
頭頸部悪性腫瘍登録事業 症例登録施設 登録責任医師⼀覧 
（2018年症例） 

「⽇本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施」に参加している施設、医師の⼀覧です。 

施設名 診療科 責任医師名 

1 KKR 札幌医療センター ⽿⿐咽喉科 今井 良吉 

2 札幌禎⼼会病院 頭頸科 ⼩柴 茂 

3 旭川医科⼤学医学部附属 ⽿⿐咽喉科 ⽚⽥ 彰博 

4 恵佑会札幌病院 ⽿⿐咽喉科 ⾕⼝ 雅信 

5 札幌医科⼤学附属病院 
⽿⿐咽喉科 ⿊瀬 誠 

⻭科⼝腔外科 宮崎 晃亘 

6 市⽴釧路総合病院 ⽿⿐咽喉科 坂下 智博 

7 市⽴札幌病院 ⻭科⼝腔外科 ⼩野 貢伸 

8 ⽃南病院 ⽿⿐咽喉科 ⽔町 貴諭 

9 社会医療法⼈北⽃ 北⽃病院 
⻭科⼝腔外科 ⾼野 昌⼠ 

⽿⿐咽喉科 坂東 伸幸 

10 ⼿稲渓仁会病院 ⽿⿐咽喉科 古⽥ 康 

11 帯広厚⽣病院 ⽿⿐咽喉科 吉岡 巌 

12 北海道がんセンター 
頭頸部外科 永橋 ⽴望 

⼝腔腫瘍外科 林 信 

13 北海道⼤学病院 

⽿⿐咽喉科 
⽔町 貴諭 

対⾺ 那由多 

⼝腔外科 
⾜利 雄⼀ 

⼤廣 洋⼀ 

14 北⾒⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 和⽥ 哲治 

15 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構北海道医療センター ⽿⿐咽喉科 鈴⽊ 章之 

16 弘前⼤学医学部附属病院 
⽿⿐咽喉科 ⼯藤 直美 

⻭科⼝腔外科 ⼩林 恒 

17 岩⼿医科⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 齋藤 ⼤輔 

18 秋⽥⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 鈴⽊ 真輔 

19 宮城県⽴がんセンター 頭頸部外科 今井 隆之 

20 仙台医療センター ⽿⿐咽喉科 舘⽥ 勝 

21 東北⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 
⽯⽥ 英⼀ 

⼩川 武則 

22 ⼭形県⽴中央病院 ⽿⿐咽喉科 
頭頸部外科 ⼩池 修治 



23 ⼭形⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 野⽥ ⼤介 

24 地⽅独⽴⾏政法⼈ ⼭形県・酒⽥市病院機構 ⽇本海総合病院 ⽿⿐咽喉科 
岡崎 雅 

岡崎 慎⼀ 

25 ⼀般財団法⼈脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 
⽿⿐咽喉科 今野 昭義 

⼝腔外科 池⾕ 進 

26 福島県⽴医科⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 鈴⽊ 政博 

27 新潟県⽴がんセンター新潟病院 頭頸部外科 富樫 孝⽂ 

28 新潟⼤学医⻭学総合病院 

⽿⿐咽喉科 
松⼭ 洋 

正道 隆介 

顎顔⾯⼝腔外科 勝⾒ 祐⼆ 

⼝腔再建外科 船⼭ 昭典 

29 ⻑岡⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 富⽥ 雅彦 

30 茨城県⽴中央病院・茨城県地域がんセンター ⽿⿐咽喉科 ⾼橋 邦明 

31 筑波⼤学附属病院 ⽿⿐咽喉科 中⼭ 雅博 

32 済⽣会宇都宮病院 ⽿⿐咽喉科 坂本 耕⼆ 

33 ⾃治医科⼤学付属病院 ⽿⿐咽喉科 ⻄野 宏 

34 獨協医科⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 平林 秀樹 

35 群⾺県⽴がんセンター 頭頸部外科 鈴⽊ 政美 

36 群⾺⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 近松 ⼀朗 

37 埼⽟医科⼤学国際医療センター 頭頸部外科 中平 光彦 

38 埼⽟県⽴がんセンター 
⼝腔外科 ⼋⽊原 ⼀博 

頭頸部外科 別府 武 

39 上尾中央総合病院 ⽿⿐咽喉科 ⼤崎 政海 

40 防衛医科⼤学校 ⽿⿐咽喉科 冨藤 雅之 

41 医療法⼈鉄蕉会 ⻲⽥総合病院 ⽿⿐咽喉科 
明⽯ 健 

岸本 誠司 

42 君津中央病院 ⽿⿐咽喉科 河⽥ 佐和⼦ 

43 国⽴がん研究センター東病院 頭頸部外科 篠崎 剛 

44 成⽥⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 根本 俊光 

45 千葉県がんセンター 頭頸科 佐々⽊ 慶太 

46 千葉⼤学医学部付属病院 

⼝腔外科 福嶋 玲雄 

⽿⿐咽喉科 
茶薗 英明 

⼭崎 ⼀樹 



47 NTT東⽇本関東病院 ⽿⿐咽喉科 
中尾 ⼀成 

⽔⾕ 美保 

48 がん研有明病院 頭頸科 三⾕ 浩樹 

49 杏林⼤学医学部付属病院 ⽿⿐咽喉科 濱之上 泰裕 

50 慶應義塾⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 ⼩澤 宏之 

51 公⽴昭和病院 ⽿⿐咽喉科 
北原 伸郎 

吉⽥ 昌史 

52 国際医療福祉⼤学三⽥病院 頭頸部腫瘍センター 増淵 達夫 

53 国⽴がん研究センター中央病院 頭頸部外科 吉本 世⼀ 

54 順天堂⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 ⼤峡 慎⼀ 

55 昭和⼤学医学部付属病院 ⽿⿐咽喉科 櫛橋 幸⺠ 

56 帝京⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 持⽊ 将⼈ 

57 ⽇本⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 中村 ⼀博 

58 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院 
⽿⿐咽喉科 

清川 佑介 

⼤野 ⼗央 

⽥崎 彰久 

顎⼝腔外科 原⽥ 浩之 

59 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター ⽿⿐咽喉科 近藤 貴仁 

60 東京医科⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 清⽔ 顕 

61 東京⻭科⼤学市川総合病院 ⻭科・⼝腔外科 齋藤 寛⼀ 

62 東京⻭科⼤学千葉病院 ⼝腔外科 森川 貴迪 

63 東京⼥⼦医科⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 近藤 律男 

64 東京慈恵会医科⼤学附属病院 ⽿⿐咽喉科 
加藤 孝邦 

阿久津 泰伴 

65 東京⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 

⻫藤 祐毅 

福岡 修 

安藤 瑞⽣ 

66 東京都⽴⼤塚病院 ⼝腔科 伊藤 亜希 

67 東京都済⽣会中央病院 ⽿⿐咽喉科 渡部 佳弘 

68 東京都⽴多摩総合医療センター 
⽿⿐咽喉科 

中屋 宗雄 

⽊⽥ 渉 

⻭科⼝腔外科 重松 司朗 

69 都⽴駒込病院 ⽿⿐咽喉科 

杉本 太郎 

⽩倉 聡 

近藤 律男 



70 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 東京医療センター ⽿⿐咽喉科 
⼝腔外科 南 修司郎 

