
令和　4　年　11　月　25日現在　

脳神経外科

所属 担当医氏名

脳神経外科 石川　泰成 脳腫瘍（成人）

放射線科 戸板　孝文 神経膠腫

下垂体腺腫

聴神経腫瘍

頭蓋底腫瘍

髄膜腫

耳鼻咽喉科

所属 担当医氏名

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 須藤　敏 上咽頭がん

腫瘍・血液内科 吉田　幸生 中咽頭がん

森　隆弘 下咽頭がん

喉頭がん

口腔

所属 担当医氏名

耳鼻咽喉科・後頸部外科 須藤　敏 舌がん

歯科口腔外科 　新垣　敬一 口腔がん

放射線科 戸板　孝文 口底癌

頬粘膜癌

硬口蓋癌

呼吸器

所属 担当医氏名

外科 加藤　崇 肺がん

内科 喜舎場　朝雄 胸腺腫

長野　宏昭 中皮腫

腫瘍・血液内科 戸板　孝文

乳腺

所属 担当医氏名

乳腺外科 砂川　一哉 乳がん

放射線科 戸板　孝文

内分泌

所属 担当医氏名

外科 砂川　一哉 甲状腺がん

放射線科 戸板　孝文

沖縄県立中部病院　がん種別の担当医リスト

病名をクリックすると「国立がんセンター　がん対策情報センター」にリンクします

専門とするがん

専門とするがん

専門とするがん

専門とするがん

専門とするがん

専門とするがん

https://ganjoho.jp/public/cancer/brain_adult/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/glioma/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/brain_adult/about.html#a_brain_tumor
https://ganjoho.jp/public/cancer/brain_adult/about.html#a_brain_tumor
http://ganjoho.jp/public/cancer/nasopharynx/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/mesopharynx/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/hypopharynx/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/larynx/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/tongue/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/oral/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/oral/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/oral/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/oral/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/lung/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/thymoma/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/mesothelioma/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/breast/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/breast/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/thyroid/index.html
http://ganjoho.jp/data/public/qa_links/brochure/odjrh3000000ul06-att/117.pdf


上部消化管

所属 担当医氏名

桂　守弘 胃がん

伊江　将史 食道がん

加藤　崇

腫瘍・血液内科 吉田　幸生

腫瘍・血液内科 森　隆弘

放射線科 戸板　孝文

下部消化管

所属 担当医氏名

伊江　将史 小腸がん

加藤　崇 大腸（結腸・直腸）がん

腫瘍・血液内科 吉田　幸生 ＧＩＳＴ

腫瘍・血液内科 森　隆弘

放射線科 戸板　孝文

所属 担当医氏名

外科 伊江　将史 肝細胞がん

加藤　崇 胆管がん

内科 山田　航希 胆嚢がん

腫瘍・血液内科 吉田　幸生 膵がん

森　隆弘 膵内分泌腫瘍

放射線科 戸板　孝文

泌尿器

所属 担当医氏名

島袋　修一 陰茎がん

腎盂・尿管がん

腎細胞がん

精巣（睾丸）腫瘍

前立腺がん

膀胱がん

婦人科

所属 担当医氏名

婦人科 高橋　慶行 外陰がん

三浦　耕子 子宮頸がん

中澤　毅 子宮体がん（子宮内膜がん）

放射線科 戸板　孝文 子宮肉腫

絨毛性疾患

膣がん

卵巣がん

卵巣胚細胞腫瘍

専門とするがん

外科

泌尿器科

専門とするがん

専門とするがん

肝臓・胆のう・すい臓

専門とするがん

外科

専門とするがん

https://ganjoho.jp/public/cancer/stomach/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/small_intestine_cancer/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/colon/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/gist/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/liver/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/bile_duct/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/biliary_tract/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/pancreas/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/renal_pelvis/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/renal_cell/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/prostate/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/bladder/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/vulva/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/cervix_uteri/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/corpus_uteri/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/uterine_sarcoma/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/vagina/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/ovary/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/germ_cell_tumor/index.html


