
別紙４

（No.1）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

内科 嶋崎　正晃 三重県立志摩病院 管理者 35 〇

第1回JADECOM新医師臨床研修制度指導者養成研修会修了　        
       総合診療領域特任指導医講習会修了

4

内科 伊藤　圭一 三重県立志摩病院
医療技術部長兼　　　　

内科部長
25 〇

日本内科学会認定医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会専門医・指導医
H20年日本医師会「指導医のための教育ワークショップ」受講 4

外科 勝峰　康夫 三重県立志摩病院 院長 42 〇

日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
第1回ＭＭＣ指導医講習会受講　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　平成３０年度プログラム責任者養成講習会修了

1,4

外科 根本　明喜 三重県立志摩病院 部長 33 〇

日本外科学会専門医･指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
第4回ＭＭＣ指導医講習会受講 4

外科 市川　健 三重県立志摩病院 医師 9 〇

日本外科学会外科専門医　　第10回三重大学附属病院・第23回Ｍ
ＭＣ合同指導医講習会       検診マンモグラフィ読影認定

4

整形外（外科） 田島　正稔 三重県立志摩病院 副院長兼診療部長 29 〇

日本整形外科学会専門医
第6回ＭＭＣ指導医講習会受講

4

眼科（選択） 前田　邦子 三重県立志摩病院 科長 41 〇

日本眼科学会専門医
第3回ＭＭＣ指導医講習会受講

4

精神科 松山　明道 三重県立志摩病院 部長 28 〇

精神保健指定医
日本精神神経学会 精神科専門医・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
Ｈ16年度第1回東海地区精神科七者懇指導医講習会受講 4

精神科 岡田　暁英 三重県立志摩病院 科長 19 〇

精神保健指定医
Ｈ19年度第1回東海地区精神科七者懇指導医講習会受講

4

放射線科 野村　新之 三重県立志摩病院 科長 31 〇

日本医学放射線学会専門医
日本核医学会認定医
第8回ＭＭＣ指導医講習会受講

4

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：



別紙４

（No.2）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

東洋医学・皮膚科 古橋　健彦 三重県立志摩病院 医師 31 〇

日本東洋医学会指導医
日本東洋医学専門医
第３回三重大学医学部附属病院/第１６回MMC合同指導医講習会受
講 3,4

内科 埜村智之 三重北医療センターいなべ総合病院 副院長兼院長補佐 37 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会指導医、日本消化器
内視鏡学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本肝臓
学会専門医、日本がん治療専門医、平成18年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成
講習会受講済、平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受
講済

3,4

内科 野尻俊輔 三重北医療センターいなべ総合病院 特別臨床副院長 31 ×

日本内科学会認定医・専門医、日本内科学会総合内科専門医、日
本肝臓学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病
学会専門医

上級医

内科 菅原望 三重北医療センターいなべ総合病院 呼吸器内科医員 25 ×

日本内科学会認定医、日本内科学会認定内科専門医、日本呼吸器
学会認定専門医

上級医

内科 藤巻哲夫 三重北医療センターいなべ総合病院 循環器内科部長 21 ○

日本循環器学会専門医、日本内科学会総合内科専門医、第13回MMC
指導医講習会受講済

4

内科 武藤佳介 三重北医療センターいなべ総合病院 内科医員 11 ×

日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医

上級医

内科 久我祐介 三重北医療センターいなべ総合病院 消化器内科部長 7 ×

日本内科学会総合内科専門医

上級医

外科 石川雅一 三重北医療センターいなべ総合病院 臨床院長 41 ○

日本消化器外科学会認定医、第5回MMC新医師臨床研修指導医養成
講習会受講済

4

外科 舟橋整 三重北医療センターいなべ総合病院 副院長 31 ○

日本外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器病学会　認定
医・専門医・指導医 日本消化器病学会　専門医 日本消化管学会　
胃腸病認定医　 日本医師会「指導医のための教育ワークショッ
プ」（愛知県医師会主催）受講済 4

外科 角田直樹 三重北医療センターいなべ総合病院 外科統括部長 27 ○

日本外科学会専門医、第3回愛知県厚生連臨床研修指導医研修会受
講済、ＩＣＤ認定医

4



別紙４

（No.3）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 小森徹也 三重北医療センターいなべ総合病院 外科医長 15 ○

日本外科学会専門医,第18回愛知県厚生連臨床研修指導医研修会受
講済

4

整形外科 相田直隆 三重北医療センターいなべ総合病院 院長 34 ○

日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄医、リ
ウマチ認定医、日本整形外科学会ｽﾎﾟ-ﾂ医、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会
認定臨床医、第6回MMC新医師臨床研修導医養成講習会受講済

4

整形外科 奥地裕 三重北医療センターいなべ総合病院 診療部長 25 ○

日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄医、日
本整形外科学会リウマチ認定医、第7回MMC指導医養成講習会受講
済

4

整形外科 藤原一吉 三重北医療センターいなべ総合病院 整形外科医長 16 ○

日本整形外科学会専門医、第17回愛知県厚生連臨床研修指導医研
修会受講済

4

整形外科 駒直樹 三重北医療センターいなべ総合病院 整形外科医員 9 ×

日本整形外科学会専門医

上級医

小児科 安藤光広 三重北医療センターいなべ総合病院 診療部長 35 ×

日本小児科学会専門医、指導医

上級医

産婦人科 川村真奈美 三重北医療センターいなべ総合病院 産婦人科部長 34 ○

日本産婦人科学会専門医、母体保護法指定医、第23回MMC指導医講
習会受講済

4

産婦人科 大野逸孝 三重北医療センターいなべ総合病院 産婦人科部長 32 ○

日本産婦人科学会専門医、母体保護法指定医、第10回MMC指導医講
習会受講済

4

耳鼻咽喉科 横田誠 三重北医療センターいなべ総合病院 耳鼻咽喉科医長 14 ×

日本耳鼻咽喉科学会専門医

上級医

脳神経外科 嶋津直樹 三重北医療センターいなべ総合病院 副院長 39 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脊椎外
科学会認定医、第7回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導
医養成講習会受講済

4



別紙４

（No.4）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

泌尿器科 安藤亮介 三重北医療センターいなべ総合病院 特別診療部長 20 ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医、 日本がん治療認定医機構　が
ん治療認定医
泌尿器ロボット支援手術プロクター認定医（日本泌尿器科学会・
日本泌尿器内視鏡学会）
第14回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医養成講習会
受講済

4

泌尿器科 太田裕也 三重北医療センターいなべ総合病院 泌尿器科医員 7 ×

日本泌尿器科学会認定専門医

上級医

放射線科 大島秀一 三重北医療センターいなべ総合病院 放射線科部長 25 ○

日本医学放射線学会放射線科専門医、第11回MMC指導医講習会受講
済

4

外科 田中光司 伊賀市立上野総合市民病院 院長 26 ○

日本外科学会　外科認定医・専門医・指導医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医・指導医
日本大腸肛門病学会　大腸肛門病専門医・指導医
日本がん治療認定機構　がん治療認定医
日本消化器病学会　消化器病専門医
日本食道学会　食道科認定医
日本小児外科学会　小児外科認定医
日本臨床腫瘍学会　暫定教育医
第13回ＭＭＣ指導医講習会/第８回名大ネットワーク指導医講習会
修了（22.11.20）

4

整形外科 佐藤昌良 伊賀市立上野総合市民病院
副院長

整形外科部長
31 ○

日本整形外科学会　整形外科専門医
日本整形外科学会リウマチ医
日本体育協会公認　スポーツドクター
日本整形外科学会　脊椎脊髄病医
日本整形外科学会運動器　リハビリテーション医
日本脊椎脊髄病学会認定　脊椎脊髄外科指導医
難病指定医
第４回三重大学医学部付属病院/第17回ＭＭＣ合同指導医養成講習
会修了（26.7.21）

4

内科 八尾隆治 伊賀市立上野総合市民病院
消化器・

肝臓内科部長
20 ○

日本内科学会　認定内科医専門医・指導医
日本消化器病学会　消化器病専門医 
日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医
難病指定医
日本肝臓学会認定肝臓専門医
第5回三重大学医学部付属病院/第18回ＭＭＣ合同指導医養成講習
会修了（28.11.8）

4

内科 北原義介 伊賀市立上野総合市民病院
総合内科・

脳神経内科センター長
44 ○

日本神経学会　神経内科専門医
日本内科学会　認定内科医
日本医師会認定　産業医
第6回三重大学医学部付属病院/第19回ＭＭＣ合同指導医養成講習
会修了（28.10.16）

4

外科 吉山繁幸 伊賀市立上野総合市民病院 外科部長 22 ○

日本外科学会　外科専門医認定医・指導医
日本消化器病学会　消化器病専門医・指導医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医・指導医
日本大腸肛門病学会　大腸肛門病専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
第9回ＭＭＣ指導医講習会/第４回名大ネットワーク指導医講習会
修了（21.10.25）
平成22年度プログラム責任者養成講習会

3,4



別紙４

（No.5）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 三枝晋 伊賀市立上野総合市民病院

主任外科部長・
がん免疫栄養療法セン

ター長・
感染防止対策室部室長

22 ○

日本外科学会　外科専門医認定医・指導医
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　消化器外科専門医・指導医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定医
第26回ＭＭＣ指導医講習会/第13回三重大学医学部附属病院合同指
導医養成講習会修了（R1.10.12）

4

外科 毛利智美 伊賀市立上野総合市民病院
外科部長・乳腺セン

ター長
26 ○

日本外科学会　外科専門医・認定医・指導医
日本大腸肛門病学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡専門医・指導医
日本消化器病専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本乳癌学会認定医
日本乳癌学会乳腺専門医
日本がん治療認定医

上級医

内科 竹内敏明 遠山病院 病院長 48 ○

臨床研修指導医（H18年度横浜市立大学病院群臨床研修指導医養成
講習会受講）,日本内科学会認定医、日本腎臓学会専門医、日本透
析学会専門医、日本血液学会専門医、

3,4

内科 上野勢津子 遠山病院 副院長 39 ○

臨床研修指導医（第14回MMC指導医講習会受講）日本呼吸器学会指
導医・日本気管支学会指導医・日本内科学会認定医

4

内科 青木俊和 遠山病院 副院長 34 ○

臨床研修指導医（平成13年度臨床研修指導医養成講習会受講）日
本内科学会専門医、日本循環器病学会専門医

4

内科 日浅厚則 遠山病院 副院長 33 ○

日本内科学会認定医・臨床研修指導医（第4回三重大学医学部附属
病院/第17回MMC合同指導医養成講習会受講）

4

内科 岡聖子 遠山病院 　内科部長 31 ○

日本消化器学会専門医・日本内科学会認定医・日本医師会認定産
業医・日本消化器内視鏡学会指導医・臨床研修指導医（平成16度
MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受講）

4

内科 水野修 遠山病院 　内科部長 30 ○

日本内科学会専門医・日本循環器学会専門医・　　　      　　　
臨床研修指導医（第6回名大ネットワーク指導医講習会/第11回MMC
指導医講習会受講）

4

内科 野村英毅 遠山病院 内科部長 21 ○

日本内科学会専門医・日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・日
本がん治療学会認定医・臨床研修指導医（第6回三重大学附属病
院・第19回MMC合同指導医養成講習会受講）

4

内科 小西克尚 遠山病院 内科部長 19 ○

日本内科学会専門医・日本循環器学会専門医・　　　      　　　
第7回三重大学附属病院・第20回MMC合同指導医講習会受講）

4



別紙４

（No.6）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 伊藤佳之 遠山病院 副院長 41 ○

臨床研修指導医（平成１９年度横浜市立大学病院群臨床研修指導
医講習会受講）,日本外科学会指導医 日本大腸肛門病学会指導
医、日本消化器外科学会指導医、日本消化器内視鏡学会指導医

4

外科 竹内謙二 遠山病院 　検査部長 37 ○

日本外科学会指導医・日本消火器外科学会指導医、　　       　
日本大腸肛門病学会指導医、臨床研修指導医（平成17年度MMC新医
師臨床研修要請講習会受講）

4

外科 井上靖浩 遠山病院 外科部長 26 ○

日本外科学会指導医・日本大腸肛門病学会指導医・日本消化器外
科学会指導医・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（平成15年度MMC臨床研修指導医養成講習会受
講） 4

外科 濱口哲也 遠山病院 外科部長 21 ○

日本外科学会指導医・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（平成19年度第6回MMC新医師臨床研修指導医養成
講習会受講）

4

外科 杉政奈津子 遠山病院 外科 9 ○

日本外科学会専門医・臨床研修指導医（第25回MMC・第12回三重大
学医学部附属病院合同指導医養成講習会受講）

4

内科 猪木達 岡波総合病院 院長 35 ○

平成１７年度ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会受講済
循環器専門医

4

内科 松岡信良 岡波総合病院 副院長 37 ○

平成１６年度ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会受講済
総合内科専門医

4

内科 石瀬卓郎 岡波総合病院 部長 18 ○

第１８回ＭＭＣ合同指導医養成講習会受講済

4

内科 今井元 岡波総合病院 部長 15 ○

近畿大学病院主催臨床研修指導医のためのワークショップ受講済
日本消化器内視鏡学会専門医

4

外科 山本芳央 岡波総合病院 部長 35 ○

第１４回ＭＭＣ指導医養成講習会受講済
心臓血管外科専門医

4



別紙４

（No.7）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 家村順三 岡波総合病院 副院長 39 ○

平成１７年度ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会受講済
平成１９年度プログラム責任者養成講習会受講済
心臓血管外科専門医

3,4

外科 神原篤志 岡波総合病院 医長 23 ○

第５回滋賀医科大学医師臨床研修指導医講習会受講済
心臓血管外科専門医

4

外科 大澤亨 岡波総合病院 部長 32 ○

平成２０年度第８回ＭＭＣ指導医養成講習会受講済
消化器外科専門医

4

外科 中森康浩 岡波総合病院 医長 17 ○

第１６回ＭＭＣ合同指導医養成講習会受講済
外科専門医

4

脳神経外科 乾多久夫 岡波総合病院 部長 26 ○

第２０回ＭＭＣ合同指導医養成講習会受講済
脳神経外科専門医

4

整形外科 江川琢也 岡波総合病院 医長 16 ○

日本整形外科学会第１１回研修指導者講習会受講済
整形外科専門医

4

泌尿器科 藤本健 岡波総合病院 部長 25 ○

第２０回ＭＭＣ合同指導医養成講習会受講済
泌尿器科専門医

4

泌尿器科 飯田孝太 岡波総合病院 医員 10 ○

平成３０年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講済
泌尿器科専門医

4

麻酔科 西澤伸泰 岡波総合病院 部長 32 ○

第２０回ＭＭＣ合同指導医養成講習会受講済
麻酔専門医

4

麻酔科 髙井規子 岡波総合病院 医長 14 ○

第１７回ＭＭＣ合同指導医養成講習会受講済
麻酔専門医

4



別紙４

（No.8）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 宮原雅澄 岡波総合病院 部長 29 ○

平成１８年度第４回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会受講
済
小児科専門医

4

産婦人科 倉井信夫 岡波総合病院 部長 32 ○

平成２０年度第７回ＭＭＣ指導医養成講習会受講済

4

放射線科 寺内一真 岡波総合病院 部長 20 ○

第２回聖隷福祉事業団指導医養成講習会受講済
放射線診断専門医

4

眼科 宮田良平 岡波総合病院 部長 11 ○

第２４回ＭＭＣ合同指導医養成講習会受講済
眼科専門医

4

外科 加藤弘幸 紀南病院 病院長 31 ○

日本外科学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器外科学会専門医　他

3,4

外科 小出泰平 紀南病院 外科医長 19 ○

日本外科学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器外科学会専門医

4

外科 草深智樹 紀南病院 外科医長 10 ○

日本外科学会専門医

4

内科 原田哲朗 紀南病院 内科医長 14 ○

日本内科学会認定医
日本消化器病専門医
日本内視鏡学会専門医

4

地域保健・医療 鈴木孝明 紀南病院
三重県地域医療研修セ

ンター
センター長

23 ○

日本プライマリ・ケア学会認定医
日本プライマリ・ケア学会指導医
産業医

4

内科 鳥谷部真実 亀山市立医療センター 内科医長 13 ○

第11回三重大学附属病院・第24回ＭＭＣ合同指導医養成講習会

4



別紙４

（No.9）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 谷川健次 亀山市立医療センター 院長 15 ○

平成15年度MMC臨床研修指導医養成講習会第20号

3,4

病理診断科 白石泰三 桑名市総合医療センター 副理事長 41 ○

日本病理学会病理専門医
日本臨床検査学会臨床検査専門医
死体解剖資格認定医
日本臨床細胞学会細胞診専門医
平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会受講済
プログラム責任者養成講習会受講済

3,4

救急科 佐々木俊哉 桑名市総合医療センター 救急科部長 33 ○

日本外科学会認定医
日本胸部外科学会認定医
日本救急医学会救急科専門医
平成23年度日本病院会臨床研修指導医養成講習会受講済
プログラム責任者養成講習会受講済

4

放射線科 川口達也 桑名市総合医療センター 放射線科部長 29 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医
マンモグラフィ読影認定医
臨床研修指導医養成講習会受講済
プログラム責任者養成講習会受講済 4

内科
（循環器） 市川毅彦 桑名市総合医療センター 病院長 40 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医　　　　　　　　　　　　　
  　　　日本循環器学会循環器専門医　　　　　　　　　　　　　
　　　　　  　　日本高血圧学会高血圧指導医　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　  　日本医師会産業医
臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科
（循環器） 山田典一 桑名市総合医療センター 副病院長 31 ○

日本内科学会総合内科専門医・内科医・指導医
日本循環器学会循環器専門医
日本脈管学会脈管専門医
臨床研修指導医養成講習会受講済
プログラム責任者養成講習会受講済

4

内科
（消化器） 石田聡 桑名市総合医療センター 副病院長 30 ○

日本内科学会内科医・指導医
日本消化器学会消化器病専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
日本肝臓学会肝臓専門医・指導医
日本医師会産業医
日本人間ドック学会人間ドック健診専門医
日本静脈経腸栄養学会認定医
インフェクションコントロールドクター（ICD）
日本化学療法学会抗菌化学療法認定医
臨床研修指導医養成講習会受講済
日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医・指導医
日本病院総合診療医学会認定医
日本専門医機構総合診療領域特任指導医講習受講済

4

外科 登内仁 桑名市総合医療センター 副病院長 36 ○

日本外科学会外科専門医・指導医
日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受講済

4



別紙４

（No.10）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 町支秀樹 桑名市総合医療センター 副病院長 33 ○

日本外科学会外科専門医・指導医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医
日本消化器病学会消化器病専門医・指導医
日本肝臓学会肝臓専門医・指導医
インフェクションコントロールドクター（ICD）
日本慢性期医療協会認定医
検診マンモグラフィ読影認定医師
緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会受講済
臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科
（循環器） 大久保節也 桑名市総合医療センター 内科部長 35 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医　　　　　　　　　　　　　
  　　　日本循環器学会循環器専門医
日本医師会産業医
プログラム指導者講習会受講済
臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科
（循環器） 大村崇 桑名市総合医療センター 循環器内科部長 21 ○

日本循環器学会循環器専門医
日本内科学会総合内科専門医・内科指導医
日本心血管インターベンション治療学会専門医
平成24年度第15回MMC指導医養成講習会受講済 4

内科
（循環器） 羽場一直 桑名市総合医療センター 循環器内科部長 17 ○

日本循環器学会循環器専門医
日本内科学会総合内科専門医
日本心血管インターベンション治療学会認定医
平成28年度第7回三重大学附属病院・第20回MMC合同指導医養成講
習会受講済

4

内科
（循環器） 泉道博 桑名市総合医療センター 消化器内科部長 25 ○

日本内科学会認定内科医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
日本ヘリコバクター学会H.pylori（ピロリ菌）感染症認定医
臨床研修指導医養成講習会受講済 4

内科
（糖尿病内分泌） 北川良子 桑名市総合医療センター 糖尿病内分泌内科部長 24 ○

臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科
（腎臓） 安冨眞史 桑名市総合医療センター 腎臓内科部長 17 ○

日本内科学会総合内科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　日本循環器学会循環器専門医　
日本腎臓学会腎臓専門医・指導医　　　　　　　　　　　　　　　
  　　　日本透析医学会透析専門医　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　  　臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科
（膠原病リウマチ） 小寺仁 桑名市総合医療センター

膠原病リウマチ内科医
長

11 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本リウマチ学会リウマチ専門医・指導医
日本リウマチ財団登録医
日本腎臓学会腎臓専門医・指導医
日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医・指導医　
　  　　日本透析医学会透析専門医
日本旅行医学会認定医
日本病態栄養学会専門研修指導医　
平成28年度第7回三重大学附属病院・第20回MMC合同指導医養成講
習会受講済

4

内科
（脳神経） 大達清美 桑名市総合医療センター 脳神経内科部長 24 ○

日本神経外科学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医
臨床研修指導医養成講習会受講済 4
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（No.11）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 岩永孝雄 桑名市総合医療センター
外科部長

化学療法室部長
29 ○

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・指導医
日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医・指導医
日本臨床肛門病学会臨床肛門病技能指導医
消化器がん外科治療認定医
検診マンモグラフィ読影認定医師
臨床研修指導医養成講習会受講済

4

外科 小西尚巳 桑名市総合医療センター 外科部長 27 ○

日本外科学会外科専門医・指導医
日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
検診マンモグラフィ読影認定医師
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
臨床研修指導医養成講習会受講済

4

外科 高橋直樹 桑名市総合医療センター 外科部長 17 ○

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
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本消化器病学会消化器病専門医
平成28年度第6回三重大学医学部附属病院・第19回MMC合同指導医
養成講習会受講済

4

外科 佐藤梨枝 桑名市総合医療センター 外科医長 16 ○

日本外科学会外科専門医
日本消化器病学会消化器病専門医
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消化器がん治療認定医
平成26年度第119回臨床研修指導医養成講習会受講済

4

整形外科
（救急） 中瀬古健 桑名市総合医療センター 整形外科部長 32 ○

日本整形外科学会認定専門医
日本整形外科学会スポーツ医　
日本整形外科学会リウマチ医
日本整形外科学会リハビリテーション医
日本リウマチ学会専門医・指導医
日本骨粗鬆症学会認定医
平成26年度第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC合同指導医養
成講習会受講済

4

整形外科
（救急） 松田理 桑名市総合医療センター 整形外科部長 29 ○

日本整形外科学会認定専門医
日本リウマチ財団リウマチ登録医
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会認定リウマチ医
臨床研修指導医養成講習会受講済

4

整形外科
（救急） 岡村直樹 桑名市総合医療センター 整形外科部長 18 ○

日本整形外科学会認定専門医
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本整形外科学会認定リハビリ医
日本体育協会認定スポーツドクター
義肢装具等適合判定医
臨床研修指導医養成講習会受講済

4

麻酔科
（救急） 宮原ひろみ 桑名市総合医療センター 麻酔科部長 29 ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医
平成26年度MMC臨床研修指導医養成講習会受講済

4

麻酔科
（救急） 三浦智美 桑名市総合医療センター 麻酔科医長 15 ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医
平成28年度第7回三重大学附属病院・第20回MMC合同指導医養成講
習会受講済

4
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（No.12）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

脳神経外科
（救急） 黒木香行 桑名市総合医療センター 脳神経外科部長 19 ○

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・指導医
日本脳卒中学会脳卒中専門医・指導医
日本神経内視鏡技術認定医
日本抗加齢医学会専門医
日本頭痛学会頭痛専門医
臨床研修指導医養成講習会受講済

4

心臓血管外科 湯淺右人 桑名市総合医療センター 心臓血管外科部長 30 ○

日本胸部外科学会認定医　
日本外科学会外科専門医・指導医　
日本心臓血管外科専門医・修練指導医　
日本脈管学会脈管専門医　
下肢静脈瘤に関する血管内焼灼術実施医・指導医　
平成19年度第5回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講済

4

泌尿器科 木瀬英明 桑名市総合医療センター 泌尿器科部長 29 ○

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医 　　　　　　　　　　 
  　　　日本がん検診・診断学会認定医
臨床研修指導医養成講習会受講済

4

産婦人科 小林巧 桑名市総合医療センター 産婦人科医長 14 ○

日本産婦人科学会産婦人科専門医
日本専門医機構産婦人科専門医
母体保護法指定医
平成27年度第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC合同指導医養
成講習会受講済

4

小児科 森谷朋子 桑名市総合医療センター 小児科部長 34 ○

日本小児科学会小児科専門医
新生児蘇生法講習済
平成20年度日本病院会臨床研修指導医養成講習会受講済

4

小児科 馬路智昭 桑名市総合医療センター
小児科部長

周産母子センター長
25 ○

日本小児科学会小児科専門医・指導医
日本周産期・新生児医学会新生児専門医・指導医
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法専門インストラクター
平成22年度第12回MMC指導医講習会/第7回名大ネットワーク指導医
講習会受講済

4

小児科 間宮範人 桑名市総合医療センター 小児科医長 13 ○

日本小児科学会小児科専門医
新生児蘇生法講習済
平成28年度第7回三重大学附属病院・第20回MMC合同指導医養成講
習会受講済 4

眼科 小澤摩記 桑名市総合医療センター 眼科部長 19 ○

日本眼科学会眼科専門医
PDT認定医
平成28年度第6回三重大学附属病院・第19回MMC合同指導医養成講
習会受講済 4

検査
外科

病理診断科
鈴木秀郎 桑名市総合医療センター 外科部長 29 ○

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・指導医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本病理学会病理専門医
日本臨床細胞学会細胞診指導医
日本静脈経腸栄養学会認定医
日本乳癌学会乳腺認定医
日本医師会産業医
臨床研修指導医講習修了

