がん治療学会　臨床試験登録医
日本外科学会　外科専門医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医
日本静脈経腸栄養学会　認定ＴＮＴドクター
日本がん治療認定医機構　暫定教育医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定
医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者

診断・治療について

性腺外胚細胞腫
瘍

診断・治療について
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小児がん 小児科 谷澤　昭彦
鈴木　孝二
吉川　利英

日本小児科学会　小児科専門医
日本血液学会　血液専門医
日本小児血液がん学会認定　小児血液・がん専
門医、指導医
日本がん治療認定医機構　暫定教育医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本造血細胞移植学会　移植認定医

診断・治療について

※治療では主に
化学療法、骨髄移
植、晩期障害

その他
がん胸膜転移
（がん性胸膜炎）

呼吸器
外科

佐々木　正人 日本外科学会　認定医
日本胸部外科学会　認定医
呼吸器外科専門医合同委員会　呼吸器外科専門
医
日本外科学会　外科専門医
日本外科学会　指導医
日本呼吸器外科学会　指導医

診断・治療について
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