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【あ】

石丸 純夫

身体障害者福祉法第１５条指定医師（肢体不

揚野 佳太

初期研修医

自由）

浅沼 晃三

日本外科学会外科専門医・指導医

緩和ケア研修会修了

日本呼吸器学会呼吸器専門医

臨床研修指導医

日本呼吸器外科学会呼吸器外科専門医

和泉 桂子

日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本内科学会認定内科医

井合 哲

臨床研修指導医

市川 篤

日本内科学会認定内科医

導医

日本プライマリ・ケア連合学会 プライマリ・ケ

日本消化器外科学会消化器がん外科治療

ア認定医・指導医

認定医

日本医師会認定産業医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門

身体障害者福祉法第１５条指定医師（呼吸器

医

機能障

厚生労働省麻酔科標榜医

害）

市川 清美

臨床研修指導医

臨床研修指導医

日本乳がん検診精度管理中央機構 検診マ

日本小児科学会小児科専門医・指導医

ンモグラフィ読影医師・乳房超音波医師

日本小児神経学会小児神経専門医

母体保護法指定医

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

日本母体救命システム普及協議会Ｊ-ＭＥＬＳ

臨床研修指導医

ベーシックコース・インストラクター

日本外科学会外科専門医・指導医

ＮＣＲＲ受講 新生児蘇生法講習会

厚生労働省麻酔科標榜医

日本医師会医療安全推進者養成講座修了

身体障害者福祉法第１５条指定医師（肢体不

市川 辰夫

日本外科学会外科専門医・指導医

自由）（ぼうこう又は直腸機能障害）

伊藤 浄樹

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
新生児蘇生法「専門」コース（Ａコース）修了

飯島孝四郎

緩和ケア研修会修了
医学博士

周産期医療支援機構ＡＬＳＯプロバイダー

日本内科学会総合内科専門医・認定内科医

母体保護法指定医

日本病理学会病理専門医・病理専門医研修
指導医・死体解剖資格

石丸 純夫

日本専門医機構産婦人科専門医

学会認定ＮＳＴ医師

臨床研修指導医

石津 英喜

日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医

日本消化器外科学会消化器外科専門医・指

日本静脈経腸栄養学会・日本外科代謝栄養

荒熊 智宏

日本小児科学会認定小児科専門医

臨床研修指導医

稲村 充則

日本内科学会総合内科専門医・認定内科

日本臨床細胞学会細胞診専門医・細胞診指

医・教育病院指導医

導医・教育研修指導医

日本リハビリテーション医学会 リハビリテー

日本臨床検査医学会臨床検査管理医

ション科専門医・リハビリテーション科認定臨

身体障害者福祉法第１５条指定医師（肢体不

床医・リハビリテーション科指導医・急性期病

自由）

棟におけるリハビリテーション医師研修会修

緩和ケア研修会修了

了

肝炎医療研修会受講

日本脳卒中学会 脳卒中専門医

死体検案研修修了

日本プライマリ・ケア連合学会 プライマリ・ケ

臨床研修指導医

ア認定医

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・脳

日本在学医学会在宅医療認定暫定指導医

神経外科指導医

日本在宅医療連合学会指導医・専門医

日本脳卒中学会脳卒中専門医・脳卒中指導

身体障害者福祉法第１５条指定医師（そしゃ

医

く機能障害）（肢体不自由）（呼吸器機能障

日本頭痛学会頭痛専門医

害）

日本リハビリテーション医学会 リハビリテー

緩和ケア研修会修了

ション科認定臨床医

臨床研修指導医

医学博士
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伊藤 理恵

井上 豪

日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

小野 聡

日本医師会認定産業医

医学博士

日本外科代謝栄養学会ＮＳＴ医師

難病指定医（皮膚科）

マンモグラフィ更新講習会受講

臨床研修指導医

緩和ケア研修会修了

日本外科学会外科専門医

小野 千尋

医学博士

臨床研修指導医

日本外科学会認定医・専門医・指導医

入江 直子

外科専攻医

日本消化器外科学会認定医・専門医・指導

岩切 裕子

日本専門医機構麻酔科専門医

医

日本麻酔科学会認定指導医・認定医

消化器癌治療認定医

厚生労働省麻酔科標榜医

日本大腸肛門病学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

内山 隆久
梅田 和敬
榎本 明美
遠藤 大輔

総合診療専攻医

小野未来代

日本内科学会認定内科医・総合内科専門

日本禁煙学会禁煙サポーター

医・教育病院指導医

日本産科婦人科学会産婦人科専門医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門