4

内科
（消化器） 大矢由美 桑名市総合医療センター 内科部長 24 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本消化器病学会消化器病専門医・指導医
日本肝臓学会肝臓専門医・指導医
日本医師会健康スポーツ医
日本医師会産業医
平成19年度第6回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受講済

4
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（No.13）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科
（脳神経） 古田智之 桑名市総合医療センター 脳神経内科部長 18 ○

日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本臨床神経生理学会認定医
平成22年度第13回MMC指導医講習会/第8回名大ネットワーク指導医
講習会受講済

4

産婦人科 平田徹 桑名市総合医療センター 産婦人科部長 14 ○

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医
日本産科婦人科内視鏡学会認定腹腔鏡技術認定医
日本産婦人科学会認定産婦人科専門医・指導医
日本がん治療認定医機構日本がん治療認定医
母体保護法指定医
新生児蘇生法専門コース修了
臨床研修指導医講習修了
緩和ケア研修会修了
ダヴィンチサージカルシステム術者認定資格

4

呼吸器内科 吉田正道 三重県立総合医療センター 科部長 29 ○

第一回ＭＭＣ新臨床研修指導医養成講習会修了
日本内科学会総合内科専門医　他

4

呼吸器内科 藤原篤司 三重県立総合医療センター 医長 17 ○

第１５回MMC指導医講習会修了
日本内科学会総合内科専門医　他

4

呼吸器内科 寺島俊和 三重県立総合医療センター 主任 9 ○

第23回MMC指導医講習会修了
日本内科学会認定医　他

4

呼吸器内科 児玉秀治 三重県立総合医療センター 主任 8 ○

第26回MMC指導医講習会修了
日本内科学会認定医

4

消化器内科 白木克哉 三重県立総合医療センター 副院長 35 ○

第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了
平成28年度プログラム責任者養成講習会（厚生労働省）修了
日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本肝臓学会専門医・指導医
日本内視鏡学会専門医
日本超音波医学会専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会暫定指導医
米国消化器病学会フェロー
米国内科学会フェロー　他

4

消化器内科 井上英和 三重県立総合医療センター 科部長 24 ○

第10回MMC指導医講習会修了
日本消化器内視鏡学会指導医・専門医
日本消化器病学会指導医・専門医
日本内科学会総合内科専門医　他 4

消化器内科 山中豊 三重県立総合医療センター 医長 21 ○

日本内科学会認定内科医　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

4
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（No.14）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

消化器内科 森谷勲 三重県立総合医療センター 医長 17 ○

第20回MMC指導医講習会終了、総合内科専門医、日本消化器病学会
専門医、日本肝臓学会専門医、インフェクションコントロールド
クターICD、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

4

循環器内科 牧野克俊 三重県立総合医療センター 副院長 39 ○

平成20年度プログラム責任者養成講習会（厚生労働省）修了、平
成15年度臨床研修指導医養成講習会修了、日本内科学会専門医　
他

4

循環器内科 増田純 三重県立総合医療センター 医長 21 ○

第24回MMC指導医講習会修了総合内科専門医，心臓リハビリテー
ション指導士，認定内科医，循環器専門医，CVIT認定医

4

循環器内科 加藤誉史 三重県立総合医療センター 主任 8 ○

第25回MMC指導医講習会修了，認定内科医

4

救急 田代晴彦 三重県立総合医療センター 救命救急ｾﾝﾀｰ長 39 ○

第五回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会修了
日本脳神経外科学会専門医　他

4

救急 伊藤秀樹 三重県立総合医療センター 救命救急ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長 27 ○

第７回ＭＭＣ指導医養成講習会修了
日本外科学会専門医　他

4

救急 山本章貴 三重県立総合医療センター 救命救急ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長 23 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了、
日本救急医学会専門医、日本脳神経外科学会専門医、日本脳神経
血管内治療学会専門医 、日本DMAT隊員・統括DMAT、ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄ
ﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰICD（日本救急医学会推薦）、JATECｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、JPTECｲﾝｽﾄ
ﾗｸﾀｰ、日本航空医療学会認定指導医

4

救急 大木基通 三重県立総合医療センター 医長 19 ○

平成18年度地域志向型指導医講習会修了
日本救急医学会救急科専門医
日本内科学会認定内科医

4

救急 冨田正樹 三重県立総合医療センター 医長 14 ○

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院代8回臨床研修指
導医養成ワークショップ修了

4

外科 毛利靖彦 三重県立総合医療センター 副院長 29 ○

日本静脈経腸栄養学会認定医、平成21年度第10回MMC指導医講習会
/第5回名大ネットワーク指導医講習会修了、外科専門医・指導
医、消化器外科専門医・指導医、消化器病専門医、大腸肛門病専
門医・指導医、消化器内視鏡専門医、日本がん治療認定医機構暫
定教育医・がん治療認定医、ICD、消化器がん外科治療認定医、食
道科認定医

4
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（No.15）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 尾嶋英紀 三重県立総合医療センター 科部長 23 ○

第１６回MMC指導医講習会修了
日本外科学会専門医・指導医　他

4

外科 山下雅子 三重県立総合医療センター 科部長 20 ○

第１５回MMC指導医講習会修了
外科専門医、乳腺専門医、乳癌認定医

4

外科 大竹耕平 三重県立総合医療センター 科部長 19 ○

第１５回MMC指導医講習会修了
外科専門医、大腸肛門病専門医、小児外科専門医

4

外科 橋本清 三重県立総合医療センター 医長 12 ○

第23回MMC指導医講習会修了
日本外科学会専門医　他

4

外科 野呂綾 三重県立総合医療センター 主任 9 ○

第21回MMC指導医講習会修了　他

4

心臓血管外科・呼吸器外科 近藤智昭 三重県立総合医療センター 副部長 32 ○

第１５回MMC指導医講習会修了
日本外科学会認定医・指導医　他

4

心臓血管外科・呼吸器外科 新保秀人 三重県立総合医療センター 院長 40 ○

平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了，
脈管指導医，外科専門医・指導医，胸部外科認定医・指導医，心
臓血管外科専門医，脈管専門医

4

心臓血管外科・呼吸器外科 澤田康裕 三重県立総合医療センター 科部長 21 ○

第10回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医講習会修了
日本外科学会専門医
日本心臓血管外科専門医

4

心臓血管外科・呼吸器外科 鈴木仁之 三重県立総合医療センター 科部長 32 ○

第３回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医講習会修了
日本呼吸器外科専門医　他

4

脳神経外科 亀井裕介 三重県立総合医療センター 科部長 30 ○

第７回ＭＭＣ指導医養成講習会修了
日本脳神経外科学会専門医　他

4



別紙４

（No.16）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

脳神経外科 梅田靖之 三重県立総合医療センター 科部長 20 ○

平成26年度第19回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会修了、
脳血管内治療専門医、脳神経外科専門医・指導医

4

小児科 杉山謙二 三重県立総合医療センター 診療部長 32 ○

第三回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会修了
日本小児科学会専門医　他

4

小児科 太田穂高 三重県立総合医療センター 医長 28 ○

第10回MMC指導医講習会修了
日本小児科学会専門医　他

4

小児科 西森久史 三重県立総合医療センター 医長 27 ○

第８回ＭＭＣ指導医養成講習会修了
日本小児科学会認定医

4

小児科 大森雄介 三重県立総合医療センター 医長 22 ○

第18回ＭＭＣ指導医養成講習会修了
日本周産期・新生児医学会新生児専門医

4

小児科 山口佳子 三重県立総合医療センター 医長 20 ○

第18回ＭＭＣ指導医養成講習会修了
日本小児科医学会専門医・指導医

4

小児科 伊藤雄彦 三重県立総合医療センター 主任 9 ○

第26回ＭＭＣ指導医養成講習会修了
日本小児科医学会専門医

4

産婦人科 谷口晴記 三重県立総合医療センター 参事 43 ○

母体保護法指定医、日本産婦人科専門医　他
第４回医師臨床研修制度・研修管理委員会・委員長研修（特定研
修）修了
平成17年度プログラム責任者養成講習会（厚生労働省）修了
第24回新臨床研修指導医養成講習会修了

4

産婦人科 朝倉徹夫 三重県立総合医療センター 診療部長 38 ○

第二回ＭＭＣ新臨床研修指導医養成講習会修了
日本産婦人科学会専門医　他

4

産婦人科 田中浩彦 三重県立総合医療センター 診療部長 34 ○

第二回ＭＭＣ新臨床研修指導医養成講習会修了
母体保護法指定医、日本産婦人科学会専門医　他

4



別紙４

（No.17）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

産婦人科 井澤美穂 三重県立総合医療センター 医長 20 ○

第21回MMC指導医講習会修了
母体保護法指定医、日本産婦人科学会専門医、日本医師会認定産
業医　他

4

整形外科 北尾淳 三重県立総合医療センター 科部長 31 ○

第20回MMC指導医講習会修了、日本整形外科学会専門医　他

4

整形外科 奥山典孝 三重県立総合医療センター 医長 26 ○

第24回MMC指導医講習会修了、日本整形外科学会専門医　他

4

皮膚科 加古智子 三重県立総合医療センター 科部長 21 ○

第１６回MMC指導医講習会修了
日本皮膚科学会認定専門医

4

泌尿器科 松浦浩 三重県立総合医療センター 科部長 30 ○

第１４回MMC指導医講習会修了
日本泌尿器科学会指導医・専門医

4

脳神経内科 鈴木賢治 三重県立総合医療センター 科部長 29 ○

第五回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会修了
日本内科学会認定医・指導医　他

4

麻酔科 古橋一壽 三重県立総合医療センター 副院長 33 ○

平成29年度プログラム責任者養成講習会（厚生労働省）修了、第
四回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会修了、日本麻酔科学
会指導医　他

3,4

麻酔科 川端広憲 三重県立総合医療センター 医長 18 ○

第１６回MMC指導医講習会修了
日本麻酔科学会専門医　他

4

麻酔科 西川理絵 三重県立総合医療センター 医長 21 ○

第１６回MMC指導医講習会修了
日本麻酔科学会専門医　他

4

放射線診断科 瀬田秀俊 三重県立総合医療センター 診療部長 33 ○

第１７回MMC指導医講習会修了
日本医学放射線学会専門医

4



別紙４

（No.18）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

放射線診断科 秦良行 三重県立総合医療センター 医長 32 ○

第５回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会修了
日本医学放射線学会専門医

4

眼科 佐宗幹夫 三重県立総合医療センター 診療部長 38 ○

第８回ＭＭＣ指導医養成講習会修了
日本眼科学会指導医・専門医

4

耳鼻いんこう科 鈴村恵理 三重県立総合医療センター 科部長 31 ○

第18回MMC指導医講習会修了
日本耳鼻咽喉科学会専門医
日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医
日本アレルギー学会認定医　他 4

病理診断科
（ＣＰＣ担当） 福留寿生 三重県立総合医療センター 科部長 29 ○

平成19年度第5回MMC指導医養成講習会修了、病理専門医・指導
医、臨床細胞専門医、臨床検査専門医

4

内科 上村泰弘 済生会松阪総合病院 副院長 37 ○

日本内科学会専門医
日本血液学会専門医
第3回MMC新臨床研修指導医講習会

4

内科 清水敦哉 済生会松阪総合病院 副院長 33 ○

日本内科学会専門医
日本肝臓学会専門医
医研平成15年度臨床研修指導医養成講習会

4

内科 南川光三 済生会松阪総合病院 部長 32 ○

第4回MMC新臨床研修指導医講習会

4

内科 脇田喜弘 済生会松阪総合病院 部長 32 ○

日本内科学会専門医
日本消化器病学会専門医
第1回MMC新臨床研修指導医講習会

4

内科 山脇弘二 済生会松阪総合病院 部長 28 ○

日本内科学会専門医
日本循環器学会専門医
第4回MMC新臨床研修指導医講習会

4

内科 垣本斉 済生会松阪総合病院 部長 31 ○

日本内科学会専門医
第3回MMC新臨床研修指導医講習会

4



別紙４

（No.19）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 橋本章 済生会松阪総合病院 部長 31 ○

日本内科学会専門医
第3回MMC新臨床研修指導医講習会

4

内科 河俣浩之 済生会松阪総合病院 部長 22 ○

日本内科学会専門医
第5回MMC臨床研修指導医講習会

4

内科 福家洋之 済生会松阪総合病院 部長 21 ○

日本消化器病学会専門医
第13回MMC新臨床研修指導医講習会

4

内科 青木雅俊 済生会松阪総合病院 部長 21 ○

日本消化器病学会専門医
第15回MMC新臨床研修指導医講習会

4

内科 加藤慎也 済生会松阪総合病院 部長 22 ○

日本内科学会専門医 
 
第16回全国済生会臨床研修指導医講習会

4

内科 市川和秀 済生会松阪総合病院 医長 18 ○

第11回三重大学付属病院・24回MMC合同指導医講習会

4

内科 石川英二 済生会松阪総合病院 腎臓センター長 25 ○

日本内科学会総合内科専門医 
日本腎臓学会専門医
日本透析医学会専門医                                        
          第5回MMC新医師臨床研修指導医講習会 4

内科 黒田直起 済生会松阪総合病院 医員 11 ○

日本消化器病学会専門医
第25回MMC臨床研修指導医講習会
日本内科学会認定内科医
日本ヘリコバクター感染症認定医 4

産婦人科 高倉哲司 済生会松阪総合病院 副院長 38 ○

日本産婦人科学会専門医
第1回MMC新臨床研修指導医講習会

4

産婦人科 菅谷健 済生会松阪総合病院 部長 37 ○

日本産婦人科学会専門医
第8回MMC臨床研修指導医講習会

4



別紙４

（No.20）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

産婦人科 竹内茂人 済生会松阪総合病院 部長 32 ○

日本産婦人科学会専門医
第2回MMC新臨床研修指導医講習会

4

外科 近藤昭信 済生会松阪総合病院 部長 27 ○

日本外科学会指導医
第36回医学教育者のためのワークショップ
日本外科学会専門医

3,4

外科 田中穣 済生会松阪総合病院 部長 37 ○

日本外科学会専門医
消化器外科学会指導医
第2回MMC新臨床研修指導医講習会

4

外科
（救急部門） 河埜道夫 済生会松阪総合病院 医長 18 ○

日本救急医学会専門医                                        
      第23回全国済生会指導医のためのワークショップ

4

外科 奥田善大 済生会松阪総合病院 医長 15 ○

第17回MMC合同指導医養成講習会

4

乳腺外科 花村典子 済生会松阪総合病院 部長 26 ○

日本乳がん学会乳がん専門医
第17回MMC合同指導医養成講習会

4

乳腺外科 柏倉由美 済生会松阪総合病院 医長 15 ○

第23回MMC合同指導医養成講習会

4

整形外科 森本政司 済生会松阪総合病院 部長 32 ○

日本整形外科学会専門医
第11回全国済生会臨床研修指導医のためのワークショップ

4

整形外科 竹上謙次 済生会松阪総合病院 部長 30 ○

日本整形外科学会専門医
第5回全国済生会臨床研修指導医講習会

4

整形外科 友田良太 済生会松阪総合病院 部長 25 ○

日本整形外科学会専門医
第4回MMC新臨床研修指導医講習会

4



別紙４

（No.21）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

整形外科 川喜田英司 済生会松阪総合病院 部長 22 ○

日本整形外科学会専門医
第26回全国済生会臨床研修指導医のためのワークショップ

4

整形外科 海野宏至 済生会松阪総合病院 医長 11 ○

第24回MMC合同指導医養成講習会

4

脳神経外科 諸岡芳人 済生会松阪総合病院 院長 46 ○

日本脳神経外科学会専門医                                    
  　　　 第25回全国済生会臨床研修指導医のためのワークショッ
プ

4

脳神経外科 村田浩人 済生会松阪総合病院 部長 32 ○

日本脳神経外科学会専門医
第7回MMC臨床研修指導医講習会

4

脳神経外科 朝倉文夫 済生会松阪総合病院 部長 27 ○

日本脳神経外科学会専門医
第28回全国済生会臨床研修指導医講習会

4

泌尿器科 金原弘幸 済生会松阪総合病院 部長 32 ○

日本泌尿器科学会専門医
日本泌尿器学会指導医
第6回MMC新臨床研修指導医講習会

4

泌尿器科 三木学 済生会松阪総合病院 医長 15 ○

第24回MMC合同指導医養成講習会

4

麻酔科 車武丸 済生会松阪総合病院 部長 22 ○

日本麻酔科学会専門医
第12回全国済生会臨床研修指導医のためのワークショップ

4

麻酔科 中西まどか 済生会松阪総合病院 医員 10 ○

日本麻酔科学会専門医
19回MMC新臨床研修指導医講習会

4

放射線科 寺田尚弘 済生会松阪総合病院 部長 37 ○

日本医学放射線学会専門医、日本核医学会専門医
第2回MMC新臨床研修指導医講習会

4



別紙４

（No.22）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

放射線科 中川俊男 済生会松阪総合病院 部長 27 ○

第4回全国済生会臨床研修指導医講習会                         
        日本医学放射線学会専門医

4

放射線科 西出喜弥 済生会松阪総合病院 部長 28 ○

日本医学放射線学会専門医                                    
          第29回全国済生会指導医ワークショップ

4

放射線科 落合悟 済生会松阪総合病院 医員 14 ○

第24回MMC合同指導医養成講習会

4

病理 臨床検査科 中野洋 済生会松阪総合病院 部長 35 ○

日本病理学専門医　日本臨床検査医学会専門医
第4回MMC新臨床研修指導医講習会

4

脳神経内科 近藤昌秀 済生会松阪総合病院 部長 28 ○

日本内科学会専門医
第7回MMC臨床研修指導医講習会

4

脳神経内科 川名陽介 済生会松阪総合病院 部長 20 ○

日本神経学科専門医
平成21年度国立病院機構臨床研修指導医講習会

4

緩和医療科 清水美恵 済生会松阪総合病院 部長 31 ○

日本麻酔科学会専門医                                        
       第3回MMC新臨床研修指導医講習会

4

緩和医療科 竹口有美 済生会松阪総合病院 医長 19 ○

第23回MMC合同指導医養成講習会

4

皮膚科 欠田成人 済生会松阪総合病院 医員 20 ○

第17回MMC合同指導医養成講習会

4

内科 池田健 市立伊勢総合病院 副院長 35 ○

医学博士
日本内科学会認定総合内科専門医
日本血液学会認定血液指導医
臨床研修プログラム責任者養成講習会受講
第28回新臨床研修指導医養成講習会

3,4



別紙４

（No.23）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 鈴木厚人 市立伊勢総合病院 副部長 25 ○

医学博士
第130回臨床研修指導医講習会

4

内科 榎村尚之 市立伊勢総合病院 副部長 24 ○

医学博士
日本内科学会認定総合内科専門医
日本消化器病学会認定消化器病専門医
日本肝臓学会認定肝臓専門医
第5回三重大学医学部附属病院/第18回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

内科 井口正士 市立伊勢総合病院 副部長 15 ○

第3回三重大学医学部附属病院/第16回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

内科 山崎晃裕 市立伊勢総合病院 副部長 13 ○

一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医
産婦人科専門医
アソシエートメンター
日本内科学会認定総合内科専門医
第125回臨床研修指導医講習会

4

内科 谷崎隆太郎 市立伊勢総合病院 副部長 13 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本救急医療学会救急科専門医
日本感染症学会感染症専門医
第10回三重大学医学部附属病院/第23回ＭＭＣ合同指導医講習会 4

内科
【循環器内科】 江見吉晴 市立伊勢総合病院 部長 32 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
日本心血管インターベンション治療学会認定医
第128回臨床研修指導医講習会 4

内科
【循環器内科】 木田朱美 市立伊勢総合病院 副部長 16 ○

心臓リハビリテーション指導医
日本医師会認定　健康スポーツ医
第12回三重大学医学部附属病院/第25回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

内科
【ホスピス科】 佐藤香 市立伊勢総合病院 部長 23 ○

第126回臨床研修指導医講習会

4

脳神経内科 松本勝久 市立伊勢総合病院 部長 28 ○

日本内科学会認定総合内科専門医
日本神経学会専門医
アソシエートメンター
第三回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会 4

外科 伊藤史人 市立伊勢総合病院 医療部長 31 ○

医学博士
日本外科学会指導医
日本消化器病学会消化器病指導医
日本消化器外科学会消化器外科指導医
日本肝臓学会肝臓専門医
臨床研修プログラム責任者養成講習会受講
第47回新臨床研修指導医講習会

4



別紙４

（No.24）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 野田直哉 市立伊勢総合病院 副部長 24 ○

日本外科学会外科専門医
マンモグラフィー読影認定医
第13回ＭＭＣ指導医講習会/第8回名大ネットワーク指導医講習会

4

外科 藤崎宏之 市立伊勢総合病院 副部長 18 ○

日本外科学会外科専門医
平成20年度愛知医科大学教育ワークショップ

4

外科 武井英之 市立伊勢総合病院 副部長 12 ○

日本外科学会外科専門医
第124回臨床研修指導医講習会

4

呼吸器外科 阪口全宏 市立伊勢総合病院 部長 34 ○

日本外科学会外科専門医
呼吸器外科専門医
平成17年度中国四国ブロック臨床研修指導医養成研修会

4

整形外科 里中東彦 市立伊勢総合病院 部長 20 ○

医学博士
日本整形外科学会整形外科専門医
日本手外科学会手外科専門医
日本リウマチ学会リウマチ専門医
アソシエートメンター　
第1回三重大学医学部附属病院指導医講習会　ほか

4

整形外科 吉田格之進 市立伊勢総合病院 副部長 17 ○

医学博士
日本整形外科学会整形外科専門医
ロコモアドバイスドクター
日本整形外科学会　運動器リハビリテーション医
第5回三重大学医学部附属病院/第18回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

整形外科 鈴木慶亮 市立伊勢総合病院 副部長 11 ○

日本整形外科学会整形外科専門医
認定運動器リハビリテーション医
認定リウマチ医
ロコモアドバイスドクター
第6回三重大学医学部附属病院/第19回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

整形外科 浅野貴裕 市立伊勢総合病院 医長 8 ○

日本整形外科学会整形外科専門医
第11回三重大学医学部附属病院/第24回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

整形外科 塚本正 市立伊勢総合病院 副部長 9 ○

日本整形外科学会整形外科専門医
第12回三重大学医学部附属病院/第25回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

皮膚科 西井正美 市立伊勢総合病院 理事 人材育成担当 42 ○

医学博士
日本皮膚科学会皮膚科指導医
日本がん治療認定医機構教育医
第1回三重大学医学部附属病院指導医講習会　ほか 4



別紙４

（No.25）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

皮膚科 中正直 市立伊勢総合病院 副部長 13 ○

アソシエートメンター
第127回臨床研修指導医講習会

4

泌尿器科 今村哲也 市立伊勢総合病院 部長 20 ○

医学博士
日本泌尿器科学会泌尿器科指導医
第3回三重大学医学部附属病院/第16回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

眼科 中世古幸成 市立伊勢総合病院 部長 23 ○

日本眼科学会認定眼科専門医
アソシエートメンター
第1回三重大学医学部附属病院指導医講習会

4

眼科 中世古直成 市立伊勢総合病院 副部長 21 ○

日本眼科学会認定眼科専門医
第126回臨床研修指導医講習会

4

麻酔科 倉田正士 市立伊勢総合病院 部長 32 ○

医学博士
日本麻酔科学会麻酔科指導医
第13回ＭＭＣ指導医講習会/第8回名大ネットワーク指導医講習会

4

麻酔科 木下智史 市立伊勢総合病院 副部長 15 ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医
アソシエートメンター
第4回三重大学医学部附属病院/第17回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

麻酔科 横山有紀 市立伊勢総合病院 － 18 ○

第138回臨床研修指導医講習会

4

放射線科 多上智康 市立伊勢総合病院 医療技術部長 33 ○

医学博士
日本医学放射線学会放射線科専門医
日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本核医学会核医学専門医
臨床研修プログラム責任者養成講習会受講
第1回三重大学医学部附属病院指導医講習会

4

放射線科 笹岡政宏 市立伊勢総合病院 副部長 27 ○

日本医学放射線学会専門医
日本放射線腫瘍学会認定医
平成27年度第3回臨床研修指導医養成講習会

4

放射線科 二見友幸 市立伊勢総合病院 副部長 15 ○

日本放射線学会・日本放射線腫瘍学会放射線治療専門医
アソシエートメンター
第4回三重大学医学部附属病院/第17回ＭＭＣ合同指導医講習会

4



別紙４

（No.26）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

リハビリテーション科 淺野直樹 市立伊勢総合病院 部長 23 ○

医学博士
整形外科専門医
運動器リハビリテーション医
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
第11回三重大学医学部附属病院/第24回ＭＭＣ合同指導医講習会

4

形成外科 山内真紀子 市立伊勢総合病院 部長 9 ○

日本形成外科学会専門医
第16回藤田保健衛生大学病院臨床研修指導医講習会

4

外科 蜂須賀丈博 市立四日市病院 診療部長 36 ○

第２５回新臨床研修指導医養成講習会
臨床研修指導医
外科専門医
消化器外科専門医 3,4

消化器内科 矢野元義 市立四日市病院 部長 36 ○

第4回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会
臨床研修指導医
消化器病専門医
肝臓専門医 4