71 ⽇本医科⼤学附属病院 ⽿⿐咽喉科 
中溝 宗永 

横島 ⼀彦 

72 武蔵野⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 清川 佑介 

73 横須賀共済病院 ⽿⿐咽喉科 鈴⽊ ⼀雅 

74 横浜市⽴⼤学附属病院 ⽿⿐咽喉科 折舘 伸彦 

75 横浜市⽴⼤学 ⼤学院医学研究科 顎顔⾯⼝腔機能制御学 ⼝腔外科 光藤 健司 

76 神奈川県⽴がんセンター 頭頸部外科 古川 まどか 

77 聖マリアンナ医科⼤学 ⽿⿐咽喉科 
⾚澤 吉弘 

深澤 雅彦 

78 川崎市⽴川崎病院 ⽿⿐咽喉科 今⻄ 順久 

79 川崎医科⼤学附属病院 ⽿⿐咽喉科 福⽥ 裕次郎 

80 鶴⾒⼤学⻭学部附属病院 ⼝腔顎顔⾯外科 ⻑⾕部 充彦 

81 東海⼤学医学部附属病院 
⽿⿐咽喉科 ⼤上 研⼆ 

⻭科⼝腔外科 傳⽥ 祐也 

82 北⾥⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 

宮本 俊輔 

松⽊ 崇 

加納 孝⼀ 

堤 翔平 

鈴⽊ 綾⼦ 

83 済⽣会横浜市東部病院 ⽿⿐咽喉科 藤井 良⼀ 

84 信州⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 ⻤頭 良輔 

85 ⼭梨⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 ⽯井 裕貴 

86 ⼭梨県⽴中央病院 
⼝腔外科 三澤 常美 

⽿⿐咽喉科 平賀 幸弘 

87 聖隷浜松病院 ⽿⿐咽喉科 
森⽥ 浩太朗 

岡村 純 

88 静岡がんセンター 頭頸部外科 飯⽥ 善幸 

89 浜松医科⼤学附属病院 ⽿⿐咽喉科 
望⽉ ⼤極 

今井 篤志 

90 静岡⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 川崎 泰⼠ 

91 静岡市⽴静岡病院 ⼝腔外科 ⼤⼭ 厳雄 

92 富⼭⼤学附属病院 ⽿⿐咽喉科 ⽯⽥ 正幸 

93 厚⽣連⾼岡病院 ⻭科⼝腔外科 阿部 幸⼆郎 

94 ⾦沢医科⼤学病院 頭頸部外科 下出 祐造 



95 ⾦沢⼤学付属病院 ⽿⿐咽喉科 

⽯川 和也 

中⻄ 庸介 

近藤 悟 

上野 貴雄 

96 岐⾩⼤学医学部付属病院 ⽿⿐咽喉科 久世 ⽂也 

97 松本⻭科⼤学病院 ⼝腔顎顔⾯外科 芳澤 享⼦ 

98 ⼤垣市⺠病院 ⻭科⼝腔外科 梅村 昌宏 

99 愛知県がんセンター 頭頸部外科 花井 信広 

100 愛知医科⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 ⼩川 徹也 

101 藤⽥保健衛⽣⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 加藤 久幸 

102 豊橋市⺠病院 歯科口腔外科 ⽩⽔ 敬昌 

103 名古屋市⽴⼤学医学部附属病院 ⽿⿐いんこう科 川北 ⼤介 

104 名古屋⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 藤本 保志 

105 名古屋第⼀⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 寺⽥ 聡広 

106 福井⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 成⽥ 憲彦 

107 滋賀医科⼤学附属病院 ⽿⿐咽喉科 神前 英明 

108 草津総合病院 頭頸部外科 森⾕ 季吉 

109 ⼤津⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 辻村 隆司 

110 滋賀県⽴成⼈病センター ⽿⿐咽喉科 ⽜呂 幸司 