臨床研修指導医

医・消化器内視鏡指導医

日本整形外科学会整形外科専門医

緩和ケア研修会修了

日本整形外科学会認定リウマチ専門医

臨床研修指導医

日本整形外科学会リハビリテーション医
身体障害者福祉法第１５条指定医師（肢体不

大石 克巳

【か】

自由）

開原 英範

内科専攻医

臨床研修指導医

金子 吾朗

日本麻酔科学会麻酔科認定医・認定指導医

医学博士

日本専門医機構麻酔科専門医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

厚生労働省麻酔科標榜医

日本内科学会総合内科専門医

臨床研修指導医

金子 しおり

日本外科学会外科専門医

大津 匡弘

整形外科専攻医

岡﨑 百子

日本核医学会核医学専門医・ＰＥＴ核医学認

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

定医

日本乳癌学会乳腺認定医

日本医学放射線学会放射線診断専門医

マンモグラフィ検診制度管理中央委員会

マンモグラフィ読影認定医

検診マンモグラフィ読影医師Ａ

臨床研修指導医

緩和ケア研修会修了

日本精神神経学会精神科専門医・精神科指

がんリハビリテーション研修会修了

導医

臨床研修指導医

荻野マリエ

緩和ケア研修会修了

金子 史

機能障害）

臨床研修指導医

臨床研修指導医

長 潔
越智 篤

身体障害者福祉法第１５条指定医師（心臓

日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医・耳

川合 汐里

日本内科学会認定内科医

鼻咽喉科研修指導医・

草野 賢次

日本内科学会認定内科医

日本高気圧環境・潜水医学会高気圧医学専

日本静脈経腸栄養学会ＮＳＴ医師

門医

難病指定医（内科、呼吸器内科）

日本嚥下医学会嚥下相談医

ＣＶＣ認定医

日本医師会日本医師会生涯教育制度の定

緩和ケア研修会修了

める認定基準達成

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

身体障害者福祉法第１５条指定医師（聴覚障

臨床研修指導医

害）（平衡機能障害）（音声・言語機能障害）

久志本舞衣子

日本内科学会認定内科医

（そしゃく機能障害）

日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケ

緩和ケア研修会修了

ア認定医・家庭医療専門医

臨床研修指導医

日本医師会認定産業医
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栗原 唯生

日本外科学会外科専門医

小池 昭夫

日本医師会健康スポーツ医・認定産業医

化器がん外科治療認定医

中央労働災害防止協会塵肺有所見者に対

日本肝臓学会肝臓専門医

する健康管理教育のためのガイドライン講

日本胆道学会胆道学会認定指導医

習会修了

日本膵臓学会認定指導医

難病指定医（内科）

日本肝胆膵外科学会評議員

労働衛生コンサルタント

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門

ＡＩＲ Ｐｎｅｕｍｏ（アジアじん肺読影医）

医

介護支援専門員

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

身体障害者福祉法指定医師（肢体不自由）

臨床研修指導医

緩和ケア研修会修了

ＮＳＴ/ＴＮＴセミナー修了

畔柳 綾

グラム修了

日本消化器外科学会消化器外科専門医・消

臨床研修指導医

厚生労働省麻酔科標榜医

河野 友絵

日本麻酔科学会麻酔科認定医・専門医・指

古関 匠

導医
日本ペインクリニック学会ペインクリニック専

初期研修医
日本救急医学会ＩＣＬＳコース受講

後藤慶太郎

日本救急医学会救急科専門医

門医

日本内科学会認定内科医

学位（東京女子医科大学大学院医学科

日本プライマリ・ケア連合学会認定医・認定

初期研修医

指導医

日本救急医学会 ＩＣＬＳコース受講

日本救急医学会認定ＩＣＬＳインストラクター・

黒羽根朋子

日本麻酔科学会 麻酔科専門医・認定医

ＩＣＬＳコースディレクター・ＪＰＴＥＣインストラ

桑沢 綾乃

日本人工関節学会評議員

クター・ＪＰＴＥＣ関東世話人

日本股関節学会評議員

日本内科学会ＪＭＥＣＣインストラクター

黒須友理香

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

日本関節病学会准評議員
日本整形外科学会整形外科専門医・指導医

後藤 昌大

初期研修医

日本整形外科学会認定リウマチ医

小堀 勝充

日本小児科学会小児科専門医

日本整形外科学会認定スポーツ医

日本プライマリ･ケア連合学会認定医・指導

日本整形外科学会認定運動器リハビリテー

医

ション医

臨床研修指導医

日本リウマチ学会専門医

小山 麻実

初期研修医

日本再生医療学会専門医
身体障害者福祉法第１５条指定医師（肢体
不自由）

【さ】
坂下 杏奈

臨床研修指導医

見目 昭夫

小池 昭夫

日本内科学会認定内科医

日本糖尿病学会専門医
日本内科学会認定内科医