救命救急センター 柴山美紀根 市立四日市病院 部長 30 ○

第１回名大ネットワーク/臨床研修指導医講習会
臨床研修指導医
脳神経外科専門医
救急科専門医 4

循環器内科 金城昌明 市立四日市病院 副院長 39 ○

平成１２年度臨床研修指導医養成講習会
臨床研修指導医
循環器専門医

4

内科・循環器内科 渡邊純二 市立四日市病院 部長 32 ○

第2回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会
新医師臨床研修指導医医学教育者のためのワークショップ
臨床研修指導医
総合内科専門医
循環器専門医

4

循環器内科 内田恭寛 市立四日市病院 副部長 19 ○

第140回臨床研修指導医講習会（全国自治体病院協議会）
臨床研修指導医
総合内科専門医
循環器専門医 4

脳神経内科 家田俊明 市立四日市病院 部長 34 ○

第４１回新臨床研修指導医養成講習会
臨床研修指導医
神経内科専門医

4

脳神経内科 中西浩隆 市立四日市病院 副部長 20 ○

第12回名大ネットワーク指導医講習会
総合内科専門医
神経内科専門医

4



別紙４

（No.27）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

血液内科 宮下博之 市立四日市病院 部長 24 ○

第６回名大ネットワーク/臨床研修指導医講習会
臨床研修指導医
血液専門医

4

呼吸器内科 池田拓也 市立四日市病院 部長 39 ○

第４０回新臨床研修指導医養成講習会
臨床研修指導医
呼吸器専門医
アレルギー専門医 4

呼吸器内科 山下良 市立四日市病院 副部長 17 ○

第９回三重大学附属病院/第２２回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
臨床研修指導医
呼吸器専門医

4

腎臓内科 増田智広 市立四日市病院 部長代理 20 ○

第144回臨床研修指導医講習会（全国自治体病院協議会）
臨床研修指導医
腎臓専門医
透析専門医 4

糖尿病・内分泌内科 中嶋祥子 市立四日市病院 部長代理 17 ○

平成２９年度第２回臨床研修指導医講習会（日本病院会）
臨床研修指導医
総合内科専門医
内分泌代謝科専門医
糖尿病専門医

4

外科 丸山浩高 市立四日市病院 部長 34 ○

第16回新臨床研修指導医養成講習会
外科専門医
消化器外科専門医

4

外科 服部正嗣 市立四日市病院 副部長 17 ○

第13回名大ネットワーク指導医講習会
外科専門医
消化器外科専門医

4

消化器外科 鹿野敏雄 市立四日市病院 部長 22 ○

第4回三重大学医学部附属病院／第１７回ＭＭＣ新医師臨床研修指
導医養成講習会
臨床研修指導医
外科専門医
救急科専門医
消化器病専門医
肝臓専門医

4

乳腺外科 水野豊 市立四日市病院 部長 26 ○

第9回藤田保健衛生大学病院臨床研修指導医講習会
外科専門医
乳腺専門医
内分泌外科専門医 4

心臓血管外科 爲西顕則 市立四日市病院 部長 23 ○

第８回三重大学附属病院/第２１回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
外科専門医
心臓血管外科専門医

4



別紙４

（No.28）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

心臓血管外科 寺本慎男 市立四日市病院 副部長 20 ○

第2回東邦大学医師会主催指導医講習会
外科専門医
心臓血管外科専門医

4

脳神経外科 中林規容 市立四日市病院 部長 35 ○

平成１７年度第１回臨床研修指導医養成課程講習会
臨床研修指導医
脳神経外科専門医
脳卒中専門医 4

脳神経外科 相見有理 市立四日市病院 副部長 26 ○

第７回三重大学附属病院/第２０回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
臨床研修指導医
脳神経外科専門医
集中治療専門医
脳卒中専門医

4

呼吸器外科 石田順造 市立四日市病院 部長 24 ○

茨城県指導医養成講習会
臨床研修指導医
呼吸器外科専門医
気管支鏡専門医 4

整形外科 奥井伸幸 市立四日市病院 部長 24 ○

第９回北海道プライマリ・ケアネットワーク指導医講習会
臨床研修指導医
整形外科専門医

4

整形外科 中野智則 市立四日市病院 副部長 16 ○

第12回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医講習会
臨床研修指導医
整形外科専門医

4

小児科 坂京子 市立四日市病院 部長 38 ○

第2回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会
臨床研修指導医
小児科専門医
小児神経科専門医 4

小児科 牛嶌克実 市立四日市病院 副部長 30 ○

第８回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会
臨床研修指導医
小児科専門医
腎臓専門医 4

産婦人科 谷田耕治 市立四日市病院 副部長 26 ○

第１３回ＭＭＣ指導医講習会／第８回名大ネットワーク指導医講
習会
臨床研修指導医
産婦人科専門医 4

産婦人科 長尾賢治 市立四日市病院 副部長 22 ○

第３回三重大学医学部附属病院／第１６回ＭＭＣ新医師臨床研修
指導医養成講習会
臨床研修指導医
産婦人科専門医 4



別紙４

（No.29）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

麻酔科 野々垣幹雄 市立四日市病院 部長 26 ○

臨床研修指導医のための教育ワークショップ
臨床研修指導医
麻酔科専門医

4

麻酔科 中村匡男 市立四日市病院 副部長 17 ○

第６回三重大学附属病院/第１９回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
麻酔科専門医

4

麻酔科 青山正 市立四日市病院 副部長 16 ○

第12回名大ネットワーク指導医講習会
麻酔科専門医
集中治療専門医

4

耳鼻咽喉科 宮村朋孝 市立四日市病院 部長 21 ○

第１０回ＭＭＣ指導医講習会／第８回名大ネットワーク指導医講
習会
臨床研修指導医
耳鼻咽喉科専門医 4

泌尿器科 橋本好正 市立四日市病院 副部長 31 ○

第８回三重大学附属病院/第２１回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
臨床研修指導医
泌尿器科専門医

4

皮膚科 津田憲志郎 市立四日市病院 部長 17 ○

第７回三重大学附属病院/第２０回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
臨床研修指導医
皮膚科専門医

4

放射線科 丸山邦弘 市立四日市病院 部長 34 ○

第15回名大ネットワーク指導医講習会
臨床研修指導医
放射線診断専門医

4

放射線科 黒部勇輔 市立四日市病院 医長 12 ○

第８回三重大学附属病院/第２１回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
臨床研修指導医
放射線科専門医

4

形成外科 渡邊義輝 市立四日市病院 部長 27 ○

平成２２年度臨床研修指導医養成講習会(全国社会保険協会連合
会）
形成外科専門医

4

眼科 川野健一 市立四日市病院 部長代理 11 ○

平成２８年度第２回臨床研修指導医講習会(日本病院会）
眼科専門医

4



別紙４

（No.30）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

整形外科 川本祐也 市立四日市病院 医長 15 ○

第11回三重大学附属病院・第24回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
整形外科専門医

4

小児科 牧兼正 市立四日市病院 副部長 29 ○

第24回小児科医のための臨床研修指導医講習会
小児科専門医
周産期専門医（新生児）指導医

4

産婦人科 大里和広 市立四日市病院 部長 23 ○

第10回三重大学附属病院・第23回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
産科婦人科専門医
母体・胎児暫定指導医
母体保護法指定医
J-MELSインストラクター

4

腎臓内科 小林和磨 市立四日市病院 医長 12 ○

第18回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医講習会
総合内科専門医、
腎臓学会腎臓専門医・指導医 
日本透析学会透析専門医
臨床研修指導医
日本医師会認定産業医

4

血液内科 塩谷拓也 市立四日市病院 副医長 10 ○

第10回三重大学附属病院・第23回ＭＭＣ合同指導医養成講習会
内科認定医

4

整形外科 藤戸健雄 市立四日市病院 副医長 9 ○

第149回臨床研修指導医講習会(全国自治体病院協議会）
整形外科専門医 
麻酔科標榜医 
日本がん治療認定医 
インフェクションコントロールドクター 
JATECインストラクター

4

病理 奈良佳治 市立四日市病院 部長 35 ○

第９回名大ネットワーク/臨床研修指導医講習会
臨床研修指導医
病理専門医
臨床検査専門医 4

消化器内科 伊藤達也 市立四日市病院 副医長 9 ○

第１１回三重大学附属病院/第２４回ＭＭＣ合同指導医養成講習会

4

麻酔科 山根光知 市立四日市病院 医長 14 ○

第２５回ＭＭＣ・第１２回三重大学附属病院合同指導医養成講習
会

4

耳鼻咽喉科 松田恭典 市立四日市病院 医員 8 ○

第１１回三重大学附属病院/第２４回ＭＭＣ合同指導医養成講習会

4



別紙４

（No.31）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

消化器内科 小林真 市立四日市病院 副部長 30 ○

第154回臨床研修指導医講習会（全国自治体病院協議会）

4

産婦人科 竹内紗織 市立四日市病院 副部長 16 ○

第9回川崎医科大学付属病院卒後臨床指導医養成講習会
日本産科婦人科学会指導医
日本産科婦人科学会専門医
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 4

呼吸器外科 森俊輔 市立四日市病院 医長 10 ○

第16回名大ネットワーク指導医講習会
呼吸器外科専門医、外科専門医

4

泌尿器科 櫻井正樹 松阪市民病院 院長 34 ○

日本泌尿器科学会専門医
日本泌尿器科学会指導医
第10回MMC指導医講習会

3,4

呼吸器内科 畑地治 松阪市民病院 副院長 27 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器病学会呼吸器専門医・指導医
JBCT癌治療認定機構認定がん治療認定医
日本結核病学会認定結核・抗酸菌症指導医
第14回MMC指導医養成講習会

4

外科 加藤憲治 松阪市民病院 副院長 30 ○

日本外科学会専門医・認定医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構日本がん治療認定医
日本膵臓学会認定指導医
日本消化器病学会東海支部評議員
マンモグラフィー読影認定医師
第３回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会

4

外科 藤永和寿 松阪市民病院 部長 12 ○

麻酔科標榜医
マンモグラフィー読影認定医師
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
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本ＤＭＡＴ隊員
日本消化器病学会消化器病専門医
143回臨床研修指導医講習会

4

消化器内科 大岩道明 松阪市民病院 科長 31 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定内科医
日本内科学会指導医
日本消化器病学会専門医
第７回MMC指導医養成講習会

4

皮膚科 杉本恭子 松阪市民病院 科長 26 ○

日本皮膚科学会専門医
第19回MMC合同指導医養成講習会

4



別紙４

（No.32）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

泌尿器科 米村重則 松阪市民病院 科長 23 ○

日本泌尿器科学会専門医
日本泌尿器科学会指導医
日本透析医学会認定透析専門医
第16回MMC合同指導医養成講習会 4

放射線科 髙柴義之 松阪市民病院 科長 22 ○

日本医学放射線学会認定放射線診断専門医
第18回MMC合同指導医養成講習会

4

救急科 谷口健太郎 松阪市民病院 科長 21 ○

日本外科学会外科専門医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本医師会認定産業医
JPTECインストラクター
MCLSインストラクター
第7回MMC指導医養成講習会

4

麻酔科 廣加奈子 松阪市民病院 部長 20 ○

日本麻酔科学会専門医
第16回MMC合同指導医養成講習会

4

循環器内科 中村憲二 松阪市民病院 部長 13 ○

日本内科学会認定内科医
第15回MMC指導医養成講習会

4

循環器内科 村瀬元昭 松阪市民病院 部長 11 ○

日本内科学会認定内科医
第17回MMC合同指導医養成講習会

4

整形外科 堀川一浩 松阪市民病院 副院長 32 ○

日本整形外科学会専門医
第25回MMC・第12回三重大学医学部附属病院合同指導医養成講習会

4

呼吸器内科 藤原研太郎 松阪市民病院 部長 13 ○

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
第26回MMC・第13回三重大学医学部附属病院合同指導医養成講習会

4

呼吸器外科 樽󠄀川智人 松阪市民病院 部長 19 ○

呼吸器外科専門医
日本外科学会外科専門医
第14回MMC指導医養成講習会

4

呼吸器内科 西井洋一 松阪市民病院 部長 18 ○

日本内科学会認定内科医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医
日本結核病学会認定結核・抗酸菌症認定医
第25回MMC・第12回三重大学医学部附属病院合同指導医養成講習会 4



別紙４

（No.33）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 
 (循環器内科） 幸治隆一 松阪中央総合病院 名誉院長 54 ×

日本循環器学会 専門医

上級医

内科 
  (循環器内科） 谷川高士 松阪中央総合病院 副院長 28 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会 専門医
心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門医・指導医
日本脈管学会専門医
平成20年度第８回MMC指導医養成講習修了

4

内科 
 (血液内科） 関根隆夫 松阪中央総合病院 診療部長 34 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本血液学会専門医
平成16年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習修了

4

内科 
 (血液内科） 水谷実 松阪中央総合病院 血液内科部長 30 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本血液学会専門医
平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習修了

4

内科 
 (循環器内科） 幸治隆文 松阪中央総合病院 循環器内科部長 25 ○

日本循環器学会　専門医
第13回MMC指導医養成講習会/第８回名大ネットワーク指導医講習
会修了

4

内科
 (循環器内科） 杉浦伸也 松阪中央総合病院 循環器内科医長 16 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会 専門医
日本病院会　平成27年度第２回臨床研修指導医養成講習会修了者

4

内科
 (循環器内科） 後藤至 松阪中央総合病院 循環器内科医長 16 ○

日本内科学会認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
第7回三重大学医学部付属病院・第20回MMC合同臨床指導医養成講
習会修了

4

内科
 (循環器内科） 佐藤雄一 松阪中央総合病院 循環器内科医長 16 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医
第11回三重大学医学部付属病院・第24回MMC合同臨床指導医養成講
習会修了

4

内科
 (循環器内科） 横地弘和 松阪中央総合病院 循環器内科医師 7 ×

日本内科学会認定医
心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医

上級医

内科 
(腎臓内科） 野口光也 松阪中央総合病院 内科医師 43 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本腎臓学会専門医
医療研修財団平成19年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者講習修了
平成13年度臨床研修指導医養成講習会修了 4



別紙４

（No.34）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科
 (腎臓内科） 加藤由紀子 松阪中央総合病院 内科医長 13 ○

日本内科学会認定内科医
第8回三重大学医学部付属病院・第21回MMC合同臨床指導医養成講
習会修了

4

内科
 (腎臓内科） 菅原由美子 松阪中央総合病院 内科医師 17 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本臨床腫瘍学会専門医

上級医

内科
 (血液内科） 大矢瑛子 松阪中央総合病院 内科医師 12 ×

日本内科学会総合内科専門医
日本血液学会専門医

上級医

内科
 (神経内科） 川田憲一 松阪中央総合病院 神経内科部長 32 ○

日本神経学会専門医・指導医
日本脳卒中学会専門医
平成16年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習修了

4

内科
 (神経内科） 島田拓弥 松阪中央総合病院 神経内科医長 14 ○

認定内科医
神経内科専門医
第5回三重大学附属病院・第18回MMC合同臨床指導医養成講習会修
了 4

内科
 (神経内科） 宇野研一郎 松阪中央総合病院 神経内科医師 9 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本病院会平成30年度第2回臨床研修指導医講習会修了

4

内科
 (消化器内科） 小林一彦 松阪中央総合病院 副院長 33 ○

日本消化器病学会専門医・指導医
MMC指導医養成講習修了
医療研修推進財団平成22年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習修了

3,4

内科
 (消化器内科） 直田浩明 松阪中央総合病院 消化器内科部長 25 ○

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本胆道学会専門医
第15回愛知県厚生連指導医養成講習修了

4

内科
 (消化器内科） 金子昌史 松阪中央総合病院 消化器内科医長 15 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
第12回三重大学医学部付属病院・第25回MMC合同臨床指導医養成講
習会修了

4

内科
 (消化器内科） 浦出伸治 松阪中央総合病院 消化器内科医長 14 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
第12回三重大学医学部付属病院・第25回MMC合同臨床指導医養成講
習会修了

4



別紙４

（No.35）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科
 (消化器内科） 稲垣悠二 松阪中央総合病院 消化器内科医長 14 ○

日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医 
第8回三重大学附属病院・第21回MMC合同臨床指導医養成講習会修
了 4

内科
 (消化器内科） 竹内俊文 松阪中央総合病院 消化器内科医長 11 ×

認定内科医

上級医

精神科 山嵜一正 松阪中央総合病院 精神神経科部長 37 ○

日本精神神経学会専門医・指導医
平成20年度第８回MMC指導医養成講習修了

4

小児科 神谷敏也 松阪中央総合病院 副院長 38 ○

日本小児科学会専門医
MMC指導医養成講習修了
平成15年度臨床研修指導医養成講習会修了

4

小児科 池山夕起子 松阪中央総合病院 小児科医長 22 ○

日本小児科学会専門医
第14回ＭＭＣ指導医養成講習修了

4

小児科 谷本康夫 松阪中央総合病院 小児科医師 49 ×

日本小児科学会専門医

上級医

小児科 東川朋子 松阪中央総合病院 小児科医長 11 ○

日本小児科学会専門医
第13回三重大学医学部付属病院・第26回MMC合同臨床指導医養成講
習会修了

4

外科 玉置久雄 松阪中央総合病院 名誉院長 48 ○

日本病院会指導医養成講習修了（平成21年）

4

外科 三田孝行 松阪中央総合病院 院長 44 ○

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会指導医
日本消化器病学会専門医
日本医師会指導医養成講習修了（平成19年） 4

外科 田端正己 松阪中央総合病院 副院長 34 ○

日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
平成16年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習修了 4



別紙４

（No.36）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 岩田真 松阪中央総合病院 診療部長 33 ○

日本外科学会専門医・指導医
日本肝臓学会専門医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本救急学会専門医
平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習修了
医療研修推進財団平成23年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者講習修了

4

外科 出﨑良輔 松阪中央総合病院 外科医長 14 ○

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同臨床指導医養成講習会修
了

4

外科 小林基之 松阪中央総合病院 外科医長 16 ○

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専門医
日本外科学会専門医
第14回ＭＭＣ指導医養成講習修了 4

外科 藤村侑 松阪中央総合病院 外科医師 8 ×

日本外科学会専門医

上級医

外科
（胸部外科） 片山芳彦 松阪中央総合病院 胸部外科部長 36 ○

心臓血管外科専門医・指導医
日本呼吸器外科学会専門医・指導医 
第13回MMC指導医養成講習会/第８回名大ネットワーク指導医講習
会修了 4

外科
（胸部外科） 駒田拓也 松阪中央総合病院 胸部外科部長 31 ○

心臓血管外科専門医
日本脈管学会認定脈管専門医
第13回MMC指導医養成講習会/第８回名大ネットワーク指導医講習
会修了 4

外科
（胸部外科） 井上健太郎 松阪中央総合病院 胸部外科医長 22 ○

日本外科学会専門医
心臓血管外科専門医
日本呼吸器外科学会専門医
第4回三重大学附属病院・第17回MMC合同臨床指導医養成講習会修
了

4

外科
（胸部外科） 小津泰久 松阪中央総合病院 胸部外科医長 17 ×

日本外科学会専門医

上級医

外科
（脳神経外科） 津田和彦 松阪中央総合病院 脳神経外科部長 29 ○

日本脳神経外科学会専門医、
第11回MMC指導医養成講習会/第6回名大ネットワーク指導医講習会
修了

4

外科
（脳神経外科） 佐藤裕 松阪中央総合病院 脳神経外科医長 21 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医
第10回MMC指導医養成講習会/第5回名大ネットワーク指導医講習会
修了 4



別紙４

（No.37）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

救急科 星野有 松阪中央総合病院 救急科部長 31 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本救急医学会救急科専門医
平成20年度第８回MMC指導医養成講習修了
医療研修推進財団平成25年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習修了 4

整形外科 荻田恭也 松阪中央総合病院 整形外科部長 31 ○

日本整形外科学会専門医
平成18年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習修了

4

整形外科 飯田仁 松阪中央総合病院 整形外科医長 23 ○

日本整形外科学会専門医
日本脊椎脊髄病学会指導医
第15回MMC指導医養成講習会修了

4

整形外科 曽根由人 松阪中央総合病院 整形外科医師 10 ○

日本整形外科学会専門医
第12回三重大学医学部付属病院・第25回MMC合同臨床指導医養成講
習会修了

4

麻酔科 西村佳津 松阪中央総合病院 麻酔科部長 38 ○

日本麻酔科学会専門医・指導医
日本ペインクリニック学会専門医
第2回MMC新医師臨床研修指導医養成講習修了

4

麻酔科 網谷謙 松阪中央総合病院 麻酔科医長 23 ○

日本麻酔科学会専門医
第15回愛知県厚生連臨床研修指導医養成講習修了

4

麻酔科 川喜田美穂子 松阪中央総合病院 麻酔科医師 22 ○

日本麻酔科学会専門医
第10回三重大学附属病院・第23回MMC合同指導医養成講習会修了

4

麻酔科 太田志摩 松阪中央総合病院 麻酔科医師 20 ○

日本麻酔科学会専門医・指導医
第９回愛知県厚生連指導医養成講習修了

4

麻酔科 石山実花 松阪中央総合病院 麻酔科医師 10 × 上級医

泌尿器科 雄谷剛士 松阪中央総合病院 診療部長 29 ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医
日本透析医学会指導医
平成19年度第５回MMC新医師臨床研修指導医養成講習修了

4



別紙４

（No.38）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

泌尿器科 桑田真臣 松阪中央総合病院 泌尿器科医長 15 ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医
第9回三重大学附属病院・第22回MMC合同臨床指導医養成講習会修
了

4

泌尿器科 丸山良夫 松阪中央総合病院 泌尿器科医師 44 ×

日本泌尿器科学会専門医・指導医

上級医

産婦人科 出口月雄 松阪中央総合病院 産婦人科部長 36 ○

日本産婦人科学会専門医、
平成18年度第4回MMC新医師臨床研修指導医養成講習修了

4

産婦人科 小森晴美 松阪中央総合病院 産婦人科医長 27 ○

日本産婦人科学会専門医
第6回三重大学附属病院・第19回MMC合同臨床指導医養成講習会修
了

4

産婦人科 森川陽子 松阪中央総合病院 産婦人科医師 24 × 上級医

眼科 片岡基 松阪中央総合病院 眼科部長 32 ○

日本眼科学会専門医
第９回愛知県厚生連指導医養成講習修了

4

眼科 久瀬真奈美 松阪中央総合病院 眼科医長 33 ○

日本眼科学会専門医
第15回ＭＭＣ指導医養成講習修了

4

耳鼻咽喉科 片岡真吾 松阪中央総合病院 耳鼻咽喉科部長 38 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医、
島根県指導医養成講習修了（平成20年）

4

放射線科 村嶋秀市 松阪中央総合病院 診療部長 33 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本格医学会専門医
第１回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了

4

放射線科 長谷川大輔 松阪中央総合病院 放射線科医長 14 ○

日本医学放射線学会画像診断専門医
日本格医学会専門医
第6回三重大学附属病院・第19回MMC合同臨床指導医養成講習会修
了 4



別紙４

（No.39）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

放射線科 平野忠則 松阪中央総合病院 放射線科医師 44 ×

日本医学放射線学会専門医

上級医

放射線治療科 山下恭史 松阪中央総合病院 放射線治療科医長 21 ○

日本医学放射線学会放射線科専門医
放射線治療専門医
第3回三重大学附属病院・第16回MMC合同臨床指導医養成講習会修
了 4

臨床病理科 石原明徳 松阪中央総合病院 臨床病理科医師 50 ×

日本病理学会専門医

上級医
病理

臨床病理科 杉本寛子 松阪中央総合病院 臨床病理科医長 20 ○

日本病理学会専門医
日本臨床細胞学会細胞診専門医
第3回三重大学附属病院・第16回MMC合同臨床指導医養成講習会修
了

4
病理

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 松尾宏 松阪中央総合病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科医師 10 ×

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

上級医

地域医療 山本仁志 津生協病院 内科医長 35 ○

平成21年度城北病院臨床研修指導医養成講習会修了

4

内科 宮田智仁 津生協病院
副院長

内科部長
19 ○

第13回MMC指導医講習会/第8回名大ネットワーク指導医講習会修了
日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医、指
導医
プログラム責任者講習会受講済み 3,4

内科 川﨑正教 津生協病院 内科副部長 31 × 上級医

内科 中野正範 津生協病院 内科医長 9 ×

日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医

上級医

地域医療 吉川真史 津生協病院 内科医師 5 × 上級医



別紙４

（No.40）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 田中久雄 津生協病院
院長

外科部長
34 ○

平成17年度東海北陸臨床研修指導医養成講習会修了

4

外科 小坂聡哉 津生協病院 外科医長 25 ○

平成18年度近畿地方協議会第1回臨床研修指導医養成講習会修了
日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医、指
導医

4

整形外科 安田知重 津生協病院 整形外科医長 31 ○

平成18年度第4回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了

4

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 園田茂 藤田医科大学七栗記念病院 教授 34 ○

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医
日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会指導責任者
脳卒中専門医

3,4

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 岡﨑英人 藤田医科大学七栗記念病院 准教授 20 ○

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医

4

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 岡本さやか 藤田医科大学七栗記念病院 講師 26 ○

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医
神経内科専門医

4

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 水野志保 藤田医科大学七栗記念病院 講師 21 ○

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医

4

外科 伊藤彰博 藤田医科大学七栗記念病院 教授 30 ○

外科学会専門医
消化器外科学会指導医・専門医、
消化器病学会専門医、
日本肝臓学会専門医、
日本乳がん学会認定医、
ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ（ICD）

4

外科 都築則正 藤田医科大学七栗記念病院 助教 14 ○

緩和ケア研修会修了
マンモグラフィ読影医

4

内科 脇田英明 藤田医科大学七栗記念病院 教授 31 ○

日本内科学会認定内科医
日本神経学会認定神経内科専門医
日本神経学会指導医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医
日本認知症学会専門医
日本認知症学会指導医