皮膚

所属 担当医氏名

皮膚科 鶴田　雄一郎 皮膚がん前駆症・表皮内がん

放射線科 戸板　孝文 有棘細胞がん

基底細胞がん

悪性黒色腫（皮膚）

菌状息肉腫

皮膚のリンパ腫

骨・筋肉

所属 担当医氏名

腫瘍・血液内科 朝倉　義崇 悪性骨腫瘍

放射線科 戸板　孝文 軟部肉腫（成人）

小児

所属 担当医氏名

外科 桂　守弘 悪性リンパ腫（小児）

放射線科 戸板　孝文 軟部肉腫（小児）

血液・リンパ

所属 担当医氏名

急性骨髄性白血病

急性リンパ性白血病

骨髄異形成症候群

慢性骨髄性白血病・慢性骨髄増殖性疾患

成人Ｔ細胞白血病リンパ腫

慢性リンパ性白血病・小細胞性リンパ腫

多発性骨髄腫

ホジキンリンパ腫

中悪性度非ホジキンリンパ腫

バーキットリンパ腫

リンパ芽球性リンパ腫

濾胞性リンパ腫

マントル細胞リンパ腫

MALTリンパ腫

NK細胞リンパ腫

脳のリンパ腫

皮膚のリンパ腫

原発不明がん

所属 担当医氏名

腫瘍・血液内科 朝倉　義崇 原発不明がん

吉田　幸生 遺伝性腫瘍・家族性腫瘍

森　隆弘

放射線科 戸板　孝文

専門とするがん

専門とするがん

専門とするがん

専門とするがん

腫瘍・血液内科 朝倉　義崇

専門とするがん

https://ganjoho.jp/public/cancer/squamous/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/basal/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/melanoma/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/skin_lymphoma/pdf/skin_lymphoma.pdf
https://ganjoho.jp/public/cancer/skin_lymphoma/pdf/skin_lymphoma.pdf
https://ganjoho.jp/public/cancer/soft_tissue_adult/index.html#:~:text=%E8%BB%9F%E9%83%A8%E8%82%89%E8%85%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E8%BB%9F%E9%83%A8%E7%B5%84%E7%B9%94,%E3%81%AA%E9%83%A8%E4%BD%8D%E3%81%AB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
http://ganjoho.jp/child/cancer/malignant_lymphoma/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/soft_tissue_sarcoma/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/AML/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/ALL/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/MDS/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/CML/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/ATL/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/CLL/index.html
http://ganjoho.jp/public/cancer/MM/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/Hodgkin_lymphoma/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/B_lymphoma/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/ALL/index.html#:~:text=%E6%80%A5%E6%80%A7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E6%80%A7%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85%EF%BC%8F%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E8%8A%BD%E7%90%83%E6%80%A7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E8%85%AB%E3%81%AF,%E8%A6%8B%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://ganjoho.jp/public/cancer/follicular_lymphoma/index.html#:~:text=%EF%BC%91%EF%BC%89%E6%BF%BE%E8%83%9E%E6%80%A7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E8%85%AB%E3%81%A8,%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://ganjoho.jp/public/cancer/B_lymphoma/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/B_lymphoma/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/T_NK_lymphoma/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/skin_lymphoma/pdf/skin_lymphoma.pdf
http://ganjoho.jp/public/cancer/unknown/index.html
https://ganjoho.jp/public/cancer/genetic-familial/pdf/genetic-familial.pdf


抗がん剤治療全般

所属 担当医氏名

腫瘍・血液内科 朝倉　義崇 抗がん剤治療

吉田　幸生

森　隆弘

放射線治療全般

所属 担当医氏名

戸板　孝文 放射線治療全般

座波　麻耶子

身体的緩和ケア

所属 担当医氏名

安座間　由美子 身体的緩和ケア

村田　祥子

精神的緩和ケア

所属 担当医氏名 専門とするがん

精神的緩和ケア

病理診断診断

所属 担当医氏名 専門とするがん

病理診断

西平　賀政

専門とするがん

病理診断科 小山　寛文

専門とするがん

放射線科

専門とするがん

地域診療科

精神科

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/radiotherapy/index.html
http://ganjoho.jp/public/support/relaxation/index.html
http://ganjoho.ncc.go.jp/public/support/mental_care/index.html
http://ganjoho.jp/public/qa_links/dictionary/dic01/byorikensa.html