佐野 貴之

日本外科学会外科専門医

日本医師会認定産業医

日本消化器外科学会消化器外科専門医・消

身体障害者福祉法第１５条指定医師（肢体

化器がん外科治療認定医

不自由）

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

医

日本人間ドッグ学会人間ドッグ健診情報管

日本がん治療認定機構がん治療認定医

理指導士・人間ドッグ専門医・人間ドッグ学

日本腹部救急医学会腹部救急認定医

会認定医・人間ドッグ健診指導医

臨床研修指導医

日本内科学会認定内科医

佐野 広美

日本緩和医療学会暫定指導医・認定医

日本雇用環境整備機構雇用環境整備士

緩和ケアの基本教育に関する指導者研修

労働科学研究所フィットテストインストラクター

会修了

産業医科大学メンタルヘルスエキスパート

日本外科学会認定登録医

産業医

日本消化器内視鏡学会専門医

筑波大学放射線災害専門スタッフ養成プロ

日本消化器外科学会認定医
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重吉 到

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・消

忍 哲也

Ⅶ.医師名簿

【た】
高石 光雄

日本内科学会認定内科医・指導医

化器がん外科治療認定医

日本消化器病学会認定消化器病専門医

日本がん治療認定機構がん治療認定医

身体障害者福祉法第１５条指定医師（肢体不

がんリハビリテーション研修修了

自由）

緩和ケア研修会修了

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

臨床研修指導医

臨床研修指導医

鷹尾 純

日本内科学会認定内科医・総合内科専門

高橋きよ子

医・教育病院指導医

高橋 慶

日本消化器病学会消化器病専門医

初期研修医
日本プライマリ･ケア連合学会認定医・指導
医・家庭医療専門医

日本肝臓学会肝臓専門医

瀧井 未来

初期研修医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門

瀧田 郁洋

初期研修医

医・消化器内視鏡指導医

田代 興一

日本内科学会総合内科専門医

日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケ

日本消化器病学会消化器病専門医

ア認定医・認定指導医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門

身体障害者福祉法第１５条指定医師（肝臓

医

機能障害）

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

田中 栞

初期研修医

島村 裕子

臨床研修指導医

太根 伸浩

医学博士

清水 愛

初期研修医

日本眼科学会専門医

下川 郡明

日本内科学会内科認定医

日本緑内障学会会員

白藤 拓也

日本内科学会ＪＭＥＣＣ

身体障害者福祉法第１５条指定医（視覚障

米国救命士協会 ＰＨＴＬＳプロバイダーコ

害）

ース受講・ＡＭＬＳプロバイダーコース受講

難病指定医

陣内真理子

辻 忠男

日本内科学会認定内科医

鈴木佳那子

初期研修医

日本超音波医学会認定超音波専門医・指導

砂川 恵伸

日本臨床検査医学会臨床検査専門医・管理

医

医

日本消化器病学会消化器病専門医・指導医

日本病理学会病理専門医・指導医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門

日本臨床細胞学会細胞診専門医・教育研修

医・指導医

指導医

日本胆道学会認定指導医

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本膵臓学会認定指導医

日本感染症学会感染症専門医・指導医

孫 国東

照井 幸雄

日本外科学会認定登録医

厚生労働省死体解剖資格

日本乳がん検診精度管理中央機構検診マ

医学博士

ンモグラフィ読影医師Ｂ-1

国立感染症研究所研究員

デジタルマンモグラフィソフトコピー診断講

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

習会受講

臨床研修指導医

日本緩和医療学会教育セミナー修了

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会消化器専門医

緩和ケア研修会修了

外川加奈子

初期研修医
ＩＣＬＳ

富山 桃子

初期研修医
日本内科学会ＪＭＥＣＣ
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【に】
西川 毅

仁平高太郎

日本麻酔科学会麻酔科専門医

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

厚生労働省麻酔科標榜医

ＣＶＣインストラクター

臨床研修指導医

緩和ケア研修会修了

日本整形外科学会専門医・指導医・認定脊

平澤 薫

日本小児科学会小児科専門医

柱脊髄病医・認定リウマチ医・認定スポーツ