4



別紙４

（No.41）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 中野達徳 藤田医科大学七栗記念病院 准教授 31 ○

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本肝膵学会専門医 4

内科 高橋雄 藤田医科大学七栗記念病院 助教 26 ○

総合内科専門医

4

内科 小薮助成 尾鷲総合病院 病院長 29 ○

新医師臨床研修指導医
平成16年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会

3,4

内科 大杉和生 尾鷲総合病院 副病院長 22 ○

新医師臨床研修指導医
第15回MMC指導医養成講習会

4

外科 武内泰司郎 尾鷲総合病院 外科部長 13 ○

第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習会

4

外科 野口大介 尾鷲総合病院 外科医長 9 ○

第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習会

4

整形外科 加藤公 鈴鹿回生病院 院長 39 ○

日本整形外科学会専門医
第6回MMC指導医養成講習会受講

4

内科 岡宏次 鈴鹿回生病院 副院長 32 ○

日本血液学会専門医
平成15年度MMC臨床研修指導医養成講習会受講

3,4

内科 田野俊介 鈴鹿回生病院 副部長 17 ○

日本消化器病学会専門医
第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC合同指導医養成講習会受
講

4

整形外科 中空繁登 鈴鹿回生病院 副部長 18 ○

日本整形外科学会専門医
第6回三重大学附属病院・第19回MMC合同指導医養成講習会受講

4



別紙４

（No.42）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 斎藤誉宏 鈴鹿回生病院 副院長 29 ○

平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受講

4

内科 伊藤基博 鈴鹿回生病院 副部長 28 ○

第7回三重大学附属病院・第20回MMC合同指導医養成講習会受講

4

内科 渡邊泰行 鈴鹿回生病院 副部長 26 ○

日本血液学会専門医
第4回ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会受講

4

内科 堀池眞一郎 鈴鹿回生病院 部長 21 ○

日本消化器病学会専門医
第6回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受講

4

内科 松尾浩司 鈴鹿回生病院 腎臓センター長 16 ○

日本腎臓学会専門医
第7回三重大学附属病院・第20回MMC合同修指導医養成講習会受講

4

内科 杉田貴紀 鈴鹿回生病院 副部長 14 ○

第18回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

内科 角田健太郎 鈴鹿回生病院 副部長 19 ○

日本循環器学会専門医
第12回三重大学附属病院・第25回MMC合同修指導医養成講習会受講

4

神経内科 梶川博之 鈴鹿回生病院 部長 20 ○

日本神経学会専門医
第14回MMC修指導医養成講習会受講

4

外科 冨田隆 鈴鹿回生病院 統括診療部長 42 ○

日本消化器外科学会専門医
平成15年度MMC臨床研修指導医養成講習会受講

4

外科 岩佐真 鈴鹿回生病院 診療部長 41 ○

日本消化器外科学会専門医
平成16年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受講

4



別紙４

（No.43）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 大倉康生 鈴鹿回生病院 副部長 18 ○

日本消化器外科学会専門医
第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医養成講習会受
講

4

整形外科 森田哲正 鈴鹿回生病院 副院長 31 ○

日本整形外科学会専門医
第2回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受講

4

整形外科 植村剛 鈴鹿回生病院 副部長 16 ○

日本整形外科学会専門医
第8回三重大学附属病院・第21回MMC合同指導医養成講習会受講

4

整形外科 大井徹 鈴鹿回生病院 副部長 15 ○

日本整形外科学会専門医
第12回三重大学附属病院・第25回MMC合同指導医養成講習会受講

4

整形外科 小嶽和也 鈴鹿回生病院 医長 8 ○

日本整形外科学会専門医
第13回三重大学附属病院・第26回MMC合同指導医養成講習会受講

4

リハビリテーション科 福田亜紀 鈴鹿回生病院 部長 23 ○

日本リハビリテーション科学会専門医
第14回MMC指導医養成講習会受講

4

脳神経外科 荒木朋浩 鈴鹿回生病院 副院長 26 ○

日本脳神経外科専門医
第6回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受講

4

脳神経外科 水野正喜 鈴鹿回生病院 脊椎脊髄センター長 31 ○

日本脳神経外科専門医
第2回三重大学附属病院指導医養成講習会受講

4

脳神経外科 中塚慶徳 鈴鹿回生病院 医長 13 ○

日本脳神経外科専門医
第8回三重大学附属病院・第21回MMC合同指導医養成講習会受講

4

脳神経外科 西川拓文 鈴鹿回生病院 医長 12 ○

日本脳神経外科専門医
第23回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会受講

4



別紙４

（No.44）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

呼吸器外科 保坂誠 鈴鹿回生病院 副部長 22 ○

日本呼吸器外科学会専門医
第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMXC合同指導医養成講習会
受講

4

耳鼻咽喉科 田中睦子 鈴鹿回生病院 診療部長 29 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医
平成16年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会受講

4

泌尿器科 鈴木竜一 鈴鹿回生病院 診療部長 29 ○

日本泌尿器科学会専門医　
平成20年度第7回MMC指導医養成講習会受講

4

内科
（循環器） 森拓也 鈴鹿中央総合病院 院長 40 ○

日本内科学会総合内科医専門医、日本循環器学会専門医、平成18
年度プログラム責任者講習会受講、H14年度臨床研修指導医講習会
受講済、日本心血管インターベンション治療学会名誉専門医

4

内科
（循環器） 濵田正行 鈴鹿中央総合病院 名誉院長 51 ○

内科学会認定医、・指導医、循環器学会専門医、核医学会認定
医・専門医、（財）医療研修推進財団臨床研修指導医講習会受講
済

4

内科 山本伸仁 鈴鹿中央総合病院 医師 44 ○

内科学会認定医・指導医、平成10年度（財）医療研修推進財団臨
床研修指導医講習会受講済、日本内科学会総合内科専門医

4

内科
（血液・腫瘍） 川上恵基 鈴鹿中央総合病院 副院長 36 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本血液学会認定医・専
門医・指導医、日本腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本がん治療
認定機構がん治療医・日本感染症学会認定感染症専門医、指導
医・ＩＣＤ制度審議会認定ＩＣＤ（インフェクションコントロー
ルドクター）・日本化学療法学会抗菌化学療法指導医・日本輸血
学会認定医・H15年度MMC指導医養成講習会受講済

4

内科 西村晃 鈴鹿中央総合病院 医師 48 ×

肝臓学会専門医、西部会評議員、消化器学会専門医・指導医・評
議員、内科学会認定医・指導医

上級医

内科
（腎臓） 高木幹郎 鈴鹿中央総合病院 腎臓内科部長 36 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本透析学会専門医、日本腎臓学
会専門医、 H16年度MMC指導医養成講習会受講済

4

内科
（腎臓） 田中紘也 鈴鹿中央総合病院 医師 7 ×

日本内科学会認定医

上級医
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（No.45）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科
（循環器） 北村哲也 鈴鹿中央総合病院 診療部長 29 ○

日本内科学会総合内科専門医、循環器学会専門医、医師会認定産
業医、第5回MMC指導医養成講習会受講済、日本心血管インターベ
ンション治療学会認定医

4

内科
（循環器） 太田覚史 鈴鹿中央総合病院 循環器内科部長 23 ○

日本内科学会総合内科専門医、循環器学会専門医、医師会認定産
業医、第6回MMC指導医養成講習会受講済、平成23年度プログラム
責任者養成講習会

4

内科
（血液・腫瘍） 伊藤竜吾 鈴鹿中央総合病院 血液腫瘍内科部長 30 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会専門医、 第8回MMC指
導医養成講習会受講済

4

内科
（消化器） 向克巳 鈴鹿中央総合病院 診療部長 27 ○

消化器内視鏡学会専門医、消化器病学会専門医、日本内科学会総
合内科専門医、平成20年度プログラム責任者講習会終了、平成16
年度 MMC指導医養成講習会受講済

4

内科
（消化器） 岡野宏 鈴鹿中央総合病院 消化器内科部長 26 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日
本消化器病学会専門医、肝臓専門医、第4回臨床研修指導医講習会
受講済

4

内科
（消化器） 齊藤知規 鈴鹿中央総合病院 内視鏡部長 26 ○

日本内科学会認定医、消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学
会専門医、第4回MMC指導医養成講習会受講済、日本内科学会総合
内科専門医

4

内科
（消化器） 佐瀬友博 鈴鹿中央総合病院 内科医長 23 ○

日本内科学会総合内科専門医、消化器病学会専門医、第5回MMC指
導医養成講習会受講済、日本消化器内視鏡学会専門医

4

内科
（循環器） 渡邉清孝 鈴鹿中央総合病院 内科医長 17 ○

日本内科学会総合内科専門医、循環器学会循環器専門医、第24回
MMC指導医養成講習会受講済

4

内科
（消化器） 松﨑晋平 鈴鹿中央総合病院 内科医長 20 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会専門医、日本消
化器内視鏡学会専門医、第15回MMC指導医養成講習会受講済、日本
胆道学会認定指導医

4

内科
（呼吸器） 小林裕康 鈴鹿中央総合病院 呼吸器内科部長 33 ○

日本内科学会認定内科医、日本結核病学会結核抗酸菌症認定医、
日本呼吸器学会評議員、平成16年度MMC指導医養成講習会受講済、
日本内科学会総合内科専門医

4
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（No.46）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科
（消化器） 磯野功明 鈴鹿中央総合病院 内科医長 12 ×

日本内科学会総合内科専門医、 日本消化器病学会専門医、 日本
消化器内視鏡学会専門医

上級医

内科
（消化器） 田中宏樹 鈴鹿中央総合病院 内科医長 12 ×

日本内科学会認定医、 日本消化器病学会専門医 、 日本消化器内
視鏡学会専門医、日本内科学会総合内科専門医

上級医

内科
（消化器） 熊澤広朗 鈴鹿中央総合病院 医師 10 ×

日本内科学会認定医、 日本消化器病学会専門医、日本消化器内視
鏡学会専門医

上級医

内科
（消化器） 栃尾智正 鈴鹿中央総合病院 医師 8 ×

日本内科学会認定医、日本消化器病学会専門医、日本肝臓学会専
門医

上級医

内科
（消化器） 作野隆 鈴鹿中央総合病院 内科医長 11 ×

日本内科学会認定医

上級医

内科 作野功典 鈴鹿中央総合病院 医師 36 ×

日本人間ドック学会人間ドック健診専門医、指導医、労働衛生コ
ンサルタント

上級医

緩和ケア内科 寺邊政宏 鈴鹿中央総合病院 緩和ケア内科部長 34 ○

日本静脈経腸栄養学会指導医、日本静脈経腸栄養学会認定医、日
本外科学会指導医、日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学
会専門医、日本消化器外科学会指導医、日本消化器病学会専門
医、JA長野厚生連第5回研修医教育のためのワークショップ受講済 4

外科 田岡大樹 鈴鹿中央総合病院 副院長 37 ○

日本消化器外科学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本外科
学会専門医、H8年度第2回臨床研修指導医講習会受講済

4

外科 金兒博司 鈴鹿中央総合病院 外科部長 29 ○

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、日本消化器病学会消化器病専門医、日本消化器外科学会消化
器がん外科治療認定医、日本外科感染症学会インフェクションコ
ントロールドクター、検診マンモグラフィー読影認定医、三重県
災害医療コーディネーター、第5回MMC指導医養成講習会受講済

4

外科 濵田賢司 鈴鹿中央総合病院 外科医長 24 ○

日本外科学会外科専門医・指導医、日本消化器外科学会消化器外
科専門医・指導医、日本消化器病学会消化器病専門医・指導医、
日本肝臓学会肝臓専門医、第10回MMC指導医養成講習会受講済、検
診マンモグラフィ読影認定医 4
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（No.47）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 小倉正臣 鈴鹿中央総合病院 外科医長 17 ○

日本外科学会外科専門医、第21回MMC指導医養成講習会受講済、検
診マンモグラフィ読影認定医

4

外科 大森隆夫 鈴鹿中央総合病院 外科医長 14 ○

日本救急医学会救急科専門医、検診マンモグラフィ読影認定医、
ＩＣＤ制度審議会認定ＩＣＤ（インフェクションコントロールド
クター）、麻酔標榜医、日本外科学会外科専門医、第18回MMC指導
医養成講習会受講済 4

麻酔科 橋本宇 鈴鹿中央総合病院 診療部長 36 ○

麻酔科学会指導医・専門医、ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会専門医、 第5回MMC指
導医養成講習会受講済

4

麻酔科 塩﨑裕紀 鈴鹿中央総合病院 医師 8 ○

麻酔科学標榜医、日本麻酔科学会認定医、第25回MMC・第12回三重
大学合同指導医養成講習会

4

呼吸器外科 深井一郎 鈴鹿中央総合病院 診療部長 36 ○

日本外科学会指導医・専門医、日本呼吸器外科学会指導医・専門
医・評議員、日本呼吸器内視鏡学会専門医、日本肺癌学会評議
員、 第5回MMC指導医養成講習会受講済

4

呼吸器外科 川野理 鈴鹿中央総合病院 呼吸器外科部長 20 ○

日本外科学会外科専門医、呼吸器外科専門医、第13回MMC指導医養
成講習会受講済

4

小児科 西英明 鈴鹿中央総合病院 医師 52 ×

小児学会専門医

上級医

小児科 藤原卓 鈴鹿中央総合病院 小児科部長 36 ○

第6回MMC指導医養成講習会受講済

4

小児科 下野吉樹 鈴鹿中央総合病院 小児科医長 32 ○

平成16年度国立病院機構臨床研修指導医講習会受講済

4

眼科 有馬美香 鈴鹿中央総合病院 診療部長 37 ○

眼科学会専門医、第8回MMC指導医養成講習会受講済

4
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（No.48）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

眼科 湯浅湖 鈴鹿中央総合病院 眼科医長 19 ×

眼科学会専門医

上級医

産婦人科 矢納研二 鈴鹿中央総合病院 産婦人科部長 36 ○

産婦人科学会専門医、日本癌治療認定医機構癌治療認定医、臨床
細胞学会専門医、婦人科腫瘍学会専門医、第5回MMC指導医養成講
習会受講済

4

産婦人科 丹羽正幸 鈴鹿中央総合病院 産婦人科医長 33 ○

産婦人科学会専門医・母体保護法指定医、 平成17年度MMC指導医
養成講習会受講済

4

産婦人科 岡田香純 鈴鹿中央総合病院 医師 33 × 上級医

耳鼻咽喉科 藤田祐一 鈴鹿中央総合病院 耳鼻咽喉科部長 27 ○

耳鼻咽喉科学会専門医、第8回MMC指導医養成講習会受講済

4

耳鼻咽喉科 鈴木慎也 鈴鹿中央総合病院 耳鼻咽喉科医長 21 ○

耳鼻咽喉科学会専門医、第23回MMC指導医養成講習会受講済

4

整形外科 稲田均 鈴鹿中央総合病院 診療部長 35 ○

整形外科学会専門医・リウマチ学会専門医、リウマチ財団登録
医、第4回MMC指導医養成講習会受講済

4

整形外科 國分直樹 鈴鹿中央総合病院 整形外科医長 16 ○

日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科学会認定リウマ
チ医、日本整形外科学会認定スポーツ医、日本整形外科学会認定
運動器リハビリテーション医、第17回MMC指導医養成講習会受講済

4

整形外科 横山弘和 鈴鹿中央総合病院 整形外科医長 14 ×

日本整形外科学会整形外科専門医

上級医

整形外科 長尾信人 鈴鹿中央総合病院 医師 9 ×

日本整形外科学会整形外科専門医

上級医
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（No.49）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

整形外科 森川正和 鈴鹿中央総合病院 医師 8 × 上級医

脳神経外科 清水重利 鈴鹿中央総合病院 脳神経外科部長 29 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、第5回全国済
生会臨床研修指導医のためのワークショップ受講修了、日本脳卒
中の外科学会技術指導医

4

脳神経外科 森川篤憲 鈴鹿中央総合病院 医師 48 ○

脳神経外科学会専門医・評議員・三重大学医学部脳神経外科非常
勤講師、平成11年度（財）医療研修推進財団臨床研修指導医講習
会受講済

4

脳神経外科 土屋拓郎 鈴鹿中央総合病院 脳神経外科医長 20 ○

日本脳神経外科学会専門医、第22回全国済生会指導医ワーク
ショップ、日本脳神経血管内治療学会専門医、日本脳卒中学会専
門医、日本脊髄外科学会認定医、日本脊椎脊髄外科専門医、日本
神経内視鏡学会技術認定医 4

脳神経外科 中野芙美 鈴鹿中央総合病院 医師 8 × 上級医

脳神経内科 伊藤伸朗 鈴鹿中央総合病院 脳神経内科部長 28 ○

日本内科学会認定医、日本神経学会認定専門医・指導医、第7回
MMC指導医養成講習会受講済、日本内科学会総合内科専門医

4

脳神経内科 牧聡樹 鈴鹿中央総合病院 脳神経内科医長 19 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本神経学会認定専門医、 第13回
MMC指導医養成講習会受講済

4

脳神経内科 小川愛 鈴鹿中央総合病院 脳神経内科医長 13 ×

日本内科学会総合内科専門医、日本神経学会神経内科専門医

上級医

泌尿器科 金井優博 鈴鹿中央総合病院 泌尿器科部長 24 ○

泌尿器科学会専門医、第18回MMC指導医養成講習会受講済、日本泌
尿器科内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定医

4

泌尿器科 景山拓海 鈴鹿中央総合病院 医師 7 ×

日本泌尿器科学会専門医

上級医



別紙４

（No.50）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

放射線科 松島信佳 鈴鹿中央総合病院 放射線科医長 20 ○

日本医学放射線科学会放射線診断専門医、日本核医学会専門医、
ＰＥＴ核医学認定医、検診マンモグラフィ読影認定医、第2回三重
大学医学部附属病院指導医養成講習会受講済

4

放射線科 加藤幹愛 鈴鹿中央総合病院 放射線科部長 20 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医、日本核医学会専門医、Ｐ
ＥＴ核医学認定医、放射線診断専門医、第5回MMC指導医養成講習
会受講済

4

放射線科 中塚豊真 鈴鹿中央総合病院 ＩＶＲ科部長 30 ○

IVR専門医、検診マンモグラフィ読影認定医、放射線診断専門医、
日本がん治療認定医機構認定がん治療認定医、日本医学放射線学
会研修指導者、第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会受
講済 4

放射線治療科 村田るみ 鈴鹿中央総合病院 放射線治療科部長 32 ○

日本医学放射線科学会放射線治療専門医、第14回MMC指導医養成講
習会受講済

4

病理・中央検査 村田哲也 鈴鹿中央総合病院 副院長 36 ○

日本病理学会専門医・指導医､臨床検査学会認定細胞診専門医、臨
床細胞学会指導医､感染症コントロールドクター（ＩＣＤ）､新医
師臨床研修評価調査者､医師臨床研修制度･研修管理委員会・委員
長研修終了､プログラム責任者研修終了、平成15年度（財）医療研
修推進財団臨床研修指導医講習会受講済

3,4

病理・中央検査 馬場洋一郎 鈴鹿中央総合病院 病理診断科部長 26 ○

日本病理学会専門医・指導医、第7回MMC指導医養成講習会受講済,
日本病理学会病理専門医研修指導医,日本臨床細胞学会教育研修指
導医、日本臨床細胞学会認定細胞診専門医、日本臨床細胞学会認
定教育研修指導医 4

精神科 川喜田昌彦 鈴鹿中央総合病院 精神科部長 34 ○

精神保健指定医、日本精神神経学会精神科専門医・指導医、平成
16年度MMC指導医養成講習会受講済、日本総合病院精神医学会一般
病院連携精神医学専門医・指導医

4

皮膚科 山際秋沙 鈴鹿中央総合病院 皮膚科医長 20 ○

日本皮膚科学会認定皮膚科専門医、第22回MMC指導医養成講習会受
講済

4

脳神経内科 内藤寛 伊勢赤十字病院 第一脳神経内科部長 38 ○

日本神経学会　神経内科専門医、指導医
日本内科学会　内科認定医、指導医
日本老年医学会　老年病専門医、指導医
日本老年精神医学会　老年精神医学専門医、指導医
日本臨床神経生理学会　脳波専門医、筋電図専門医
BOTOX（ボツリヌス）治療実施医
ITB（髄腔内バクロフェン療法）治療実施医
身体障害者福祉法 指定医師
第7回MMC指導医養成講習会　　　　　　　　　　　  　　　      
        卒後臨床研修指導医

4
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（No.51）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 東川正宗 伊勢赤十字病院
副院長（兼）第一小児
科部長（兼）感染管理

室長
37 ○

日本小児科学会専門医
日本血液学会専門医・指導医
日本感染症学会専門医
日本小児血液・がん学会暫定指導医
日本周産期・新生児学会暫定指導医
第2回臨床研修指導医養成講習会
平成30年度プログラム責任者養成講習会

3,4

産婦人科 山脇孝晴 伊勢赤十字病院 第一産婦人科部長 37 ○

日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本婦人科腫瘍学会指導医・専門医
日本臨床細胞学会細胞診指導医・専門医
日本がん治療認定医機構暫定教育医・指導責任者
日本癌治療学会臨床試験登録医
マンモグラフィ読影認定医
母体保護法指定医
日本産科婦人科学会指導医・専門医
M.I.A.C(Member of the International Academy of Cytology）
第4回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

麻酔科 原祐子 伊勢赤十字病院 麻酔科部長 36 ○

日本麻酔科学会認定医・専門医・指導医
心臓血管麻酔暫定専門医
日本老年麻酔学会認定医
JB-POT (日本周術期経食道心エコー委員会)認定医
日本医学シミュレーション学会CVCインストラクター
麻酔科標榜医
第6回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会

4

耳鼻咽喉科 山田弘之 伊勢赤十字病院 耳鼻咽喉科部長 36 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医
日本耳鼻咽喉科学会専門研修指導医
日本気管食道科学会専門医
日本内分泌・甲状腺外科専門医・評議員
日本頭頸部外科学会頭頸部がん暫定指導医・専門医
第6回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会

4

外科 楠田司 伊勢赤十字病院
院長（兼）医療技術部

長
36 ○

日本外科学会指導医・認定医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器病学会専門医
第2回臨床研修指導者養成課程講習会
四病院団体協議会平成16年度臨床研修指導医養成過程講習会
平成18年度プログラム責任者養成講習会

4

呼吸器科 谷川元昭 伊勢赤十字病院 呼吸器科部長 35 ○

日本内科学会専門医・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・指導医
日本呼吸器内視鏡学会専門医・指導医
日本血液学会専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会暫定専門医
日本結核学会結核・抗酸菌症認定医
第1回日本赤十字社指導医養成講習会

4

循環器内科 笠井篤信 伊勢赤十字病院 第一循環器科部長 35 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会循環器専門医
日本不整脈心電学会不整脈専門医
第5回MMC指導医養成講習会
医学博士
日本循環器学会東海支部評議員
日本不整脈心電学会評議員
臨床心臓電気生理研究会幹事

4

整形外科 山川徹 伊勢赤十字病院
副院長（兼）第一整形
外科部長（兼）老人保

健施設副所長
34 ○

日本整形外科学会整形外科専門医
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
中部日本整形外科災害外科学会評議員
第3回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会

4
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（No.52）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

肝臓内科 小島裕治 伊勢赤十字病院 第三内科部長 34 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本消化器病学会消化器病専門医・指導医
日本肝臓学会肝臓専門医・指導医
消化器内視鏡専門医・指導医
日本感染症学会感染症専門医・指導医
日本消化器病学会東海支部評議委員
超音波学会中部地方会運営委員
第2回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会

4

救急 説田守道 伊勢赤十字病院 災害医療部長 33 ○

 日本救急医学会認定救急科専門医
 日本内科学会認定総合内科専門医
 日本循環器学会認定循環器専門医
 日本心血管インターベンション治療学会認定名誉専門医
 日本航空医療学会評議員・認定指導者
 日本病院前救急診療医学会評議員
 第2回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会
 日本DMAT隊員
 統括DMAT研修
 NBC災害・テロ対策研修
 日本航空医療学会「ドクターヘリ講習会」
 HEM-NETドクターヘリ運航責任者研修
 病院前救護体制における指導医等研修（上級）
 爆発物災害対策者養成講習 
 JPTEC世話人
 JATECプロバイダ
 JMECCインストラクタ
 AHA-BLS・ACLSインストラクタ
 ICLSディレクタ
 MCLSインストラクタ
 MCLS-CBRNEプロバイダ
 ISLSコーディネータ 
 第一級アマチュア無線技士
 第三級陸上特殊無線技士

4

血液内科 玉木茂久 伊勢赤十字病院
第四内科部長（兼）医

療安全推進室長
33 ○

日本内科学会認定医
日本血液学会専門医・指導医・評議員
日本輸血細胞治療学会認定医・評議員
日本臨床腫瘍学会暫定指導医
日本骨髄バンク移植調整医師
日本造血細胞移植学会造血細胞移植認定医・評議員
医療の質・安全学会代議員
細胞治療認定管理師
第2回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会

4

胸部外科 徳井俊也 伊勢赤十字病院
呼吸器外科部長（兼）

救急部副部長
33 ○

日本外科学会認定医・専門医・指導医
日本胸部外科学会認定医・指導医
日本呼吸器内視鏡学会専門医・指導医
日本呼吸器外科学会専門医・指導医
日本救急医学会専門医
日本心臓血管外科学専門医
3学会構成心臓血管外科専門医
三重大学医学部臨床教授
平成16年度愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医講習会