111 伊勢⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 ⼭⽥ 弘之 

112 三重⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 ⽯永 ⼀ 

113 京都医療センター ⽿⿐咽喉科 安⾥ 亮 

114 京都⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 
伊⽊ 健浩 

藤村 真太郎 

115 京都第⼀⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 為野 仁輔 

116 京都第⼆⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 村上 怜 

117 京都府⽴医科⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 新井 啓仁 

118 近畿⼤学医学部奈良病院 ⽿⿐咽喉科 澤⻄ 和恵 

119 市⽴奈良病院 ⽿⿐いんこう科 岡本 英之 

120 奈良県⽴医科⼤学附属病院 
⽿⿐咽喉科 太⽥ ⼀郎 

⼝腔外科学 ⼭川 延宏 

121 奈良県総合医療センター 頭頸部外科 宮崎 眞和 



 
122 りんくう総合医療センター ⽿⿐咽喉科 硲⽥ 猛真 

123 近畿⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 北野 睦三 

124 市⽴岸和⽥市⺠病院 ⽿⿐咽喉科 梶川 泰 

125 ⼤阪医科⼤学附属病院 ⽿⿐咽喉科 東野 正明 

126 ⼤阪国際がんセンター 頭頸部外科 藤井 隆 

127 ⼤阪市⽴総合医療センター ⽿⿐咽喉科 愛場 庸雅 

128 ⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 ⽿⿐いんこう科 横⽥ 知⾐⼦ 

129 ⼤阪⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 渡邉 佳紀 

130 ⼤阪府済⽣会中津病院 ⽿⿐咽喉科 東川 雅彦 

131 ⽥附興⾵会 医学研究所 北野病院 ⽿⿐咽喉科 原⽥ 博之 

132 ⼤阪府⽴急性期総合医療センター ⽿⿐咽喉科 ⼭本 佳史 

133 淀川キリスト教病院 ⽿⿐科 中野 友明 

134 ⼤阪府済⽣会吹⽥病院 ⽿⿐咽喉科 ⻄川 周治 

135 天理よろづ相談所病院 ⽿⿐咽喉科 堀 ⿓介 

136 関⻄医科⼤学附属病院枚⽅病院 ⽿⿐咽喉科 藤澤 琢郎 

137 ⼤阪⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 鈴⽊ 基之 

138 ⼤阪⼤学⻭学部附属病院 ⼝腔外科 ⽵下 彰範 

139 ⽇本⾚⼗字社和歌⼭医療センター ⽿⿐咽喉科 本多 啓吾 

140 和歌⼭県⽴医科⼤学 ⽿⿐咽喉科 ⽟川 俊次 

141 関⻄労災病院 ⽿⿐咽喉科 ⾚埴 詩朗 

142 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 ⽿⿐咽喉科 ⽵林 慎治 

143 神⼾⼤学医学部附属病院 

⼝腔外科 
南川 勉 

⻑⾕川 巧実 

⽿⿐咽喉科 
⼤⽉ 直樹 

⼿島 直則 

144 兵庫医科⼤学医学部付属病院 ⽿⿐咽喉科 寺⽥ 友紀 

145 兵庫県⽴尼崎総合医療センター ⽿⿐咽喉科 隈部 洋平 

146 兵庫県⽴がんセンター 頭頸部外科 ⽶澤 宏⼀郎 

147 姫路⾚⼗字病院 ⽿⿐咽喉科 橘 智靖 

148 ⿃取⼤学医学部付属病院 ⽿⿐咽喉科 藤原 和典 

149 倉敷中央病院 ⽿⿐咽喉科 ⽟⽊ 久信 

150 岡⼭⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 牧野 琢丸 

 



