
◇横断型医学専門教育プログラム（大学院研究と専門医取得の臨床研修を並行

して指導するプログラム）の履修を希望する受験生の皆様へ 

 

 

 
・ 従来の大学院プログラムと横断型医学専門教育プログラムのどちらを履修

するかは，入学後に提出する履修届にて選択します。 
よって，出願書類に志望プログラムを記載する必要はありませんが，下記

の【平成３１年度横断型医学専門教育プログラム開講予定リスト】にある科

目と教員を確認の上，出願してください。開講が承認されていない科目（教

員）を受験し合格されても，横断型医学専門教育プログラムを履修すること

は出来ません。 
 
・ 履修プログラムに関係なく原則１名の教員につき２名までの入学定員です。

事前に研究内容や取得専門医のマッチング，並びに，専攻科目試験の実施時

間の調整を含めて，指導を希望する担当教員と連絡を取ってください。 
 
・ 履修者は教員が提示する履修モデルに沿った指導を受けていただきます。

詳細は事前に指導を希望する担当教員にお尋ねください。また，本プログラ

ムは，大学院研究指導と専門医取得の為の臨床指導期間の全部，又は一部を

平行して行うプログラムであり，専門医取得を保証するものではありません。 
 

以  上  



平成３１年度 横断型医学専門教育プログラム 開講予定リスト

専攻系 専攻学 氏名 　認定医 基本領域専門医 Subspeciality領域専門医 今後認定が検討される専門医

内科系 消化器内科学 森山光彦 内科認定医 消化器病専門医

内科系 消化器内科学 後藤田卓志 内科認定医 消化器病専門医 消化器内視鏡専門医

内科系 呼吸器内科学 權　寧博 内科認定医 腎臓専門医 透析専門医

内科系 腎臓内科学 阿部雅紀 内科認定医 新内科専門医 腎臓専門医 透析専門医

内科系 膠原病リウマチ学 武井正美 内科認定医 新内科専門医 リウマチ専門医

内科系 膠原病リウマチ学 北村　登 内科認定医
リウマチ専門指導医
アレルギー－指導医

内科系 循環器内科学 松本直也 内科認定医 循環器専門医 核医学専門医

内科系 循環器内科学 谷　樹昌 内科認定医 新内科専門医 循環器専門医

内科系 糖尿病代謝内科学 石原寿光 内科認定医 糖尿病専門医

内科系 皮膚科学 照井　正 皮膚科専門医

外科系 消化器外科学 髙山忠利 外科専門医 消化器外科専門医

外科系 循環器外科学 田中正史 外科専門医 心臓血管外科専門医

外科系 産婦人科学 川名　敬 産婦人科専門医 婦人科腫瘍専門医

外科系 耳鼻咽喉科学 大島猛史 耳鼻咽喉科専門医

外科系 脳神経外科学 吉野篤緒 脳神経外科専門医 脳卒中専門医 がん薬物療法専門医

外科系 脳神経外科学 大島秀規 脳神経外科専門医 脳卒中専門医

外科系 脳神経外科学 小林一太 脳神経外科専門医

外科系 麻酔科学 鈴木孝浩 麻酔科専門医

外科系 麻酔科学 加藤　実 麻酔科専門医

内科系 小児科学 森岡一朗 小児科専門医

内科系 小児科学 藤田之彦 小児科専門医 小児神経専門医 子どものこころ専門医

内科系 小児科学 浦上達彦 小児科専門医
糖尿病専門医

内分泌代謝科専門医

内科系 小児科学 渕上達夫 小児科専門医 小児神経専門医 子どものこころ専門医

内科系 精神医学 内山   真 精神科専門医

内科系 放射線診断学 岡田真広 放射線専門医

外科系 整形外科学 齋藤　修 整形外科専門医 リウマチ専門医

外科系 眼科学 山上　聡 眼科専門医

外科系 眼科学 加島陽二 眼科専門医

外科系 眼科学 崎元　暢 眼科専門医

外科系 眼科学 長岡　泰司 眼科専門医

外科系 泌尿器科学 髙橋   悟 泌尿器科専門医

外科系 泌尿器科学 川田　 望 泌尿器科専門医

病理系 形態病理学 羽尾裕之 病理専門医

病理系 形態病理学 増田しのぶ 病理専門医 細胞診専門医

外科系 救急医学 木下浩作 救急科専門医 集中治療専門医

外科系 救急医学 櫻井　淳 救急科専門医 集中治療専門医

内科系 血液内科学 壷井　功 血液内科専門医 がん薬物療法専門医

病理系 腫瘍科学 東風　 貢 外科専門医 消化器外科専門医 がん薬物療法専門医

※  専門医制度は、厚生労働省「専門医の在り方に関する検討会」の報告書を受けて、平成26年5月7日に発足した
     日本専門医機構（旧日本専門医制評価・認定機構）の認定に基づく新専門医制度に移行中のため、詳細は
     同機構及び従来の専門医認定学会の取り決めに基づく指導を行う。



日本専門医制評価・認定機構が認定及び検討すると公表している
専門医資格以外に指導可能な資格リスト

専攻系 専攻学

内科系 消化器内科学 森山光彦 消化器がん検診専門医 日本消化器がん検診学会

内科系 消化器内科学 後藤田卓志

内科系 呼吸器内科学 權　寧博

内科系 腎臓内科学 阿部雅紀 高血圧専門医 日本高血圧学会

内科系 膠原病リウマチ学 武井正美

内科系 膠原病リウマチ学 北村　登

内科系 循環器内科学 松本直也

内科系 循環器内科学 谷　樹昌

内科系 糖尿病代謝内科学 石原寿光

内科系 皮膚科学 照井　正

外科系 消化器外科学 髙山忠利

外科系 循環器外科学 田中正史

外科系 産婦人科学 川名　敬

外科系 耳鼻咽喉科学 大島猛史

外科系 脳神経外科学 吉野篤緒

外科系 脳神経外科学 大島秀規

外科系 脳神経外科学 小林一太

外科系 麻酔科学 鈴木孝浩

外科系 麻酔科学 加藤　実

内科系 小児科学 森岡一朗

内科系 小児科学 藤田之彦

内科系 小児科学 浦上達彦

内科系 小児科学 渕上達夫

内科系 精神医学 内山   真 精神保健指定医 厚生労働省

内科系 放射線診断学 岡田真広

外科系 整形外科学 齋藤　修 日本リウマチ学会指導医 日本リウマチ学会

外科系 眼科学 山上　聡

外科系 眼科学 加島陽二

外科系 眼科学 崎元　暢

外科系 眼科学 長岡　泰司

外科系 泌尿器科学 髙橋   悟

外科系 泌尿器科学 川田　 望

病理系 形態病理学 羽尾裕之

病理系 形態病理学 増田しのぶ

外科系 救急医学 木下浩作

外科系 救急医学 櫻井　淳

内科系 血液内科学 壷井　功

病理系 腫瘍科学 東風　 貢 がん治療認定医 日本がん治療認定医機構

※　専門医等の名称は各認定機関の定める名称に準拠

※　各資格の申請資格は認定機関の定めによる。

指導可能な資格 認定機関
専攻科目名

指導教員名

※  専門医制度は、厚生労働省「専門医の在り方に関する検討会」の報告書を受けて、平成26年5月7日に発足した
     日本専門医機構（旧日本専門医制評価・認定機構）の認定に基づく新専門医制度に移行のため、詳細は
     同機構及び従来の専門医認定学会の取り決めに基づく指導を行う。
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