4

緩和 辻村恭江 伊勢赤十字病院 緩和ケア科部長 32 ○

日本緩和医療学会暫定指導医
日本麻酔科学会指導医・専門医
第10回MMC指導医養成講習会

4

産婦人科 奥川利治 伊勢赤十字病院 第二産婦人科部長 32 ○

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医
母体保護法指定医
日本産科婦人科学会指導医
平成16年度ＭＭＣ指導医養成講習会 4
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（No.53）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 髙橋幸二 伊勢赤十字病院 第二外科部長 31 ○

日本外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器病学会専門医・指導医
検診マンモグラフィー読影認定医
東海外科学会評議員
第6回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

脳神経外科 宮史卓 伊勢赤十字病院

第一脳神経外科部長
（兼）救急部副部長

（兼）脳卒中センター
長

31 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本脊髄外科学会認定医
三重県脳卒中医療福祉連携懇話会委員
三重大学医学部臨床教授
第11回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

腎臓内科 大西孝宏 伊勢赤十字病院

腎臓内科部長（兼）リ
ウマチ膠原病科部長
（兼）血液浄化セン

ター長

30 ○

日本内科学会指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本腎臓学会指導医
日本透析学会指導医
三重大学医学部臨床講師
リウマチ財団登録医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医
第2回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会
平成23年度プログラム責任者養成講習会

4

糖尿病代謝内科 村田和也 伊勢赤十字病院
副院長（兼）第五内科
部長（兼）健診部長

30 ○

日本内科学会認定医
日本糖尿病学会指導医・専門医
日本医師会認定産業医
第2回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会
平成26年度プログラム責任者養成講習会

4

産婦人科 日下秀人 伊勢赤十字病院
第三産婦人科部長

（兼）周産期母子医療
センター長

30 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医
平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会

4

小児科 一見良司 伊勢赤十字病院 第二小児科部長 29 ○

日本小児科学会専門医
平成17年度国立病院機構臨床研修指導医講習会

4

泌尿器科 大西毅尚 伊勢赤十字病院 第一泌尿器科部長 28 ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構・暫定教育医
泌尿器腹腔鏡技術認定医
第1回MMC新臨床研修指導医養成講習会　　　  　　　　　　      
        医学博士

4

消化器内科 亀井昭 伊勢赤十字病院 第一消化器科部長 28 ○

第6回/第19回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

腫瘍内科 谷口正益 伊勢赤十字病院 癌化学療法科部長 28 ○

日本内科学会認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本臨床腫瘍学会暫定指導医
第4回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会 4

胸部外科 馬瀬泰美 伊勢赤十字病院 心臓血管外科部長 28 ○

日本外科学会専門医
日本胸部外科学会認定医
日本心臓外科学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        医学博士
第26回/第13回ＭＭＣ三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4



別紙４

（No.54）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

血液内科 爾見雅人 伊勢赤十字病院 第二内科部長 27 ○

日本内科学会認定医
日本血液学会専門医・指導医
緩和ケア研修会修了
平成20年度愛知医科大学病院臨床研修指導医のための教育ワーク
ショップ修了

4

整形外科 森川丞二 伊勢赤十字病院
リハビリテーション科
部長（兼）救急部副部

長
27 ○

日本整形外科学会整形外科専門医
日本体育協会認定スポーツドクター
日本整形外科学会認定リウマチ医
中部日本整形外科災害外科学会評議員
第10回MMC指導医養成講習会

4

整形外科 榊原紀彦 伊勢赤十字病院 第二整形外科部長 27 ○

日本整形外科学会整形外科専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医
第２回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会 4

外科 松本英一 伊勢赤十字病院 第二外科部長 26 ○

日本外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器病学会専門医
日本乳癌学会専門医・指導医・評議員
検診マンモグラフィー読影認定医
第13回日本赤十字臨床研修指導医養成講習会

4

循環器内科 世古哲哉 伊勢赤十字病院
第二循環器科部長

（兼）救急部副部長
25 ○

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
日本循環器学会認定循環器専門医
日本心血管インターベンション治療学会認定医
日本高血圧学会施設認定指導医
第6回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会
医学博士
日本心臓病学会特別正会員（FJCC)

4

放射線科 伊井憲子 伊勢赤十字病院 放射線治療科部長 25 ○

放射線治療専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　  　がん治療認定医　                 　   　　       　　
　　　　 　　第15回MMC指導医講習会受講

4

整形外科 西本和人 伊勢赤十字病院 第三整形外科部長 24 ○

日本整形外科学会整形外科専門医
日本体育協会認定スポーツドクター
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本整形外科学会認定リハビリテーション医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
中部日本整形外科災害外科学会評議員
第12回日本赤十字臨床研修指導医養成講習会

4

外科 藤井幸治 伊勢赤十字病院 第三外科部長 23 ○

日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
検診マンモグラフィー読影認定医
日本ＤＭＡＴ隊員（統括資格）
メディカルコントロール指導医
ＩＣＬＳ・ＢＬＳインストラクター
ＪＰＴＥＣインストラクター
ＭＣＬＳ世話人
日本航空医療学会認定指導者
第8回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

泌尿器科 芝原拓児 伊勢赤十字病院 第二泌尿器科部長 23 ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医
泌尿器腹腔鏡技術認定医
第1回/第14回三重大学ＭＭＣ合同指導医養成講習会  　　　      
            医学博士 4
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（No.55）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

放射線科 初瀬耕 伊勢赤十字病院 第二放射線診断科部長 22 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本核医学会PET核医学認定医
第18回MMC合同指導医養成講習会

4

眼科 西井奈々 伊勢赤十字病院 眼科部副部長 22 ○

日本眼科学会専門医
第10回/第23回三重大学MMC合同指導医養成講習会

4

救急部 大森教成 伊勢赤十字病院 救急部副部長 22 ○

日本外科学会専門医
日本消化器外科専門医
日本救急医学会認定救急科専門医
ｲﾝﾀｰﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ（ICD）
平成20年度第7回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

輸血細胞治療部 藤枝敦史 伊勢赤十字病院 輸血細胞治療部長 22 ○

日本血液学会指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本造血細胞移植学会造血細胞移植認定医
日本輸血・細胞治療学会細胞治療認定管理師
日本がん認定治療医機構がん治療認定医
第2回三重大学指導医養成講習会

4

小児科 伊藤美津江 伊勢赤十字病院 小児科部副部長 21 ○

日本小児科学会専門医・指導医
第9回MMC指導医養成講習会

4

呼吸器科 近藤茂人 伊勢赤十字病院 呼吸器科副部長 21 ○

第3回/第16回三重大学MMC合同指導医養成講習会

4

眼科 古田基靖 伊勢赤十字病院 眼科部長 21 ○

日本眼科学会専門医
第3回/第16回三重大学MMC合同指導医養成講習会

4

胸部外科 平野弘嗣 伊勢赤十字病院 呼吸器外科部副部長 21 ○

日本外科学会専門医
3学会構成心臓血管外科専門医・修練指導者
第6回/第19回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

麻酔科 藤井文 伊勢赤十字病院 麻酔科部副部長 20 ○

日本麻酔科学会認定医・専門医
麻酔科標榜医
第4回/第17回三重大学MMC合同指導医養成講習会

4

循環器内科 前野健一 伊勢赤十字病院 循環器科部副部長 20 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
日本心臓リハビリテーション学会指導士
日本睡眠学会睡眠医療認定医師
第21回日本赤十字臨床研修指導医養成講習会

4



別紙４

（No.56）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

循環器内科 泉大介 伊勢赤十字病院 循環器科部副部長 20 ○

日本内科学会認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
日本心血管インターベーション治療学会認定医
第15回MMC指導医養成講習会

4

小児科 鎌田尚樹 伊勢赤十字病院 小児科部副部長 20 ○

平成23年度日本病院会臨床研修指導医養成講習会受講
平成２６年度プログラム責任者養成講習会
「子どもの心」相談医
第１６回小児科医のための臨床研修指導医講習会
地域総合小児科医療認定医
日本小児科学会小児科専門医
医学博士

4

形成外科 中里公亮 伊勢赤十字病院 形成外科部長 20 ○

日本形成外科学会専門医
第4回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医講習会

4

肝臓内科 荒木潤 伊勢赤十字病院 内科部副部長 19 ○

日本内科学会認定医
日本内科学会総合内科認定医
日本肝臓学会肝臓専門医
日本消化器病学会消化器病専門医
第13回MMC指導医養成講習会

4

消化器内科 大山田純 伊勢赤十字病院 第二消化器科部長 19 ○

日本内科学会認定医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
三重大学医学部臨床講師
第13回MMC指導医養成講習会

4

感染症内科
循環器内科 坂部茂俊 伊勢赤十字病院

感染症内科部副部長
（兼）循環器科部副部

長
19 ○

日本内科学会認定医
日本循環器学会専門医
日本感染症学会専門医・指導医・評議員
日本不整脈心電学会認定不整脈専門医
日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医
平成25年度日本病院会臨床研修指導医養成講習会

4

脳神経外科 石垣共基 伊勢赤十字病院 脳神経外科部副部長 20 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本神経内視鏡学会技術認定医
第15回ＭＭＣ指導医養成講習会

4

外科 熊本幸司 伊勢赤十字病院 外科部副部長 19 ○

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本DMAT隊員
検診マンモグラフィー読影認定医
第14回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

循環器内科 刀根克之 伊勢赤十字病院 循環器科部副部長 19 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会認定循環器専門医
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
第22回日本赤十字社臨床指導医養成講習会

4

放射線科 茅野修二 伊勢赤十字病院 放射線診断科部副部長 19 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本核医学会専門医
日本脈管学会専門医
胸部大動脈ステントグラフト指導医
腹部大動脈ステントグラフト指導医
マンモグラフィ読影認定医
第13回/第8回MMC名大ﾈｯﾄﾜｰｸ指導医講習会

4



別紙４

（No.57）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 西山里 伊勢赤十字病院 小児科医師 19 ○

日本小児科学会小児科専門医
平成20年度第1回徳島県臨床研修指導医養成講習会

4

脳神経内科 山﨑正禎 伊勢赤十字病院 脳神経内科部副部長 18 ○

日本神経学会　神経内科専門医、指導医
日本内科学会　認定内科医
日本内科学会　総合内科専門医、指導医
BOTOX/ITB 治療実施医
身体障害者福祉法 指定医師
第14回MMC指導医講習会　　　　　　　　　　　　　　　         
        卒後臨床研修指導医

4

循環器内科 堀口昌秀 伊勢赤十字病院 循環器科部副部長 18 ○

日本内科学会認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会認定循環器専門医
日本心血管インターベンション学会認定医
日本脈管学会認定脈管専門医
第19回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

放射線科 須澤尚久 伊勢赤十字病院 放射線診断科部副部長 18 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本核医学会PET核医学認定医
日本核医学会核医学専門医
マンモグラフィ読影認定医
緩和ケア研修会受講
第2回/第15回三重大学MMC合同指導医養成講習会

4

循環器内科 高村武志 伊勢赤十字病院 循環器科部副部長 18 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会認定循環器専門医
 「植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療」研修証取得
日本心血管インターベンション治療学会専門医
日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医
心臓リハビリテーション指導士
平成23年度第4回臨床研修指導医養成講習会（日本病院会主催）
医学博士

4

脳神経外科 種村浩 伊勢赤十字病院 脳神経外科部副部長 18 ○

脳神経外科学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　      　　
　    第3回/第16回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

肝臓内科 浦和尚史 伊勢赤十字病院 内科部副部長 18 ○

第13回MMC指導医講習会

4

皮膚科 水野みどり 伊勢赤十字病院 皮膚科部長 18 ○

日本皮膚科学会専門医
第5回/第18回三重大学MMC合同指導医養成講習会

4

産婦人科 紀平知久 伊勢赤十字病院 産婦人科部副部長 18 ○

日本産婦人科学会専門医・指導医
第6回名大ネットワーク指導医講習会/第11回MMC指導医講習会

4

脳神経外科 佐野貴則 伊勢赤十字病院 脳神経外科部副部長 17 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医
日本神経内視鏡学会技術認定医
平成27年度第2回日本病院会臨床研修指導医養成講習会 4



別紙４

（No.58）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

耳鼻咽喉科 福家智仁 伊勢赤十字病院 耳鼻咽喉科部副部長 16 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医
日本頭頸部外科学会専門医（咽喉系）
日本気管食道科学会専門医
日本内分泌外科専門医
日本がん治療学会認定医
第17回MMC指導医養成講習会

4

糖尿病代謝内科 髙橋宏佳 伊勢赤十字病院 内科部副部長 16 ○

日本内科学会認定医
日本糖尿病学会専門医
第11回MMC指導医講習会

4

脳神経内科 小林和人 伊勢赤十字病院 脳神経内科部副部長 16 ○

日本脳神経血管内治療専門医
日本内科学会認定医
日本脳卒中学会専門医
第23回日本赤十字社臨床指導医養成講習会 4

感染症内科 豊嶋弘一 伊勢赤十字病院 感染症内科部副部長 15 ○

日本内科学会認定医
日本結核学会結核・抗酸菌症認定医
日本医師会認定産業医
第18回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会 4

外科 岡本篤之 伊勢赤十字病院 外科部副部長 15 ○

日本外科学会専門医
平成23年度第2回日本病院会臨床研修指導医養成講習会

4

麻酔科 中川裕一 伊勢赤十字病院 麻酔科部副部長 13 ○

日本麻酔科学会認定医・専門医
心臓血管麻酔専門医
JB-POT (日本周術期経食道心エコー委員会)認定医
麻酔科標榜医
第9回/第22回三重大学MMC合同指導医養成講習会

4

糖尿病代謝内科 藤原僚子 伊勢赤十字病院 内科部副部長 13 ○

日本内科学会認定医
日本糖尿病学会専門医
第17回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

血液内科 南博仁 伊勢赤十字病院 内科部副部長 11 ○

日本血液学会認定血液専門医
日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
第12回/第25回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会 4

産婦人科 張凌雲 伊勢赤十字病院 産婦人科部副部長 10 ○

日本産科婦人科学会専門医
母体保護法指定医
第11回/第24回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

耳鼻咽喉科 金児真美佳 伊勢赤十字病院 耳鼻科部副部長 12 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医
日本がん治療学会認定医
日本気管食道科学会専門医
第19回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会 4



別紙４

（No.59）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

消化器内科 杉本真也 伊勢赤十字病院 消化器科部副部長 12 ○

日本内科学会認定医
日本消化器病学会専門医
第6回/第19回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

脳神経内科 松尾皇 伊勢赤十字病院 脳神経内科部副部長 12 ○

日本内科学会認定内科医
日本神経学会神経内科専門医
日本東洋医学会漢方専門医
医学博士
BOTOX（ボツリヌス）治療実施医
ITB（髄腔内バクロフェン療法）治療実施医
第11回/第24回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

外科 松井俊樹 伊勢赤十字病院 外科部副部長 12 ×

日本外科学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本肝臓学会認定肝臓専門医
第8回/第21回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

糖尿病代謝内科 金児竜太郎 伊勢赤十字病院 内科部副部長 11 ○

日本内科学会認定医
日本糖尿病学会専門医
第6回/第19回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

呼吸器科 井谷英敏 伊勢赤十字病院 呼吸器科部副部長 11 ○

日本内科学会内科認定医
日本呼吸器学会呼吸器専門医
日本結核学会結核・抗酸菌症認定医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医
国立がん研究センター中央病院短期がん専門研修修了
第21回日本赤十字臨床研修指導医養成講習会

4

整形外科 奥野一真 伊勢赤十字病院 整形外科部副部長 11 ○

日本整形外科学会専門医
第12回/第25回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

腎臓内科 小里大基 伊勢赤十字病院 医師 10 ○

日本内科学会認定医
第7回/第20回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

小児科 倉井峰弘 伊勢赤十字病院 医師 10 ○

日本小児科学会認定医
日本医師会認定産業医
第6回/第19回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

腎臓内科 中井貴哉 伊勢赤十字病院 医師 9 ○

日本内科学会認定医
第25回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

整形外科 伊東直也 伊勢赤十字病院 医師 9 ○

日本整形外科学会専門医
第11回/第24回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4



別紙４

（No.60）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

胸部外科 平野玲奈 伊勢赤十字病院 医師 9 ○

第12回/第25回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

放射線科 中島謙 伊勢赤十字病院 医師 9 ○

マンモグラフィ読影認定医
放射線科専門医
第11回/第24回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

腎臓内科 佐藤貴志 伊勢赤十字病院 医師 9 ○

日本内科学会認定医
第11回/第24回三重大学MMC合同臨床指導医養成講習会

4

感染症内科 中西雄紀 伊勢赤十字病院 医師 7 ○

日本内科学会認定医
第8回臨床研修指導医養成ワークショップ
（国立国際医療研休究ｾﾝﾀｰ病院） 4

外科・内科
(地域医療） 四方哲 三重県立一志病院 院長 26 〇

日本消化器外科学会　
消化器外科専門医・指導医
消化器がん外科治療認定医
臨床研修指導医養成講習会修了
（公益社団法人全国自治体病院協議会H25.2.3）
日本プライマリ・ケア連合学会　プライマリケア認定医・認定指
導医

3,4

内科
(地域医療） 和田健治 三重県立一志病院

寄附講座
（助教）

24 〇

日本内科学会　総合内科専門医　認定内科医
日本プライマリ・ケア連合学会　家庭医療専門医・プライマリケ
ア認定医・認定指導医
臨床研修指導医養成講習会修了
（第7回三重大学附属病院・第20回MMC合同指導医養成講習会
H28.11.20）
日本医師会　認定産業医

4

内科
(地域医療） 洪英在 三重県立一志病院 医長 17 〇

日本内科学会　総合内科専門医、認定内科医
日本プライマリ･ケア連合学会　プライマリケア認定医・認定指導
医
日本老年医学会　認定老年病専門医・指導医
臨床研修指導医養成講習会修了
（国立病院機構東海北陸ブロックH22.10.9）

4

内科
(地域医療） 中村太一 三重県立一志病院

寄附講座
（助教）

17 〇

日本プライマリ・ケア連合学会　家庭医療専門医・プライマリケ
ア認定医・認定指導医
臨床研修指導医養成講習会修了
（鹿児島県初期臨床研修連絡協議会Ｈ24.11.24） 4

内科
(地域医療） 岩佐紘 三重県立一志病院

寄附講座
（助教）

13 〇

日本プライマリ・ケア連合学会　家庭医療専門医・プライマリケ
ア認定医
臨床研修指導医養成講習会修了
（第6回三重大学附属病院・第19回MMC合同指導医養成講習会Ｈ
28.10.16）
日本医師会　認定産業医

4

内科 住田安弘 四日市羽津医療センター 院長 42 ○

日本糖尿病学会専門医指導医等
第2回MMC新臨床研修指導医養成講習会受講済

4



別紙４

（No.61）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 中島滋人 四日市羽津医療センター 主任内科部長 30 ○

日本消化器病学会指導医　等
第1回MMC新臨床研修指導医養成講習会受講済

3,4

内科 樋口国博 四日市羽津医療センター 消化器内科部長 25 ○

第7回MMC新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科 髙司智史 四日市羽津医療センター 総合内科部長 32 ○

日本消化器病学会専門医　等
第18回MMC新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科 朝日理 四日市羽津医療センター 脳神経内科医長 24 ○

日本神経学会専門医指導医　等
第14回MMC指導医養成講習会受講済

4

内科 山中崇 四日市羽津医療センター 循環器科部長 23 ○

日本循環器学会専門医　等
第20回MMC新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科 谷村宗義 四日市羽津医療センター 循環器科医長 15 ×

日本循環器学会専門医 等

上級医

内科 三好美穂 四日市羽津医療センター 内科医長 13 ×

日本内科学会認定医

上級医

内科 三宅真人 四日市羽津医療センター 医員 11 ×

日本内科学会認定医

上級医

内科 奥山圭介 四日市羽津医療センター 医員 11 ×

日本内科学会認定医

上級医

内科 李由紀 四日市羽津医療センター 医員 25 ×

日本内科学会認定医
日本人間ドック学会専門医

上級医



別紙４

（No.62）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 水谷安秀 四日市羽津医療センター 医員 46 ×

日本透析学会指導医
日本腎臓病学会指導医　等

上級医

内科 渡邉省三 四日市羽津医療センター 医員 48 ×

日本消化器病学会専門医指導医
日本肝臓学会専門医　等

上級医

外科 梅枝覚 四日市羽津医療センター 副院長 42 ○

日本大腸肛門病学会指導医　等
平成23年度社会保険病院等指導医講習会受講済

4

外科 北川達士 四日市羽津医療センター 統括診療部長 39 ○

日本消化器外科学会指導医　等
プログラム責任者養成講習会受講済

4

外科 山本隆行 四日市羽津医療センター IBDセンター長 31 ○

.日本外科学会専門医指導医
日本大腸肛門病学会専門医指導医　等
第20回MMC新臨床研修指導医養成講習会受講済 4

外科 中山茂樹 四日市羽津医療センター 外科部長 29 ×

日本外科学会専門医

上級医

外科 西川隆太郎 四日市羽津医療センター 外科医長 20 ○

日本外科学会専門医指導医　等
第22回久留米大学病院指導医講習会修了

4

外科 肥満智紀 四日市羽津医療センター 外科医長 17 ×

日本外科学会専門医

上級医

外科 鈴木桜子 四日市羽津医療センター 医員 14 ○

日本外科学会専門医
日本乳癌学会認定医　等
愛知県厚生連指導医講習会受講済

4

外科 木村充志 四日市羽津医療センター 医員 38 ○

Ｈ22年度芳賀赤十字病院指導医講習会受講済

4



別紙４

（No.63）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

地域医療 石井雅昭 四日市羽津医療センター 包括ケア部長 23 ○

日本外科学会認定医
第20回MMC新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

小児科 渥美伸一郎 四日市羽津医療センター 副院長 42 ○

日本小児科学会専門医　等
社会保険病院等指導医講習会受講済

4
病理

小児科 栗原康輔 四日市羽津医療センター 医員 9 ×

日本小児科学会

上級医

整形外科 小川明人 四日市羽津医療センター 主任整形外科部長 37 ○

日本整形外科学会専門医

4

整形外科 瀧川慎也 四日市羽津医療センター 医員 11 ×

日本整形外科学会専門医

上級医

産婦人科 中淳 四日市羽津医療センター 主任婦人科部長 37 ○

日本産婦人科学会専門医　等
社会保険病院等指導医講習会受講済

4

産婦人科 米村幸男 四日市羽津医療センター 医員 45 ×

日本産婦人科学会専門医　等

上級医

眼科 中野めぐみ 四日市羽津医療センター 眼科部長 28 ×

日本眼科学会専門医

上級医

泌尿器科 加藤貴裕 四日市羽津医療センター 主任泌尿器科部長 34 ○

日本泌尿器科学会指導医　等
第9回MMC新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

泌尿器科 小川和彦 四日市羽津医療センター 結石破砕センター長 27 ○

日本泌尿器科学会指導医　等
第4回MMC新臨床研修指導医養成講習会受講済

4



別紙４

（No.64）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

麻酔科 菅康二郎 四日市羽津医療センター 麻酔科部長 18 ×

日本麻酔科学会専門医指導医

上級医

放射線科 伊藤綱朗 四日市羽津医療センター 放射線科部長 38 ×

日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本核医学会専門医　等

上級医

小児科 田中滋己 三重中央医療センター 院長 38 ○

小児科専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

外科 下村誠 三重中央医療センター 副院長 33 ○

外科専門医、外科指導医
消化器外科専門医、消化器外科指導医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

呼吸器内科 井端英憲 三重中央医療センター
統括診療部長

感染対策診療部長
34 ○

総合内科専門医、呼吸器専門医
アレルギー専門医
臨床研修指導医講習会修了

4

内科
（糖尿病・内分泌科） 田中剛史 三重中央医療センター 内科系診療部長 37 ○

糖尿病専門医
消化器病専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

内科
（糖尿病・内分泌科） 後藤浩之 三重中央医療センター 内科・内分泌科医長 31 ×

認定産業医

上級医

内科
（糖尿病・内分泌科） 井田紗矢香 三重中央医療センター 内科医師 7 × 上級医

内科
（糖尿病・内分泌科） 宗吉佑樹 三重中央医療センター 内科医師 5 × 上級医

呼吸器内科 大本恭裕 三重中央医療センター 呼吸器内科医長 37 ○

呼吸器専門医
気管支鏡専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4



別紙４

（No.65）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

呼吸器内科 内藤雅大 三重中央医療センター 呼吸器内科医師 16 ○

呼吸器専門医
気管支鏡専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

呼吸器内科 西村正 三重中央医療センター 呼吸器内科医師 6 × 上級医

呼吸器内科 岩中宗一 三重中央医療センター 呼吸器内科医師 2 × 上級医

循環器内科 川崎敦 三重中央医療センター 外来診療部長 34 ○

認定内科医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

循環器内科 田中淳子 三重中央医療センター
臨床研修診療部長
循環器内科医長

29 ○

総合内科専門医、循環器専門医
プログラム責任者養成講習会修了
全国済生会臨床研修医指導医のためのワークショップ修了

3,4

循環器内科 中久木哲也 三重中央医療センター 循環器内科医師 23 ○

総合内科専門医
循環器専門医
MMC指導医養成講習会修了

4

循環器内科 新谷卓也 三重中央医療センター 循環器内科医師 20 ○

認定内科医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

循環器内科 福岡秀介 三重中央医療センター 循環器内科医師 9 × 上級医

消化器内科 渡邉典子 三重中央医療センター
内視鏡センター診療部

長
消化器科医長

30 ○

総合内科専門医
消化器病専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

消化器内科 竹内圭介 三重中央医療センター
肝臓・消化器科医長

消化器内科医長
25 ○

総合内科専門医、消化器病専門医
肝臓専門医
MMC指導医養成講習会修了

4



別紙４

（No.66）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

消化器内科 田口由紀子 三重中央医療センター 消化器内科医師 30 ○

総合内科専門医
消化器病専門医・日本消化器内視鏡専門医
日本消化器内視鏡学会指導医

4

消化器内科 北出卓 三重中央医療センター 消化器内科医師 16 ○

MMC合同指導医養成講習会修了
消化器内視鏡専門医

4

脳神経内科 北川長生 三重中央医療センター 神経内科医長 26 ○

神経内科専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

脳神経内科 賀川賢 三重中央医療センター 神経内科医師 20 ○

第15回MMC指導医養成講習会
神経内科専門医

4

脳神経内科 大内智洋 三重中央医療センター 神経内科医師 9 ○

全国自治体病院・国民健康保険診療施設協議会臨床研修指導医講
習会修了

4

小児科 盆野元紀 三重中央医療センター 成育診療部長 31 ○

小児科専門医、血液専門医
アレルギー専門医
臨床研修指導医講習会修了

4

小児科 小川昌宏 三重中央医療センター 小児科医師 26 ○

小児科専門医
ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会

4

小児科 内薗広匡 三重中央医療センター 小児科医師 13 ×

小児科専門医
周産期専門医（新生児）

上級医

小児科 山本和歌子 三重中央医療センター 小児科医師 21 ○

小児科専門医
第２４回ＭＭＣ指導医養成講習会

4

小児科 佐々木直哉 三重中央医療センター 小児科医師 25 ○

MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了

4



別紙４

（No.67）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 杉野典子 三重中央医療センター 小児科医師 16 ×