151 ⾹川⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 
岸野 毅⽇⼈ 

星川 広史 

152 島根⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 

清⽔ 保彦 

⻘井 典明 

森倉 ⼀朗 

153 呉医療センター・中国がんセンター ⽿⿐咽喉科 ⻄ 康⾏ 

154 広島市⽴広島市⺠病院 ⽿⿐咽喉科 皆⽊ 正⼈ 

155 広島⾚⼗字・原爆病院 ⽿⿐咽喉科 平川 治男 

156 広島⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 
樽⾕ 貴之 

上⽥ 勉 

157 福⼭市⺠病院 ⽿⿐咽喉科 ⼭下 安彦 

158 愛媛県⽴中央病院 ⽿⿐咽喉科 富所 雄⼀ 

159 愛媛⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 三⾕ 壮平 

160 市⽴宇和島病院 ⽿⿐いんこう科 吉⽥ 正 

161 四国がんセンター 頭頸部外科 

橋本 ⾹⾥ 

岡 愛⼦ 

⾨⽥ 伸也 

162 ⾼知医療センター ⽿⿐咽喉科 ⼩桜 謙⼀ 

163 ⾼知⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 兵頭 政光 

164 ⼭⼝⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 廣瀬 敬信 

165 ⼭⼝県⽴総合医療センター ⽿⿐咽喉科 ⽵本 剛 

166 久留⽶⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 

進 武⼀郎 

⼩野 剛治 

栗⽥ 卓 

167 九州がんセンター 頭頸科 益⽥ 宗幸 

168 九州⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 安松 隆治 

169 国⽴病院機構 九州医療センター ⽿⿐咽喉科 ⽠⽣ 英興 

170 浜の町病院 ⽿⿐咽喉科 ⽟江 昭裕 

171 北九州総合病院 ⽿⿐咽喉科 永⾕ 群司 

172 福岡⼤学 ⻭科⼝腔外科 近藤 誠⼆ 

173 平成紫川会⼩倉記念病院 ⽿⿐咽喉科 市丸 和之 

174 福岡⻭科⼤学 ⼝腔外科 平⽊ 昭光 

175 産業医科⼤学医学部 ⽿⿐咽喉科 若杉 哲郎 

176 ⼤分⼤学医学部附属病院 
⽿⿐咽喉科 平野 隆 

⻭科⼝腔外科 ⼭本 哲彰 

 



177 佐賀⼤学医学部附属病院 
⽿⿐咽喉科 倉富 勇⼀郎 

⻭科⼝腔外科 ⼭下 佳雄 

178 佐世保共済病院 ⽿⿐咽喉科 ⽥浦 政彦 

179 佐世保市⽴総合病院 ⽿⿐咽喉科 安達 朝幸 

180 ⻑崎医療センター ⽿⿐咽喉科 ⽥中 藤信 

181 ⻑崎⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 ⾦⼦ 賢⼀ 

182 熊本⼤学医学部付属病院 ⽿⿐咽喉科 

宮丸 悟 

村上 ⼤造 

⽵⽥ ⼤樹 

⾼村 晴⾹ 

183 宮崎⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 川畑 隆之 

184 国⽴病院機構⿅児島医療センター ⽿⿐咽喉科 松崎 勉 

185 ⿅児島市⽴病院 ⽿⿐咽喉科 花牟禮 豊 

186 ⿅児島⼤学病院 ⽿⿐咽喉科 

川畠 雅樹 

⼤堀 純⼀郎 

宮下 圭⼀ 

187 沖縄県⽴中部病院 ⽿⿐咽喉科 須藤 敏 

188 琉球⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 
平川 仁 

安慶名 信也 

 
注▶   複数の責任医師在籍施設では、2018年後半に症例登録をされた医師を主として掲載していますが、既に異動されている場合もあります。 

また異動によって、表記上は２つの施設で責任医師となられている場合もあります。 
⽿⿐咽喉科と⻭科⼝腔外科を共同１施設として登録している施設では、両者または症例登録をした科の医師を掲載しています。 
⽿⿐咽喉科・頭頸部外科を標榜している施設で、便宜上⽿⿐咽喉科と表⽰している施設もあります。 

           

  