日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケ

医・運動器リハビリテーション医

ア認定医・認定指導医

日本リウマチ学会リウマチ専門医

臨床研修指導医

日本自己血輸血学会/日本輸血細胞治療学

福庭 勲

日本内科学会認定内科医

会認定・自己血輸血責任医師

日本循環器学会認定循環器専門医

身体障害者福祉法第１５条指定医師（肢体不

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

自由）

臨床研修指導医

臨床研修指導医

野口 周一

肥田 徹

藤田 泰幸

日本小児科学会小児科専門医

日本リハビリテーション医学会リハビリテーシ

子どものこころ専門医

ョン科専門医・嚥下障害実習研修会修了

日本小児心身医学会認定医

身体障害者福祉法第１５条指定医師（肢体不
自由）
義肢装具等適合判定医

【ま】
増田 剛

臨床研修指導医

日本内科学会認定内科医・総合内科専門
医・指導医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門

【は】
芳賀 厚子

医・指導医
日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導

日本消化器病学会消化器病専門医

医

日本肝臓学会認定肝臓専門医

日本臨床細胞学会細胞診専門医

日本人間ドッグ学会人間ドッグ健診情報管

周産期医療支援機構ＡＬＳＯ ＪＡＰＡＮ ＡＬ

理指導士

ＳＯプロバイダーコ－ス認定

身体障害者福祉法第１５条指定医師（肝臓

埼玉県医師会母体保護法指定医

機能障害）

日本母体救命システム普及協議会ベーシッ

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

クコース修了

臨床研修指導医

新生児蘇生法「専門」コース（Ａコース）修了

松原 浩太

外科専攻医

臨床研修指導医

松村 綾

内科専攻医

橋本 弥生

初期研修医

松村 憲浩

内科専攻医

原澤 慶次

日本内科学会認定内科医

松本 俊一

日本医学放射線学会放射線診断専門医

日本緩和医療学会教育セミナー修了

日本インターベンショナルラジオロジー学会

身体障害者福祉法第１５条指定医師（呼吸器

ＩＶＲ専門医

機能障害）

ＮＰＯ法人マンモグラフィ検診精度管理マン

インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）

モグラフィ読影試験成績認定証

臨床研修指導医

全国済生会臨床研修指導医の為のワークシ

菱沼 智紀

初期研修医

ョップ修了

肥田 徹

日本腎臓学会腎臓専門医

丸木千陽美

日本整形外科学会専門医

日本透析医学会透析専門医

宮岡 啓介

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・

日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導

内科指導医

医

日本透析アクセス医学会ＶＡ血管内治療認

身体障害者福祉法第１５条指定医師（呼吸

定医

器機能障害に係る区分）

臨床研修指導医

臨床研修指導医

身体障害者福祉法指定医師（腎臓機能障害）
ＮＳＴ/ＴＮＴセミナー修了
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Ⅶ.医師名簿

村上 哲雄

日本糖尿病学会専門医・研修指導医
日本内科学会認定内科医
臨床研修指導医

守谷 能和

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専
門医
日本救急医学会救急科専門医
日本救急医学会認定ＩＣＬＳコースディレク
ター
インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）
臨床研修指導医

【や】
山田 歩美

日本内科学会認定内科医・総合内科専門
医・ＪMECC
日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療
専門医・プライマリ・ケア認定医・認定指導医
インフェクションコントロールドクター（IＣＤ）
緩和ケア研修会修了
ＮＳＴ/ＴＮＴセミナー修了
臨床研修指導医

山田 晃務

日本プライマリ･ケア連合学会認定医・指導
医
日本禁煙学会禁煙認定指導医

山田 昌樹

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導
医
日本医師会認定産業医
臨床研修指導医

山本 茂輝

内科専攻医
緩和ケア研修修了

雪田 慎二

日本精神神経学会精神科専門医
日本精神神経学会精神科専門医制度指導
医
日本総合病院精神医学会一般病院連携精
神医学特定指導医
厚生労働省精神保健指定医
日本医師会認定産業医
臨床研修指導医

吉田 英夫

日本医学放射線学会放射線専門医・放射線
診断専門医
第１種放射線取扱主任者

【ら・わ】
渡邉 稔

初期研修医
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