小児科専門医

上級医

小児科 塩野愛 三重中央医療センター 小児科医師 12 ×

小児科専門医

上級医

小児科 大森あゆみ 三重中央医療センター 小児科医師 10 ×

小児科専門医

上級医

小児科 山下敦士 三重中央医療センター 小児科医師 9 ×

小児科専門医

上級医

小児科 神谷雄作 三重中央医療センター 小児科医師 8 ×

小児科専門医

上級医

小児科 北村創矢 三重中央医療センター 小児科医師 7 × 上級医

小児科 中村知美 三重中央医療センター 小児科医師 6 × 上級医

小児科 松浦有里 三重中央医療センター 小児科医師 5 × 上級医

小児科 高瀬貴文 三重中央医療センター 小児科医師 6 × 上級医

小児科 林良一 三重中央医療センター 小児科医師 5 × 上級医



別紙４

（No.68）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 谷川寛自 三重中央医療センター がん診療部長 37 ○

外科専門医、消化器病専門医
消化器外科専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

外科 湯淺浩行 三重中央医療センター 外科医師 25 ○

全国自治体病院協議会/全国国民健康保険診療施設協議会指導医養
成講習会修了、外科専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医

4

外科 信岡祐 三重中央医療センター 外科医師 17 ×

外科専門医

上級医

外科 松田明敏 三重中央医療センター 外科医師 14 ○

MMC合同指導医養成講習会修了
外科専門医

4

外科 辰巳亜依 三重中央医療センター 外科医師 2 × 上級医

整形外科 田中雅 三重中央医療センター 整形外科医長 28 ○

整形外科専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

整形外科 高北久嗣 三重中央医療センター 整形外科医師 23 ○

整形外科専門医
リウマチ認定医
MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了

4

整形外科 山口敏郎 三重中央医療センター 整形外科医師 18 ○

整形外科専門医
MMC合同指導医養成講習会修了

4

脳神経外科 石田藤麿 三重中央医療センター
医療情報部長

脳神経外科医長
24 ○

脳神経外科認定医
日本脳卒中学会認定医
MMC指導医養成講習会修了

4

脳神経外科 田中克浩 三重中央医療センター 脳神経外科医師 18 ○

日本脳卒中学会認定医
神経内視鏡技術認定医

4



別紙４

（No.69）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

脳神経外科 谷岡悟 三重中央医療センター 脳神経外科医師 10 ×

脳神経外科専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医

上級医

脳神経外科 村松賢 三重中央医療センター 脳神経外科医師 2 × 上級医

呼吸器外科 安達勝利 三重中央医療センター
外科系診療部長
呼吸器外科医長

30 ○

呼吸器外科専門医
外科専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

呼吸器外科 渡邉文亮 三重中央医療センター 呼吸器外科医師 22 ○

呼吸器外科専門医
外科専門医、外科指導医
MMC指導医養成講習会修了

4

心臓血管外科 佐藤友昭 三重中央医療センター
救急救命診療部長
心臓血管外科医長

33 ○

心臓血管外科専門医
外科専門医、日本外科学会認定医
MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了

4

心臓血管外科 日置巌雄 三重中央医療センター
手術部長

心臓血管外科医長
27 ○

外科専門医
心臓血管外科専門医
第２４回ＭＭＣ合同指導医養成講習会修了

4

心臓血管外科 浦田康久 三重中央医療センター 心臓血管外科医師 17 ○

外科専門医
鳥取大学卒後臨床研修指導医講習会修了

4

泌尿器科 長谷川嘉弘 三重中央医療センター 泌尿器科医長 20 ○

泌尿器科専門医・泌尿器科指導医
ＭＭＣ合同指導医講習会修了

4

泌尿器科 西井正彦 三重中央医療センター 泌尿器科医師 10 ○

泌尿器科専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

泌尿器科 武内祐史郎 三重中央医療センター 泌尿器科医師 2 × 上級医



別紙４

（No.70）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

皮膚科 中西朝子 三重中央医療センター 皮膚科医長 18 ○

皮膚科専門医
ＭＭＣ合同指導医講習会修了

4

産科 前川有香 三重中央医療センター
総合周産期母子医療セ

ンター部長
26 ×

産婦人科専門医

上級医

産科 神元有紀 三重中央医療センター 産科医長 22 ○

産婦人科専門医
三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了

4

産科 山口恭平 三重中央医療センター 産科医師 9 × 上級医

産科 加藤麻耶 三重中央医療センター 産科医師 3 × 上級医

婦人科 吉村公一 三重中央医療センター 婦人科医長 39 ○

産婦人科専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

耳鼻咽喉科 西田幸平 三重中央医療センター 耳鼻咽喉科医長 19 ○

耳鼻咽喉科専門医
ＭＭＣ合同指導医養成講習会修了

4

病理診断科 藤原雅也 三重中央医療センター 病理・臨床検査部長 15 ○

MMC合同指導医養成講習会修了
消化器病専門医
消化器内視鏡専門医
病理専門医 4

放射線科 奥田康之 三重中央医療センター 放射線診療部長 38 ○

放射線科専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4

麻酔科 長谷川隆 三重中央医療センター 麻酔科医長 32 ○

麻酔科専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会修了

4



別紙４

（No.71）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

麻酔科 渡邉栄子 三重中央医療センター 麻酔科医師 22 ○

麻酔科専門医
MMC指導医養成講習会修了

4

歯科口腔外科 柳瀨成章 三重中央医療センター 歯科口腔外科医師 20 × 上級医

歯科口腔外科 加藤英治 三重中央医療センター 歯科口腔外科医師 12 × 上級医

歯科口腔外科 若林宏紀 三重中央医療センター 歯科口腔外科医師 8 × 上級医

選択科目(眼科) 近藤峰生 三重大学医学部附属病院 教授 28 ○

平成28年度第6回三重大学医学部附属病院/第19回MMC合同指導医養
成講習会修了,眼科専門医・指導医

3,4

内科 山本憲彦 三重大学医学部附属病院 准教授 25 ○

平成20年度第8回MMC指導医養成講習会修了,認定内科医,総合内科
専門医,消化器病専門医,肝臓専門医,がん治療認定医,消化器内視
鏡専門医

1,4

内科 伊藤正明 三重大学医学部附属病院 寄附研究部門教授 40 ○

平成19年度第6回MMC指導医養成講習会修了,認定内科医,循環器専
門医,脈管専門医,高血圧専門医,AHA-BLS/ACLSプロバイダー,産業
医

4

内科 藤岡正紀 三重大学医学部附属病院 寄附講座講師 29 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
認定内科医,総合内科専門医,循環器専門医,産業医

4

内科 土肥薫 三重大学医学部附属病院 准教授 25 ○

平成19年度第6回MMC指導医養成講習会修了,総合内科専門医・指導
医,循環器専門医,産業医,超音波専門医,AHA-BLS/ACLSプロバイ
ダー

4

内科 岡本隆二 三重大学医学部附属病院 准教授 25 ○

平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
認定内科医,総合内科専門医・指導医,循環器専門医

4



別紙４

（No.72）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 中森史朗 三重大学医学部附属病院 助教 19 ○

平成24年度第15回MMC指導医養成講習会修了,認定内科医,循環器専
門医,CVIT認定医,救急専門医

4

内科 杉浦英美喜 三重大学医学部附属病院 助教 17 ○

平成30年第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習
会

4

内科 杉本匡史 三重大学医学部附属病院 助教 16 ○

循環器専門医，超音波専門医

4

内科 小島真一 三重大学医学部附属病院 医員 9 ○

平成30年第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習
会

4

内科 藤田聡 三重大学医学部附属病院 助教 17 ○

平成26年度第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,循環器専門医

4

内科 荻原義人 三重大学医学部附属病院 助教 17 ○

認定内科医,総合内科専門医,循環器専門医

上級医

内科 佐藤圭 三重大学医学部附属病院 助教 12 ○

認定内科医,CVIT認定医,腹部ステントグラフ実施医,AHA-BLS/ACLS
プロバイダー

上級医

内科 栗田泰郎 三重大学医学部附属病院 講師 20 ×

認定内科医,総合内科専門医,循環器内科専門医,心臓リハビリテー
ション指導士

上級医

内科 小倉英 三重大学医学部附属病院 助教 15 ○

平成29年度第8回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指導医養
成講習会,認定内科医,総合内科専門医,総合内科指導医

4

内科 香川芳彦 三重大学医学部附属病院 助教 18 ○

平成25年度第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医養
成講習会,認定内科医,循環器専門医

4



別紙４

（No.73）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 熊谷直人 三重大学医学部附属病院 寄附研究部門講師 18 ○

平成20年度第8回MMC指導医養成講習会

4

内科 仲田智之 三重大学医学部附属病院 寄附研究部門講師 18 ○

第8回三重大学医学部附属病院/第21回MMC指導医養成講習会

4

内科 藤本美香 三重大学医学部附属病院 寄附研究部門助教 16 ○

平成25年度第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医講
習会受講修了,認定内科医

4

内科 平林陽介 三重大学医学部附属病院 助教 8 ○

第26回MMC/第14回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

内科 村田智博 三重大学医学部附属病院 講師 20 ○

平成20年度第7回MMC指導医養成講習会修了,認定内科医・指導医,
透析専門医,腎臓専門医

4

内科 片山鑑 三重大学医学部附属病院 講師 22 ○

平成30年第10回三重大学附属病院・第23回MMC合同指導医養成講習
会,腎臓専門医,透析専門医,認定内科医,総合内科専門医,総合内科
指導医

4

内科 中瀬一則 三重大学医学部附属病院 准教授 38 ○

緩和ケア研修会受講,平成18年度第4回MMC新医師臨床研修指導医養
成講習会修了,認定内科医,総合内科専門医・指導医,血液専門医・
指導医,日本臨床腫瘍学会暫定指導医,日本がん治療認定医機構暫
定教育医,超音波専門医・指導医 4

内科 桝屋正浩 三重大学医学部附属病院 教授 33 ○

緩和ケア研修会受講,平成20年度第7回MMC指導医養成講習会修了,
認定内科医・指導医,血液専門医・指導医,輸血・細胞治療認定医

4

内科 大石晃嗣 三重大学医学部附属病院 准教授 31 ○

平成20年度第7回MMC指導医養成講習会修了,認定内科医,総合内科
専門医,血液専門医・指導医,日本臨床腫瘍学会暫定指導医,輸血・
細胞治療認定医

4

内科 山口素子 三重大学医学部附属病院 講師 30 ×

緩和ケア研修会受講,認定内科医,総合内科専門医・指導医,血液専
門医・指導医,日本臨床腫瘍学会暫定指導医

上級医



別紙４

（No.74）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 水野聡朗 三重大学医学部附属病院 講師 25 ○

緩和ケア研修会受講,認定内科医,がん薬物療法専門医

4

内科 山下芳樹 三重大学医学部附属病院 助教 22 ○

認定内科医

4

内科 齋藤佳菜子 三重大学医学部附属病院 助教 21 ○

平成22年度第13回MMC指導医講習会/第8回名大ネットワーク指導医
講習会修了,認定内科医,総合内科専門医,がん治療認定医,がん薬
物療法専門医

4

内科 松本剛史 三重大学医学部附属病院 助教 21 ○

平成22年度第13回MMC指導医講習会/第8回名大ネットワーク指導医
講習会修了,認定内科医,輸血・細胞治療認定医

4

内科 宮﨑香奈 三重大学医学部附属病院 助教 19 ○

緩和ケア研修会受講,平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指
導医養成講習会修了,認定内科医,総合内科専門医,血液専門医,日
本がん治療認定医機構がん治療認定医,産業医

4

内科 杦本由香 三重大学医学部附属病院 寄附講座准教授 23 ○

緩和ケア研修会受講,平成19年度第5回MMC新医師臨床研修指導医養
成講習会修了,認定内科医,総合内科専門医,血液専門医

2,4

内科 俵功 三重大学医学部附属病院 講師 25 ○

緩和ケア研修会受講,平成26年度第4回三重大学医学部附属病院/第
17回MMC合同指導医養成講習会修了,認定内科医

4

内科 石原幹也 三重大学医学部附属病院 助教 15 ×

緩和ケア研修会受講,認定内科医,がん薬物療法専門医

上級医

内科 伊野和子 三重大学医学部附属病院 助教 14 ○

平成25年度第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医講
習会受講修了

4

内科 小田裕靖 三重大学医学部附属病院 助教 12 ○

第10回三重大学附属病院・第23回MMC　合同指導医養成講習会

4



別紙４

（No.75）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 戸野泰孝 三重大学医学部附属病院 助教 11 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

内科 竹井謙之 三重大学医学部附属病院 教授 38 ○

平成26年度第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC合同指導医養
成講習会修了,総合内科指導医,認定内科医,消化器病専門医・指導
医,肝臓専門医・指導医,消化器内視鏡専門医

4

内科 岩佐元雄 三重大学医学部附属病院 准教授 33 ○

平成26年度第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,NSTコーディネーター,総合内科専門
医・指導医,消化器病専門医・指導医,肝臓専門医・指導医

4

内科 小林由直 三重大学医学部附属病院 教授 33 ○

認定内科医,平成16年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,
総合内科専門医・指導医,消化器病専門医・指導医,肝臓専門医・
指導医,消化器内視鏡専門医

4

内科 堀木紀行 三重大学医学部附属病院 准教授 30 ○

胃腸科認定医,認定内科医,平成24年度第2回三重大学医学部附属病
院指導医養成講習会修了,総合内科専門医・指導医,消化器病専門
医・指導医,消化器内視鏡専門医・指導医,肝臓病専門医,感染症専
門医 4

内科 田中匡介 三重大学医学部附属病院 助教 23 ○

平成27年度第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,総合内科専門医・指導医,消化器病専門
医・指導医,消化器内視鏡専門医・指導医,食道科認定医,胃腸科認
定医,日本がん治療認定医機構暫定教育医,がん治療認定医 4

内科 井上宏之 三重大学医学部附属病院 助教 21 ○

平成26年度第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,消化器病専門医・指導医,消化器内視鏡
専門医

4

内科 葛原正樹 三重大学医学部附属病院 助教 21 ○

平成28年度第7回三重大学医学部附属病院/第20回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,総合内科専門医,消化器病専門医,消化
器内視鏡専門医

4

内科 田中秀明 三重大学医学部附属病院 助教 20 ○

認定内科医,消化器病専門医,肝臓専門医

上級医

内科 杉本龍亮 三重大学医学部附属病院 助教 17 ○

認定内科医,平成29年度第8回三重大学医学部附属病院/第21回MMC
合同指導医養成講習会

4



別紙４

（No.76）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 山田玲子 三重大学医学部附属病院 助教 17 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
認定内科医,消化器病専門医,消化器内視鏡専門医

4

内科 濱田康彦 三重大学医学部附属病院 助教 21 ○

平成26年度第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,総合内科専門医,胃腸科認定医,消化器
内視鏡専門医・指導医,消化器病専門医

4

内科 長谷川浩司 三重大学医学部附属病院 講師 34 ○

平成20年度MMC指導医講習会受講,認定内科医,総合内科指導医,消
化器内視鏡専門医・指導医,消化器病専門医・指導医,肝臓専門
医・指導医,がん治療認定医,

4

内科 田口修 三重大学医学部附属病院 教授 39 ○

平成15年度MMC臨床研修指導医養成講習会修了,認定内科医,内科指
導医,呼吸器専門医・指導医,呼吸器内視鏡専門医・指導医,日本が
ん治療認定医機構暫定教育医,がん治療認定医,結核・抗酸菌症認
定医・指導医 4

内科 小林哲 三重大学医学部附属病院 准教授 28 ○

総合内科専門医,平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医
養成講習会修了,呼吸器指導医,結核・抗酸菌症認定医・指導医,認
定内科医,呼吸器専門医,呼吸器内視鏡専門医・指導医,アレルギー
専門医・指導医,日本がん治療認定医機構暫定教育医,がん治療認
定医

4

内科 中原博紀 三重大学医学部附属病院 助教 19 ○

平成21年度第6回名大ネットワーク指導医講習会/第11回MMC指導医
講習会修了,緩和ケア研修会受講,認定内科医,呼吸器専門医,結
核・抗酸菌症認定医

4

内科 藤本源 三重大学医学部附属病院 助教 21 ○

平成23年度第14回MMC指導医養成講習会修了,緩和ケア研修会受講,
認定内科医,呼吸器専門医,結核・抗酸菌症認定医

4

内科 矢野裕 三重大学医学部附属病院 准教授 34 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
肥満学会専門医・指導医総合内科専門医・指導医,糖尿病専門医・
指導医,内分泌代謝科専門医・指導医

4

内科 鈴木俊成 三重大学医学部附属病院 助教 14 ○

内分泌代謝科専門医,平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指
導医養成講習会修了,認定内科医,糖尿病専門医

4

内科 安間太郎 三重大学医学部附属病院 助教 12 ○

平成27年度第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,糖尿病専門医

4



別紙４

（No.77）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 坂本正子 三重大学医学部附属病院 医員 11 ○

平成27年度第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,糖尿病専門医

4

内科 中村美咲 三重大学医学部附属病院 助教 20 ○

平成19年度第6回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,認定内
科医,消化器内視鏡専門医,消化器病専門医

4

内科 西濵康太 三重大学医学部附属病院 助教 10 ○

平成28年度第7回三重大学医学部附属病院/第20回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,糖尿病専門医

4

内科 上村明 三重大学医学部附属病院 助教 11 ○

平成28年度第7回三重大学医学部附属病院/第20回MMC合同指導医養
成講習会修了,認定内科医,糖尿病専門医

4

内科 坪井順哉 三重大学医学部附属病院 助教 15 ○

認定内科医,総合内科専門医,消化器病専門医

4

内科 重福隆太 三重大学医学部附属病院 助教 13 ○

平成30年第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習
会

4

内科 古田範子 三重大学医学部附属病院 講師 21 ○

平成27年第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC合同指導医養成
講習会

4

内科 三浦広嗣 三重大学医学部附属病院 医員 9 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

内科 岡野優子 三重大学医学部附属病院 医員 9 ○

令和元年度第25回MMC・第12回三重大学医学部附属病院合同指導医
養成講習会修了

4

内科 内田明宏 三重大学医学部附属病院 医員 9 ○

令和元年度第25回MMC・第12回三重大学医学部附属病院合同指導医
養成講習会修了

4



別紙４

（No.78）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 冨本秀和 三重大学医学部附属病院 教授 38 ○

平成23年度第14回MMC指導医養成講習会修了,認定内科医・指導医,
神経内科専門医・指導医,日本脳卒中学会専門医,認知症専門医・
指導医

4

内科 佐藤正之 三重大学医学部附属病院 准教授 25 ×

認定内科医,神経内科専門医・指導医,認知症専門医

上級医

内科 谷口彰 三重大学医学部附属病院 講師 30 ○

平成20年度第7回MMC指導医養成講習会修了,認定内科医,神経内科
専門医・指導医,国際メンターシップ協会認定アソシエートメン
ター

4

内科 田村麻子 三重大学医学部附属病院 助教 16 ○

認定内科医,神経内科専門医

4

内科 伊井裕一郎 三重大学医学部附属病院 講師 26 ○

平成25年度第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医講
習会受講修了,認定内科医,神経内科専門医・指導医

4

内科 新堂晃大 三重大学医学部附属病院 助教 18 ○

平成23年度第14回MMC指導医養成講習会修了,認定内科医,総合内科
専門医,神経内科専門医・指導医,日本脳卒中学会専門医

4

内科 石川英洋 三重大学医学部附属病院 助教 10 ○

平成30年第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習
会

4

内科 松山裕文 三重大学医学部附属病院 助教 11 ○

神経内科専門医,認定内科医,総合内科専門医

4

内科 松浦慶太 三重大学医学部附属病院 助教 19 ○

指導医養成講習会修了,認定内科医,総合内科専門医,神経内科専門
医,臨床神経生理専門医,日本脳卒中学会専門医

4

内科 加藤奈津子 三重大学医学部附属病院 寄附講座助教 11 ○

第7回三重大学医学部附属病院/第20回MMC指導医養成講習会

4



別紙４

（No.79）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科 平田佳寛 三重大学医学部附属病院 医員 8 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

内科 西口大和 三重大学医学部附属病院 医員 8 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

内科(総合診療科) 若林英樹 三重大学医学部附属病院 寄附講座教授 24 ○

平成20年度岐阜大学臨床研修指導医講習会修了,緩和ケア研修会受
講,プライマリケア認定医・指導医

4

内科(総合診療科) 桑野路矢 三重大学医学部附属病院 寄附講座助教 11 ○ 4

内科(総合診療科) 宮﨑景 三重大学医学部附属病院 寄附講座講師 22 ○

Home and Away Nine Days Faculty Development Fellowship2006
第1回修了
日本プライマリ・ケア連合学会認定
プライマリ・ケア認定医
米国家庭医療学会認定専門医、日本内科学会認定内科医

4

内科 藤本直紀 三重大学医学部附属病院 講師 20 ○

認定内科医,総合内科専門医・指導医,循環器専門医,平成29年度第
9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指導医養成講習会

4

内科(総合診療科) 竹田啓 三重大学医学部附属病院 寄附講座助教 14 ○

第132回臨床研修指導医講習会
日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医・指導医

4

救急部門 今井寛 三重大学医学部附属病院 教授 35 ○

平成17年度第1回北里大学病院初期臨床研修指導医養成ワーク
ショップ修了,FCCSインストラクター,救急科専門医・指導医,集中
治療専門医,JPTECインストラクター,DMAT登録隊員

4

救急部門 石倉健 三重大学医学部附属病院 講師 23 ○

救急科指導医,平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養
成講習会修了,認定内科医,循環器専門医,救急科専門医,DMATイン
ストラクターJATECインストラクター,JPTECインストラクター,日
本救急医学会ICLSインストラクター,AHA-BLS/ACLSインストラク
ター,DMAT登録隊員

4

救急部門 横山和人 三重大学医学部附属病院 助教 17 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
外科専門医

4



別紙４

（No.80）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

救急部門 川本英嗣 三重大学医学部附属病院 助教 15 ○

平成22年度聖マリアンナ医科大学病院主催第16回初期臨床研修指
導医養成ワークショップ修了,救急科専門医,日本麻酔科学会専門
医・認定医・標榜医,FCCSインストラクター

4

救急部門 鈴木圭 三重大学医学部附属病院 助教 17 ○

平成24年度第15回MMC指導医養成講習会修了,救急科専門医,認定内
科医,総合内科専門医,内科指導医,血液専門医・指導医,感染症専
門医・指導医,抗菌化学療法指導医,がん治療認定医,旅行医学専門
医,ICD,認定産業医,エイズ治療認定医,JMECCインストラク
ター,ICLSインストラクター,難病指定医,身体障害者福祉法第15条
指定医

4

救急部門 伊藤亜紗実 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

平成28年度第6回三重大学医学部附属病院/第19回MMC指導医養成講
習会修了

4

救急部門 赤間悠一 三重大学医学部附属病院 助教 8 ○

平成30年第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習
会

4

救急部門 家城洋平 三重大学医学部附属病院 助教 13 ○

外科専門医,救急科専門医

4

救急部門 新貝達 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

外科専門医

4

救急部門 金子唯 三重大学医学部附属病院 講師 21 ○

第6回国際医療福祉大学・高邦会グループ臨床研修指導医養成ワー
クショップ修了（平成22年2月28日）

4

救急部門 池尻薫 三重大学医学部附属病院 助教 5 ○

第145回臨床研修指導医講習会修了（平成30年5月8日）

上級医

救急部門 山口貴則 三重大学医学部附属病院 助教 8 ○

第26回MMC/第14回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

小児科 堀浩樹 三重大学医学部附属病院 教授 35 ○

平成12年度臨床研修指導医養成講習会修了,小児科専門医,血液専
門医,血液指導医,がん治療暫定教育医,がん治療認定医,臨床腫瘍
暫定指導医,小児血液・がん暫定指導医,小児血液・がん専門医,小
児血液・がん指導医 4



別紙４

（No.81）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 平山雅浩 三重大学医学部附属病院 教授 33 ○

造血細胞移植認定医,平成21年度第10回MMC指導医講習会/第5回名
大ネットワーク指導医講習会修了,小児血液・がん専門医・指導
医,がん治療認定医,小児科専門医,血液専門医・指導医,地域総合
小児医療認定医 4

小児科 三谷義英 三重大学医学部附属病院 准教授 33 ○

FJCC,FAHA,平成18年度第4回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会
修了,小児科専門医,小児循環器専門医,周産期新生児学会暫定指導
医

4

小児科 豊田秀実 三重大学医学部附属病院 准教授 27 ○

平成20年度第8回MMC指導医養成講習会修了,小児科専門医,血液専
門医・指導医

4

小児科 岩本彰太郎 三重大学医学部附属病院 准教授 27 ○

小児血液・がん暫定指導医,造血細胞移植認定医,平成19年度第6回
MMC指導医養成講習会修了,小児科専門医,血液専門医,国際メン
ターシップ協会認定アソシエートメンター

4

小児科 澤田博文 三重大学医学部附属病院 講師 26 ○

平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
小児科専門医,小児循環器専門医

4

小児科 大橋啓之 三重大学医学部附属病院 助教 20 ○

小児科専門医,小児循環器専門医

4

小児科 淀谷典子 三重大学医学部附属病院 助教 15 ○

平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
小児科専門医

4

小児科 天野敬史郎 三重大学医学部附属病院 助教 16 ○

平成27年度第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC指導医養成講
習会修了,緩和ケア研修会受講,小児科専門医

4

小児科 平山淳也 三重大学医学部附属病院 助教 12 ○

平成28年度第6回三重大学医学部附属病院/第19回MMC指導医養成講
習会修了,緩和ケア研修会受講,小児科専門医

4

小児科 伊藤卓洋 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

平成29年第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指導医養成
講習会

4



別紙４

（No.82）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 大矢和伸 三重大学医学部附属病院 助教 11 ○

小児科専門医

4

小児科 森本真理 三重大学医学部附属病院 医員 10 ○

平成29年第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指導医養成
講習会

4

産婦人科 池田智明 三重大学医学部附属病院 教授 36 ×

産科婦人科専門医,母体保護法指定医,周産期暫定指導医

上級医

産婦人科 前沢忠志 三重大学医学部附属病院 助教 14 ○

平成26年度第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC合同指導医養
成講習会修了,母体保護法指定医

4

産婦人科 吉田健太 三重大学医学部附属病院 助教 10 ○

平成29年度第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指導医養
成講習会,がん治療認定医

4

産婦人科 西岡美喜子 三重大学医学部附属病院 助教 10 ○

第8回三重大学医学部附属病院/第21回MMC指導医養成講習会

4

産婦人科 近藤英司 三重大学医学部附属病院 准教授 23 ○

平成20年度第8回MMC合同指導医講習会受講修了,産婦人科専門医,
がん治療認定医,産婦人科専門医,母体保護法指定医

4

産婦人科 鳥谷部邦明 三重大学医学部附属病院 助教 11 ○

婦人科腫瘍専門医,母体保護法指定医,平成25年度第3回三重大学医
学部附属病院/第16回MMC合同指導医講習会受講修了,産婦人科専門
医

4

産婦人科 田中博明 三重大学医学部附属病院 講師 18 ○

日本産科婦人科学会指導医,日本産婦人科学会専門医,周産期（母
体・胎児）専門医

4

産婦人科 高山恵理奈 三重大学医学部附属病院 医員 14 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医講習会受講修了,
産婦人科専門医,周産期（母体・胎児）専門医

4



別紙４

（No.83）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

精神科 岡田元宏 三重大学医学部附属病院 教授 28 ○

日本総合病院精神学会特定指導医,平成17年度東北地区精神科七者
懇第1回臨床研修指導医講習会修了,日本てんかん学会専門医・指
導医精神保健指定医,精神科専門医・指導医

4

精神科 谷井久志 三重大学医学部附属病院 教授 27 ○

平成16年度東北地区精神科七者懇第2回臨床研修指導医講習会修
了,精神保健指定医,精神科専門医・指導医,日本老年精神医学会専
門医・指導医

4

精神科 城山隆 三重大学医学部附属病院 講師 32 ○

平成19年度東北地区精神科七者懇第1回臨床研修指導医講習会修
了,精神科専門医・指導医

4

精神科 元村英史 三重大学医学部附属病院 講師 25 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
日本臨床神経学会脳波分野認定医,精神保健指定医,精神科専門
医・指導医,日本睡眠学会認定医,脳波分野認定医

4

精神科 鈴木大 三重大学医学部附属病院 助教 20 ○

緩和ケア研修会受講,平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指
導医養成講習会修了,精神科専門医・指導医

4

精神科 松本龍介 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

精神保健指定医

4

精神科 樫本香苗 三重大学医学部附属病院 助教 17 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了

4

精神科 福山孝治 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

第10回三重大学附属病院・第23回MMC　合同指導医養成講習会

4

精神科 中野智介 三重大学医学部附属病院 助教 8 ○

第26回MMC/第14回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

麻酔科 亀井政孝 三重大学医学部附属病院 教授 26 ○

平成28年度第7回三重大学医学部附属病院/第20回MMC指導医養成講
習会修了

4



別紙４

（No.84）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

麻酔科 坂倉庸介 三重大学医学部附属病院 助教 13 ○

麻酔科専門医,平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養
成講習会修了,麻酔科認定医,AHA-BLS/ACLSプロバイダー

4

麻酔科 松成泰典 三重大学医学部附属病院 講師 19 ○

平成29年度第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指導医養
成講習会,麻酔科認定医,麻酔科専門医,麻酔科指導医

4

麻酔科 丸山一男 三重大学医学部附属病院 教授 38 ○

日本心臓血管麻酔学会暫定専門医,日本呼吸療法医学会専門医,平
成19年度第5回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,緩和ケア
研修会受講,麻酔科専門医・指導医,救急科専門医,集中治療専門
医,ペインクリニック認定医・専門医,ICD 4

麻酔科 横地歩 三重大学医学部附属病院 講師 27 ○

平成19年度第6回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,緩和ケ
ア研修会受講,麻酔科専門医・指導医,ペインクリニック認定医・
専門医

4

麻酔科 髙村光幸 三重大学医学部附属病院 助教 19 ○

日本東洋医学会漢方専門医,平成24年度第15回MMC指導医養成講習
会修了,小児科専門医

4

麻酔科 境倫宏 三重大学医学部附属病院 准教授 22 ○

第11回三重大学附属病院・第24回MMC　合同指導医養成講習会

4

麻酔科 住吉美穂 三重大学医学部附属病院 助教 13 ○

第26回MMC/第14回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

麻酔科 米倉寛 三重大学医学部附属病院 助教 10 ○

第10回三重大学附属病院・第23回MMC　合同指導医養成講習会

4

麻酔科 中森裕毅 三重大学医学部附属病院 助教 8 ○

第10回三重大学附属病院・第23回MMC　合同指導医養成講習会

4

麻酔科 松原貴子 三重大学医学部附属病院 助教 31 ○

第33回新臨床研修指導医養成講習会修了

4



別紙４

（No.85）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 伊佐地秀司 三重大学医学部附属病院 病院長 40 ○

移植学会認定医,平成19年度第5回MMC新医師臨床研修指導医養成講
習会修了,移植学会認定医,外科専門医・指導医,消化器外科専門
医・指導医,消化器病専門医・指導医,日本肝胆膵外科学会高度技
能指導医,消化器がん外科治療認定医 4

外科 櫻井洋至 三重大学医学部附属病院 准教授 31 ○

移植学会・認定医,平成19年度第5回MMC新医師臨床研修指導医養成
講習会修了,外科専門医・指導医,消化器外科専門医・指導医,消化
器病専門医,肝臓専門医,日本肝胆膵外科学会高度技能指導医,日本
癌治療学会臨床試験登録医,消化器がん外科治療認定医 4

外科 水野修吾 三重大学医学部附属病院 教授 24 ○

移植学会認定医,日本肝胆膵外科学会高度技能指導医,平成20年度
第7回MMC指導医養成講習会修了,緩和ケア研修会受講,消化器病専
門医・指導医,外科専門医・指導医,消化器外科専門医・指導医,肝
臓専門医,消化器がん外科治療認定医 4

外科 岸和田昌之 三重大学医学部附属病院 准教授 21 ○

平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
移植学会認定医,外科専門医・指導医,消化器外科専門医,肝臓専門
医,消化器病専門医・指導医,日本胆道学会指導医,消化器がん外科
治療認定医,DMAT登録隊員,外科系手技高度技能専門医 4

外科 栗山直久 三重大学医学部附属病院 講師 20 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
外科専門医,消化器外科専門医,肝臓専門医,消化器病専門医・指導
医,消化器がん外科治療認定医,産業医

4

外科 村田泰洋 三重大学医学部附属病院 講師 17 ○

平成20年度第10回全国済生会臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了,外科専門医,消化器外科専門医,消化器病専門医,肝
臓専門医,消化器がん外科治療認定医

4

外科 種村彰洋 三重大学医学部附属病院 講師 17 ○

移植学会認定医,平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医
養成講習会修了,外科専門医,消化器外科専門医・指導医,肝臓専門
医,消化器病専門医,消化器がん外科治療認定医

4

外科 飯澤祐介 三重大学医学部附属病院 助教 15 ○

平成22年度第13回MMC指導医講習会/第8回名大ネットワーク指導医
講習会修了,緩和ケア研修会受講,外科専門医,消化器外科専門医,
肝臓専門医,消化器病専門医,消化器がん外科治療認定医,ICD,抗菌
薬化学療法認定医・指導医 4

外科 早﨑碧泉 三重大学医学部附属病院 助教 12 ○

平成26年度第19回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会修了,緩
和ケア研修会受講,外科専門医

4

外科 尭天一亨 三重大学医学部附属病院 助教 12 ○

第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC指導医養成講習会

4



別紙４

（No.86）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 藤井武宏 三重大学医学部附属病院 助教 15 ○

第10回三重大学附属病院・第23回MMC　合同指導医養成講習会

4

外科 中川勇希 三重大学医学部附属病院 医員 9 ○

平成30年度第１回臨床研修指導医講習会,外科専門医

4

外科 前田光貴 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

外科専門医,消化器外科専門医,消化器がん外科治療認定医,消化器
病専門医

4

外科 大井正貴 三重大学医学部附属病院 准教授 25 ○

平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
外科専門医・指導医,消化器外科専門医・指導医,大腸肛門病専門
医・指導医,消化器病専門医,内視鏡外科技術認定医,食道科認定
医,食道外科専門医,日本がん治療認定医機構暫定教育医・がん治
療認定医,消化器がん外科治療認定医

4

外科 問山裕二 三重大学医学部附属病院 准教授 22 ○

平成28年度第6回三重大学医学部附属病院/第19回MMC合同指導医養
成講習会修了,外科専門医,消化器外科専門医・指導医,大腸肛門病
専門医・指導医,胃腸科認定医,がん治療暫定教育医・がん治療認
定医,消化器がん外科治療認定医 4

外科 廣純一郎 三重大学医学部附属病院 助教 21 ○

内視鏡外科技術認定医,外科指導医,消化器外科指導医,平成23年度
第14回MMC指導医養成講習会修了,外科専門医,消化器外科専門医,
消化器病専門医,大腸肛門病専門医・指導医,がん治療認定医,消化
器がん外科治療認定医, 4

外科 安田裕美 三重大学医学部附属病院 助教 16 ○

がん治療認定医,平成24年度第15回MMC指導医養成講習会修了,外科
専門医,消化器病専門医

4

外科 松下航平 三重大学医学部附属病院 助教 13 ○

第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC指導医養成講習会

4

外科 北嶋貴仁 三重大学医学部附属病院 助教 11 ○

第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC指導医養成講習会

4

外科 内田恵一 三重大学医学部附属病院 准教授 29 ○

平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,ICD,外科専
門医・指導医,小児外科専門医・指導医,消化器外科専門医・指導
医,大腸肛門病専門医・指導医,消化器がん外科治療認定医

4



別紙４

（No.87）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 井上幹大 三重大学医学部附属病院 講師 22 ○

内視鏡外科技術認定医(小児外科領域),平成23年度第1回三重大学
医学部附属病院指導医養成講習会修了,外科指導医,小児外科指導
医,がん治療認定医,外科専門医,小児外科専門医,消化器外科専門
医・指導医,消化器がん外科治療認定医 4

外科 小池勇樹 三重大学医学部附属病院 助教 16 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
外科専門医

4

外科 藤川裕之 三重大学医学部附属病院 助教 16 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
外科専門医

4

外科 奥川喜永 三重大学医学部附属病院 講師 16 ○

平成22年度第12回MMC指導医養成講習会/第7回名大ネットワーク指
導医講習会修了,外科専門医,がん治療認定医,消化器病専門医,消
化器外科専門医

4

外科 大北喜基 三重大学医学部附属病院 講師 18 ○

ICD,がん治療認定医,外科専門医,外科指導医,外科周術期感染管理
認定医,外科周術期感染管理教育医,消化器外科専門医,消化器外科
指導医,消化器がん外科治療認定医,消化器病専門医,大腸肛門病専
門医,大腸肛門病指導医 4

外科 髙尾仁二 三重大学医学部附属病院 教授 35 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
緩和ケア研修会受講,がん治療暫定教育医,外科専門医・指導医,胸
部外科指導医,呼吸器専門医・指導医,呼吸器外科専門医・指導医,
呼吸器内視鏡学会専門医・指導医,日本臨床腫瘍学会暫定指導医,
がん治療認定医

4

外科 島本亮 三重大学医学部附属病院 准教授 25 ○

気管支鏡指導医,平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会
修了,呼吸器専門医・指導医,緩和ケア研修会受講,結核・抗酸菌症
認定医,外科専門医・指導医,胸部外科指導医,呼吸器外科専門医,
呼吸器内視鏡学会専門医,がん治療暫定教育医,がん治療認定医 4

外科 庄村遊 三重大学医学部附属病院 准教授 27 ○

平成25年第15回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医講
習会

4

外科 小沼武司 三重大学医学部附属病院 准教授 23 ○

H21年度第11回東京女子医科大学病院指導医講習会受講,外科専門
医,心臓血管外科専門医

4

外科 伊藤久人 三重大学医学部附属病院 講師 17 ○

平成26年度第18回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医
講習会修了,循環器専門医,脈管専門医,外科専門医,心臓血管外科
専門医

4



別紙４

（No.88）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 伊藤温志 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

外科 金田真吏 三重大学医学部附属病院 助教 7 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

選択科目（乳腺外科） 小川朋子 三重大学医学部附属病院 教授 30 ○

平成20年度第7回MMC指導医養成講習会修了,緩和ケア研修会受講,
外科専門医・指導医,消化器外科専門医・指導医,消化器病専門
医・指導医,乳腺専門医,乳癌認定医

4

選択科目（乳腺外科） 今井奈央 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

平成29年度第8回三重大学医学部附属病院/第21回MMC合同指導医養
成講習会

4

選択科目（乳腺外科） 澁澤麻衣 三重大学医学部附属病院 医員 9 ○

平成30年第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習
会

4

選択科目（乳腺外科） 伊藤みのり 三重大学医学部附属病院 医員 17 ○

外科専門医,乳腺専門医,乳癌認定医,内科認定医

4

選択科目(整形外科) 湏藤啓広 三重大学医学部附属病院 教授 36 ○

平成19年度第5回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,リウマ
チ指導医,整形外科専門医,日本体育協会スポーツドクター,認定リ
ウマチ医,認定スポーツ医,認定脊椎脊髄病医,リウマチ専門医

4

選択科目(整形外科) 長谷川正裕 三重大学医学部附属病院 准教授 29 ○

平成15年度MMC臨床研修指導医養成講習会修了,整形外科専門医,認
定リウマチ医,認定スポーツ医,認定脊椎脊髄病医,リウマチ専門
医・指導医

4

選択科目(整形外科) 若林弘樹 三重大学医学部附属病院 講師 27 ○

平成24年度第15回MMC指導医養成講習会修了,日本リウマチ財団登
録医,整形外科専門医,認定リウマチ医,認定スポーツ医,運動器リ
ハビリテーション医,リウマチ専門医

4

選択科目(整形外科) 明田浩司 三重大学医学部附属病院 講師 22 ○

平成28年度第6回三重大学附属病院/第19回MMC指導医養成講習会修
了,整形外科専門医,認定脊椎脊髄病医,運動器リハビリテーション
医,脊椎脊椎外科指導医

4



別紙４

（No.89）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

選択科目(整形外科) 西村明展 三重大学医学部附属病院 寄附講座講師 18 ○

義肢装具等適合判定医師,平成19年度第5回MMC指導医養成講習会修
了,整形外科専門医,認定スポーツ医,運動器リハビリテーション
医,日本体育協会スポーツドクター

4

選択科目(整形外科) 辻井雅也 三重大学医学部附属病院 講師 21 ○

平成28年度第7回三重大学附属病院/第20回MMC指導医養成講習会修
了,整形外科専門医,手外科専門医

4

選択科目(整形外科) 淺沼邦洋 三重大学医学部附属病院 講師 21 ×

認定リウマチ医,日本がん治療認定医,整形外科専門医

上級医

選択科目(整形外科) 中村知樹 三重大学医学部附属病院 助教 17 ○

平成21年度第9回MMC指導医講習会/第4回名大ネットワーク指導医
講習会修了,日本がん治療認定医,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

4

選択科目(整形外科) 内藤陽平 三重大学医学部附属病院 助教 14 ○

平成28年度第6回三重大学附属病院/第19回MMC指導医養成講習会修
了,整形外科専門医

4

選択科目(整形外科) 刀根慎恵 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

平成30年第10回三重大学附属病院・第23回MMC合同指導医養成講習
会

4

選択科目(整形外科) 萩智仁 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

平成30年第10回三重大学附属病院・第23回MMC合同指導医養成講習
会

4

選択科目(整形外科) 竹上德彦 三重大学医学部附属病院 助教 11 ○

第10回三重大学附属病院・第23回MMC　合同指導医養成講習会

4

選択科目(整形外科) 山田淳一 三重大学医学部附属病院 寄附講座助教 10 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

選択科目(泌尿器科) 井上貴博 三重大学医学部附属病院 教授 25 ○

第18回京都大学医学部附属病院臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了（平成25年9月13日）

4



別紙４

（No.90）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

選択科目(泌尿器科) 吉尾裕子 三重大学医学部附属病院 講師 20 ○

平成27年度第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC合同指導医養
成講習会修了,緩和ケア研修会修了,泌尿器科専門医・指導医

4

選択科目(泌尿器科) 加藤学 三重大学医学部附属病院 助教 15 ○

泌尿器科専門医，第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指
導医養成講習会

4

選択科目(脳神経外科) 鈴木秀謙 三重大学医学部附属病院 教授 29 ○

平成16年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,脳神経外科
専門医・指導医,日本脳卒中学会専門医

4

選択科目(脳神経外科) 松原年生 三重大学医学部附属病院 講師 35 ○

平成19年度第5回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,脳神経
外科専門医・指導医,日本脊髄外科学会認定医,日本脳卒中学会専
門医,神経内視鏡学会技術認定医

4

選択科目(脳神経外科) 當麻直樹 三重大学医学部附属病院 講師 25 ○

平成20年度第8回MMC指導医養成講習会修了,脳神経外科専門医・指
導医,脳血管内治療指導医

4

選択科目(脳神経外科) 畑崎聖二 三重大学医学部附属病院 助教 21 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
脳神経外科専門医・指導医,神経内視鏡学会技術認定医

4

選択科目(脳神経外科) 芝真人 三重大学医学部附属病院 講師 17 ○

平成23年度第14回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,脳神
経外科学会専門医,脳卒中学会専門医
神経内視鏡学会技術認定
MMC指導医養成講習会修了 4

選択科目(脳神経外科) 三浦洋一 三重大学医学部附属病院 助教 16 ○

平成23年度第14回MMC指導医養成講習会修了,脳神経外科専門医,脳
神経外科指導医

4

選択科目(脳神経外科) 毛利元信 三重大学医学部附属病院 助教 19 ○

脳神経外科専門医,脳神経外科指導医

4

選択科目(脳神経外科) 藤本昌志 三重大学医学部附属病院 助教 16 ○

脳神経外科専門医,脳神経外科指導医

4



別紙４

（No.91）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

選択科目(脳神経外科) 金丸英樹 三重大学医学部附属病院 医員 11 ○

脳神経外科専門医,脳血管内治療専門医

4

選択科目(脳神経外科) 安田竜太 三重大学医学部附属病院 助教 19 ○

第15回MMC指導医養成講習会

4

選択科目(脳神経外科) 辻正範 三重大学医学部附属病院 医員 10 ○

第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC指導医養成講習会

4

選択科目(耳鼻咽喉科) 竹内万彦 三重大学医学部附属病院 教授 35 ○

頭頸部がん暫定指導医,平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成
講習会修了,耳鼻咽喉科専門医,気管食道科専門医,アレルギー専門
医・指導医,めまい相談医,臨床遺伝専門医

4

選択科目(耳鼻咽喉科) 小林正佳 三重大学医学部附属病院 准教授 25 ○

平成19年度第4回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,耳鼻咽
喉科専門医,気管食道科専門医

4

選択科目(耳鼻咽喉科) 石永一 三重大学医学部附属病院 講師 24 ○

平成20年度第8回MMC臨床研修指導医養成講習会修了,緩和ケア研修
会受講,耳鼻咽喉科専門医,気管食道科専門医,頭頚部がん専門医

4

選択科目(耳鼻咽喉科) 坂井田寛 三重大学医学部附属病院 助教 18 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
耳鼻咽喉科専門医

4

選択科目(耳鼻咽喉科) 中村哲 三重大学医学部附属病院 助教 18 ○

頭頸部がん専門医,平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導
医養成講習会修了,耳鼻咽喉科専門医,日本がん治療認定医機構が
ん治療認定医

4

選択科目(耳鼻咽喉科) 北野雅子 三重大学医学部附属病院 助教 17 ×

耳鼻咽喉科専門医

上級医

選択科目(耳鼻咽喉科) 千代延和貴 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

平成30年第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習
会

4



別紙４

（No.92）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

選択科目(眼科) 生杉謙吾 三重大学医学部附属病院 准教授 24 ○

日本眼科学会指導医,平成21年度第10回MMC指導医講習会/第5回名
大ネットワーク指導医講習会修了

4

選択科目(眼科) 松原央 三重大学医学部附属病院 講師 22 ○

平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
眼科指導医,眼科専門医

4

選択科目(眼科) 杦本昌彦 三重大学医学部附属病院 講師 23 ○

平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
眼科指導医,眼科専門医

4

選択科目(眼科) 築留英之 三重大学医学部附属病院 助教 18 ×

眼科専門医

上級医

選択科目(眼科) 加藤久美子 三重大学医学部附属病院 助教 13 ○

平成28年度第6回三重大学医学部附属病院/第19回MMC合同指導医養
成講習会修了,眼科専門医

4

選択科目(皮膚科) 山中恵一 三重大学医学部附属病院 教授 26 ○

平成23年度第1回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
アレルギー専門医,皮膚科専門医,日本がん治療認定医機構暫定教
育医,がん治療認定医

4

選択科目(皮膚科) 波部幸司 三重大学医学部附属病院 准教授 23 ○

平成27年度第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC合同指導医養
成講習会修了,アレルギー専門医,緩和ケア研修会受講,皮膚科専門
医,日本がん治療認定医機構がん治療認定医

4

選択科目(皮膚科) 近藤誠 三重大学医学部附属病院 講師 14 ○

指導医養成講習会修了

4

選択科目(皮膚科) 中井康雄 三重大学医学部附属病院 助教 18 ○

平成25年度第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医講
習会受講修了

4

選択科目(皮膚科) 山本晋也 三重大学医学部附属病院 助教 12 ○

第10回三重大学附属病院・第23回MMC　合同指導医養成講習会

4



別紙４

（No.93）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

選択科目(放射線科) 佐久間肇 三重大学医学部附属病院 教授 34 ○

平成21年度第9回MMC指導医講習会/第4回名大ネットワーク指導医
講習会修了,放射線診断専門医,PET核医学認定医,核医学専門医

4

選択科目(放射線科) 加藤憲幸 三重大学医学部附属病院 准教授 33 ○

平成21年度第10回MMC指導医講習会/第5回名大ネットワーク指導医
講習会修了,IVR専門医,放射線診断専門医,マンモグラフィ読影認
定医,脈管専門医,PET核医学認定医,ステントグラフト指導医,脈管
専門医 4

選択科目(放射線科) 前田正幸 三重大学医学部附属病院 寄附講座教授 33 ○

平成24年度第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会修了,
放射線診断専門医,マンモグラフィ読影認定医

4

選択科目(放射線科) 北川覚也 三重大学医学部附属病院 寄附講座教授 22 ○

平成23年度第14回MMC指導医養成講習会修了,放射線診断専門医,マ
ンモグラフィ読影認定医,米国心臓CT専門医,PET核医学認定医

4

選択科目(放射線科) 永田幹紀 三重大学医学部附属病院 講師 18 ○

核医学専門医,平成23年度第14回MMC指導医養成講習会修了,放射線
診断専門医,PET核医学認定医,マンモグラフィ読影認定医

4

選択科目(放射線科) 石田正樹 三重大学医学部附属病院 講師 20 ○

核医学専門医,マンモグラフィ読影認定医,平成23年度社団法人日
本病院会主催臨床研修指導医養成講習会修了,放射線診断専門
医,IVR専門医,PET核医学認定医

4

選択科目(放射線科) 市川泰崇 三重大学医学部附属病院 准教授 21 ○

放射線診断専門医,マンモグラフィ読影認定医,平成20年度第9回愛
知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導医講習会修了,核医学専
門医

4

選択科目(放射線科) 野本由人 三重大学医学部附属病院 寄附講座教授 32 ○

緩和ケア研修会受講,平成23年度第14回MMC指導医講習会,放射線治
療専門医,癌治療認定医

4

選択科目(放射線科) 山中隆嗣 三重大学医学部附属病院 助教 13 ○

緩和ケア研修会受講,IVR専門医,平成24年度第15回MMC指導医養成
講習会修了,放射線診断専門医,マンモグラフィ読影認定医

4

選択科目(放射線科) 高田彰憲 三重大学医学部附属病院 助教 13 ○

平成27年度第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC合同指導医養
成講習会修了,放射線治療専門医

4



別紙４

（No.94）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

選択科目(放射線科) 伊熊宏樹 三重大学医学部附属病院 助教 20 ○

平成28年度第7回三重大学医学部附属病院/第20回MMC合同指導医養
成講習会修了,放射線診断専門医,核医学専門医,マンモグラフィ読
影認定医

4

選択科目(放射線科) 海野真記 三重大学医学部附属病院 助教 13 ○

平成26年度第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC指導医養成講
習会修了,放射線診断専門医,マンモグラフィ読影認定医

4

選択科目(放射線科) 豊増泰 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

平成29年度第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指導医養
成講習会

4

選択科目(放射線科) 杉野雄一 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

平成30年第11回三重大学附属病院・第24回MMC合同指導医養成講習
会

4

選択科目(放射線科) 東川貴俊 三重大学医学部附属病院 助教 10 ○

第26回MMC/第14回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

選択科目(放射線科) 藤森将志 三重大学医学部附属病院 助教 14 ○

第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC指導医養成講習会

4

選択科目(放射線科) 蟹井善統 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

選択科目(放射線科) 松下成孝 三重大学医学部附属病院 医員 11 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

選択科目
（リウマチ・膠原病内科） 中島亜矢子 三重大学医学部附属病院 教授 33 ○

平成17年第3回東京女子医科大学病院指導医講習会修了

4

選択科目
（リウマチ・膠原病内科） 鈴木康夫 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

平成28年度第6回三重大学附属病院・第19回MMC合同指導医養成講
習会修了

4



別紙４

（No.95）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

選択科目
（リウマチ・膠原病内科） 山本芳樹 三重大学医学部附属病院 助教 9 ○

第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC指導医養成講習会

4

選択科目
（リウマチ・膠原病内科） 伊藤有平 三重大学医学部附属病院 医員 9 ○

日本内科学会内科認定医
第27回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習

4

選択科目
（リハビリテーション科） 百崎良 三重大学医学部附属病院 教授 15 ○

平成26年度第11回東京慈恵会医科大学研修指導医講習会修了

4

選択科目(形成外科) 成島三長 三重大学医学部附属病院 教授 18 ○

形成外科専門医

4

選択科目(形成外科) 石浦良平 三重大学医学部附属病院 助教 7 ○

第25回MMC/第12回三重大学医学部附属病院　合同指導医講習会

4

選択科目(病理) 渡邉昌俊 三重大学医学部附属病院 教授 30 ○

平成29年度第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指導医養
成講習会

4

選択科目(病理) 広川佳史 三重大学医学部附属病院 講師 29 ○

平成25年度第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医講
習会受講修了,臨床細胞専門医,病理専門医・指導医

4

選択科目(病理) 今井裕 三重大学医学部附属病院 准教授 27 ○

平成24年度第15回MMC指導医養成講習会修了,病理専門医,臨床細胞
専門医,国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター

4

選択科目(病理) 小塚祐司 三重大学医学部附属病院 講師 20 ○

病理指導医,平成20年度第4回川崎医科大学附属病院卒後臨床研修
指導医養成講習会修了,病理専門医,臨床細胞専門医,臨床検査専門
医

4

選択科目(病理) 内田克典 三重大学医学部附属病院 助教 25 ○

平成25年度第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医講
習会受講修了,病理専門医,臨床細胞専門医,泌尿器科指導医

4



別紙４

（No.96）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

選択科目(病理) 橋詰令太郎 三重大学医学部附属病院 助教 22 ○

緩和ケア研修会受講,外科認定登録医,平成29年第9回三重大学医学
部附属病院/第22回MMC合同指導医養成講習会

4

選択科目(病理) 林昭伸 三重大学医学部附属病院 助教 14 ○

平成25年度第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医講
習会受講修了,病理専門医,臨床細胞専門医,病理専門医

4

選択科目(検査医学) 中谷中 三重大学医学部附属病院 教授 30 ×

臨床遺伝指導医,認定臨床化学者,臨床検査専門医,臨床遺伝専門
医,臨床腫瘍暫定指導医,老年病専門医

上級医

選択科目(検査医学) 杉本和史 三重大学医学部附属病院 准教授 27 ○

平成18年度第4回MMC新医師臨床研修指導医養成講習会修了,認定内
科医,総合内科指導医,肝臓病専門医,消化器病専門医

4

循環器内科 藤井　英太郎 名張市立病院 院長 27 ○

平成17年度MMC新医師臨床研修指導医養成講習会、日本内科学会総
合内科専門医・指導医、日本循環器学会専門医、日本不整脈心電
学会専門医、日本高血圧学会専門医、三重大学医学博士、三重大
学客員教授、三重大学大学院医学系研究科リサーチアソシエイ
ト、三重大学医学部臨床教授

3,4

循環器内科 武内　哲史郎 名張市立病院 循環器内科部長 12 ○

平成30年度国立病院機構臨床研修指導医講習会、日本循環器学会
専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会認定内科
医、日本糖尿病学会糖尿病専門医、三重大学医学博士

4

循環器内科 廣田　敦也 名張市立病院 循環器内科医師 7 ×

日本内科学会認定内科医

上級医

消化器内科 我山　秀孝 名張市立病院 副院長兼人工透析室長 30 ○

第2回三重大学医学部附属病院指導医養成講習会、日本内科学会認
定内科医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本内科学会総合
内科専門医、三重大学医学部臨床講師、認知症サポート医

4

消化器内科 篠原　浩二 名張市立病院 消化器内科担当部長 22 ○

第11回三重大学医学部附属病院/第24回MMC合同指導医養成講習
会、日本内科学会認定内科医、日本肝臓学会専門医

4

総合診療科 竹田　啓 名張市立病院 総合診療科部長 14 ○

第132回臨床研修指導医講習会、日本プライマリ・ケア連合学会家
庭医療専門医・指導医、認知症サポート医、緩和ケア研修会修了

4



別紙４

（No.97）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

総合診療科 近藤　誠吾 名張市立病院
総合診療科教育研修担

当部長
8 ○

第9回三重大学医学部附属病院/第22回MMC合同指導医養成講習会、
日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医・家庭医
療専門医、日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医・指導
医、ICD制度協議会インフェクション・コントロール・ドクター、
日本脳卒中学会脳梗塞rt-PA適正使用講習修了、日本医師会　健康
スポーツ医、日本化学療法学会抗菌化学療法認定医

4

総合診療科 内堀　善有 名張市立病院 総合診療科医長 12 ○

社会医療法人生長会第４回指導医講習会、日本内科学会認定内科
医、日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医・指
導医

4

小児科 今井　雄一郎 名張市立病院 感染症科医長 17 ×

関西医科大学医学博士、日本小児科学会小児科専門医・指導医、
日本感染症学会専門医、日本化学療法学会抗菌化学療法認定医・
指導医、日本感染症学会ICD認定医

上級医

小児科 須藤　博明 名張市立病院
副院長兼小児科部長兼
栄養科部長兼栄養室長

35 ○

平成16年度関西医科大学附属病院臨床研修指導医養成講習会、日
本小児科学会小児科専門医、日本小児科医会「子どものこころ」
相談医、日本小児感染症学会インフェクションコントロールドク
ター（ＩＣＤ） 4

小児科 小林　穂高 名張市立病院 副診療部長（小児科） 19 ×

日本小児科学会小児科専門医・指導医、日本小児精神神経学会認
定医、日本小児心身医学会認定医・指導医、公益社団法人セー
ブ・ザ・チルドレン・ジャパン「子どものための心理的応急処置
（Psychological First Aid for Children）」一日研修修了 上級医

小児科 岡本　一章 名張市立病院 小児科医師 36 × 上級医

小児科 呂　国棟 名張市立病院 小児科医師 9 × 上級医

外科 山村　剛司 名張市立病院
副院長兼臨床検査科部
長兼臨床工学室長兼外
来化学療法センター長

35 ○

第14回MMC指導医養成講習会、三重大学医学博士、日本外科学会認
定医

4

外科 福浦　竜樹 名張市立病院
副診療部長（外科）兼

外科部長
29 ○

第5回三重大学医学部附属病院/第18回MMC合同指導医養成講習会、
日本外科学会外科専門医・指導医、日本消化器外科学会消化器外
科専門医・指導医、消化器がん外科治療認定医、有限責任中間法
人日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医、三重大学医学部臨床講
師

4

外科 中村　卓 名張市立病院 乳腺外科医長 17 ○

第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医養成講習会、
日本乳癌学会乳腺専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門
医、日本外科学会外科専門医、日本乳がん検診制度管理中央機構
検診マンモグラフィ読影認定医AS判定、日本超音波医学会超音波
専門医、乳房超音波講習会A判定、緩和ケア研修会（PEACE）修了

4



別紙４

（No.98）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 甲嶋　一喜 名張市立病院 外科医師 8 ×

日本DMAT隊員

上級医

整形外科 園田　潤 名張市立病院

副院長兼整形外科部長
兼リハビリテーション
科部長兼リハビリテー
ション室長兼救急室長

31 ○

第8回名大ネットワーク指導医講習会、三重大学医学博士、日本整
形外科学会整形外科専門医、日本整形外科学会運動器リハビリ
テーション専門医、三重大学医学部臨床准教授

4

整形外科 森本　剛司 名張市立病院 整形外科医長 28 ○

第10回MMC指導医講習会／第5回名大ネットワーク指導医講習会、
日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病
医、日本整形外科学会スポーツ医、日本整形外科学会運動器リハ
ビリテーション医 4

脳神経外科 井田　裕己 名張市立病院
副院長兼診療部長兼放

射線科部長兼
脳神経外科部長

30 ○

第4回三重大学医学部附属病院/第17回MMC合同指導医養成講習会、
日本脳神経外科学会専門医・指導医、医学博士、日本脳卒中の外
科学会技術指導医、t-PA講習修了、ボトックス講習修了医、日本
DMAT隊員、三重大学医学部臨床准教授 4

脳神経外科 田中　祥貴 名張市立病院 脳神経外科 8 ×

日本脳神経外科学会専門医

上級医

放射線科 鈴木　千織 名張市立病院 放射線科医長 17 ○

第3回三重大学医学部附属病院/第16回MMC合同指導医養成講習会、
日本医学放射線学会放射線診断専門医・研修指導者、日本核医学
会核医学専門医、日本核医学会PET核医学認定医、日本乳がん検診
制度管理中央機構検診マンモグラフィ読影認定医、肺がんCT検診
認定機構認定医、死亡時画像診断（Ai）研修会修了、三重大学医
学博士

4

麻酔科 谷内　泰孝 名張市立病院 麻酔科医師 13 ×

日本麻酔科学会認定医、麻酔科標榜医

上級医

麻酔科 吉住　祐紀 名張市立病院 麻酔科医師 7 ×

日本麻酔科学会麻酔科専門医、麻酔科標榜医

上級医

循環器内科 沼田　裕一
横須賀市立

うわまち病院
管理者　　　　兼循環

器内科部長
37 ○

日本循環器学会認定専門医
日本内科学会内科認定医
日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ学会研修指導医
日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ学会認定医
身体障害者福祉法指定医（内科）
第1回JADECOM指導医講習会受講
日本高血圧学会指導医
日本心臓病学会心臓病上級臨床医

3
4

総合内科 松永　敬一郎
横須賀市立

うわまち病院
顧問 42 ○

日本内科学会内科認定医
日本アレルギー学会認定医
日本リウマチ認定医
日本リウマチ登録医
身体障害者福祉法指定医（呼吸器）
平成15年度臨床研修指導医養成講習会受講
インフェクションコントロールドクター

4



別紙４

（No.99）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

総合内科 福味　禎子
横須賀市立

うわまち病院
部長 27 ○

日本血液学会認定専門医
産業医
インフェクションコントロールドクター
第2回JADECOM指導医講習会受講

4

総合内科 神尾　学
横須賀市立

うわまち病院
科長 18 ○

救急科専門医認定
日本内科学会認定内科医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本内科学会総合内科専門医
神奈川県医師会主催：第10回指導医のための教育ワークショップ
受講　　　平成28年度プログラム責任者養成講習会修了 4

総合内科 湯山　晋
横須賀市立

うわまち病院
医師 25 ×

日本内科学会総合内科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本消化器病学会消化器病専門医　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本消化器内視鏡学会専門医　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　日本肝臓学会専門医

総合内科 石川　彩夏
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 5 ×

日本内科学会　認定内科医

総合内科 加藤　礼乃
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 2 ×

なし

総合内科兼呼吸器内科 三浦　溥太郎
横須賀市立

うわまち病院
顧問 49 ○

日本呼吸器学会認定専門医
日本胸部疾患学会指導医
日本呼吸器学会指導医
インフェクションコントロールドクター
日本医師会　指導医のための教育ワークショップ(神奈川県医師会
主催)受講 4

呼吸器内科 上原　隆志
横須賀市立

うわまち病院
部長心得 25 ○

日本内科学会　認定内科医
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
インフェクションコントロールドクター
日本医師会認定産業医
日本職業・災害医学会「労災補償指導医」「海外勤務健康管理指
導者」
JMECCインストラクター
日本救急医学会認定ICLS・BLSコースインストラクター
第4回じん肺診断技術研修終了（独立行政法人労働者健康福祉機
構）
日本感染症学会　院内感染対策講習会受講
第10回全国労災病院臨床研修指導医講習会　修了

4

総合内科兼呼吸器内科 飯田　浩之
横須賀市立

うわまち病院
科長 10 ○

日本内科学会総合内科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本病院総合診療医学会認定病院総合診療医　　　　　　
　　　　　　　　第12回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

消化器内科 池田　隆明
横須賀市立

うわまち病院

副病院長　　　　兼消
化器内科部長　　　　　
　　兼消化器病セン

ター長

39 ○

日本内科学会　認定内科医
日本消化器病学会　専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会　専門医
日本肝臓学会　専門医
がん治療認定医
平成16年度東京医科歯科大学医学部附属病院医師臨床研修指導医
講習会受講

4

消化器内科 森川　瑛一郎
横須賀市立

うわまち病院
医師 13 ×

日本消化器病学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本消化器内視鏡学会専門医　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本肝臓学会専門医



別紙４

（No.100）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

消化器内科 髙野　幸司
横須賀市立

うわまち病院
医師 13 ○

日本内科学会総合内科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本消化器病学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本消化器内視鏡学会専門医　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　日本肝臓学会専門医　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　難病指定医                
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年度臨床研
修指導医養成講習会修了（国病北海道東北ブロック　）　第7回横
浜労災病院緩和ケア研修会終了

4

消化器内科 佐藤　晋二
横須賀市立

うわまち病院
医師 9 ×

日本内科学会認定内科医

消化器内科 諸井　厚樹
横須賀市立

うわまち病院
医師 9 ×

なし

消化器内科 本庄　香子
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 4 ×

なし

循環器内科 岩澤　孝昌
横須賀市立

うわまち病院

副病院長　　　　　　　
　兼循環器内科部長兼　
集中治療部部長

27 ○

日本循環器学会認定専門医
日本内科学会内科認定医
第2回JADECOM指導医講習会受講

4

循環器内科 水政　豊
横須賀市立

うわまち病院
部長心得 27 ○

日本循環器学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本内科学会認定内科医　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　第2回JADECOM指導医講習会受講

4

循環器内科 黒木　茂
横須賀市立

うわまち病院
部長心得 27 ○

日本循環器学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本内科学会認定内科医　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　第2回JADECOM指導医講習会受講　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　クオリティマネージェー養成セミナー　
　　　　　　　　　　　　　　　　植え込み型除細動器/ペーシン
グによる心不全治療研修セミナー終了

4

循環器内科 島村　浩正
横須賀市立

うわまち病院
科長 28 ×

日本内科学会認定医

循環器内科 泊口　哲也
横須賀市立

うわまち病院
科長 25 ○

第2回JADECOM指導医講習会受講
産業医　日本内科学会認定医　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本循環器学会専門医 4

循環器内科 荒木　浩
横須賀市立

うわまち病院
科長 25 ×

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会循環器専門医
日本内科学会認定総合内科専門医
日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医
日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門医

循環器内科 岡田　拓也
横須賀市立

うわまち病院
科長 23 ×

日本循環器学会循環器専門医
日本内科学会認定総合内科専門医
日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医

循環器内科 吉田　稔
横須賀市立

うわまち病院
8 ×

日本内科学会　認定内科医
日本救急医学会専門医
集中治療専門医

循環器内科 浦　穂高
横須賀市立

うわまち病院
2 ×

なし
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（No.101）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

腎臓内科 志村　岳
横須賀市立

うわまち病院
部長 23 ○

日本内科学会　認定内科医
日本透析医学会　専門医・指導医
日本高血圧学会　指導医
日本プライマリ・ケア学会　認定医・指導医
第1回国際医療福祉大学・高邦会グループ初期臨床研修指導医養成
ワークショップ受講

4

腎臓内科 大上　尚仁
横須賀市立

うわまち病院
医師 5 ×

なし

腎臓内科 加藤　実玖
横須賀市立

うわまち病院
医師 5 ×

なし

小児科 宮本　朋幸
横須賀市立

うわまち病院
副管理者　　　兼小児

科部長
29 ○

日本小児科学会専門医
身体障害者福祉法指定医
小児循環器暫定指導医
医師臨床研修制度・研修管理委員会・委員長研修終了
第2回JADECOM指導医講習会受講 1

4

小児科
兼小児外科

毛利　健
横須賀市立

うわまち病院
小児科部長心得兼小児

外科部長
28 ○

外科認定医
日本小児科学会専門医
神奈川県医師会主催第8回指導医のためのワークショップ受講　　　
　　　　日本静脈経腸栄養学会認定医

4

小児科 毛利　陽子
横須賀市立

うわまち病院
科長 28 ×

日本小児科学会専門医

小児科 山藤　陽子
横須賀市立

うわまち病院
科長 24 ×

日本小児科学会専門医
腎臓専門医

小児科 岩岡　亜理
横須賀市立

うわまち病院
医師 21 ×

日本小児科学会専門医

小児科 佐藤　隆介
横須賀市立

うわまち病院
医師 20 ○

第8回JADECOM指導医講習会受講　　　　日本小児科学会専門医

4

小児科 村島　義範
横須賀市立

うわまち病院
医師 18 ×

日本小児科学会専門医

小児科 角　春賢
横須賀市立

うわまち病院
医師 12 ○

日本小児科学会専門医
第12回JADECOM地域指向型指導医養成講習会受講 4

小児科 本田　涼
横須賀市立

うわまち病院
医師 12 ×

日本小児科学会専門医

小児科 川島　章子
横須賀市立

うわまち病院
医師 19 ×

日本外科学会外科専門医
日本小児科学会専門医

小児科 佐藤　充晃
横須賀市立

うわまち病院
医師 6 ×

日本小児科学会専門医

小児科 松川　加奈子
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 9 ×

なし

小児科 佐々木　恭介
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 7 ×

なし
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（No.102）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 栗原　太郎
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 5 ×

なし

小児科 中山　詩礼
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 4 ×

なし

小児科 櫻井　達哉
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 2 ×

なし

外科 菅沼　利行
横須賀市立

うわまち病院
第二外科部長 33 ○

日本外科学会外科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本浄化器学会指導医　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　消化器病専門医
消化器外科専門医
消化器内視鏡専門医
外科指導医
インフェクションコントロールドクター
消化器外科指導医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
第7回JADECOM指導医講習会受講

4

外科 岡田　晋一郎
横須賀市立

うわまち病院
科長 24 ○

日本外科学会外科専門医
マンモグラフィ読影認定医
身体障害者福祉法指定医
第8回JADECOM指導医講習会受講 4

外科 中谷　研介
横須賀市立

うわまち病院
科長 11 ○

日本外科学会外科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　障害者福祉法指定医                                 　
　　　　　　　　第9回JADECOM地域志向型指導医講習会受講 4

外科 松本　理沙
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 8 ×

なし

外科 大谷　菜穂子
横須賀市立

うわまち病院
医師 8 ×

日本外科学会外科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本消化器病学会消化器病専門医　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　検診マンモグラフィ読影認定医

外科 佐野　太一
横須賀市立

うわまち病院
医師 3 ×

なし

外科 水澤　由樹
横須賀市立

うわまち病院
医師 3 ×

なし

整形外科 山本　和良
横須賀市立

うわまち病院
副病院長　　　兼整形

外科部長
31 ○

日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定ﾘｳﾏﾁ医
日本ﾘｳﾏﾁ学会認定医
日本体育協会ｽﾎﾟｰﾂ医
身体障害者福祉法指定医
神奈川県医師会主催：指導医のための教育ワークショップ受講

4

整形外科 長谷川　敬和
横須賀市立

うわまち病院
部長 30 ×

日本整形外科学会専門医
日本脊椎脊髄病学会指導医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
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担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

整形外科 折戸　啓介
横須賀市立

うわまち病院
科長 21 ×

日本整形外科学会専門医身　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　体障害者福祉法指定医　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本整形外科学会第11回研修指導者講習会　　　
　　　　　　　　　　　　平成22年度義肢装具等適合判定医師研
修会修了

整形外科 鷲見　昌克
横須賀市立

うわまち病院
医師 8 ×

日本整形外科学会専門医

整形外科 臼井　健人
横須賀市立

うわまち病院
医師 4 ×

なし

整形外科 熊谷　壇
横須賀市立

うわまち病院
医師 2 ×

なし

脳神経外科 廣田　暢夫
横須賀市立

うわまち病院

第一脳神経外科部長　　
　　　兼第一脳血管外

科部長
兼診療放射線科管理部

長

31 ○

脳神経外科専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医
身体障害者福祉法指定医
日本脳神経血管内治療学会指導医　日本脳卒中学会脳卒中専門医
第9回JADECOM地域志向型指導医講習会受講 4

脳神経外科 青柳　盟史
横須賀市立

うわまち病院
科長 17 ×

日本脳神経学会専門医

脳神経外科 熊谷　いづみ
横須賀市立

うわまち病院
医師 7 ×

なし

脳神経外科 古館　隆太郎
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 6 ×

なし

リハビリテーション科 保格　宏務
横須賀市立

うわまち病院
部長心得 26 ×

難病指定医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　身体障害者福祉法指定医　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　日本リハビリテーション医学会会員

呼吸器外科 大森　隆広
横須賀市立

うわまち病院
部長 25 ○

呼吸器外科専門医
気管支鏡専門医
外科専門医
がん治療認定医
第2回横浜市立市民病院臨床研修指導医養成講習会受講 4

呼吸器外科 新里　稔
横須賀市立

うわまち病院
医師 5 ×

下枝静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による実施医　　　　
　　　　　　　2018年度済生会横浜市南部病院緩和ケア研修会修
了



別紙４

（No.104）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

心臓血管外科 安達　晃一
横須賀市立

うわまち病院
部長 26 ○

心臓血管外科専門医
日本外科学会専門医
日本外科学会指導医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本脈管学会脈管専門医
下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による実施医
ICD認定
日本医師会認定産業医
身体障害者福祉法指定医
難病指定医
第11回徳洲会グループ臨床研修指導者養成講習会

4

心臓血管外科 中田　弘子
横須賀市立

うわまち病院
科長 24 ○

日本脈管学会脈管専門医
日本外科学会専門医
胸部外科認定医
身体障害者福祉法第15条指定医
BLSおよびACLSプロバイダー
平成20年度プログラム責任者養成講習会（厚生労働省後援）修了

4

心臓血管外科 田島　泰
横須賀市立

うわまち病院
医師 14 ×

心臓血管外科専門医
日本脈管学会脈管専門医
日本外科学会外科専門医
下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による実施医
下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による指導医
腹部ステントグラフト指導医

心臓血管外科 中村　宜由
横須賀市立

うわまち病院
医師 5 ×

なし

集中治療部 牧野　淳
横須賀市立

うわまち病院
部長心得 21 ○

日本救急医学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会救急科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　感染症専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　集中治療専門医
平成28年度第2回臨床研修指導医講習会修了

4

集中治療部 岡田　和也
横須賀市立

うわまち病院
医師 11 ×

日本腎臓学会腎臓専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本透析医学会透析専門医　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本内科学会総合内科専門医　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　日本内科学会認定内科医　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 難病指定医　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身体障害者福祉法指
定医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本救急
医学会認定ICLS・BLSコースインストラクタ－

集中治療部 三井　恵
横須賀市立

うわまち病院
医師 7 ×

なし

集中治療部 後藤　崇夫
横須賀市立

うわまち病院
医師 7 ×

日本内科学会認定内科医
日本静脈経腸栄養学会ＴＮＴコース
第8回沖縄県緩和ケア研修会終了

産婦人科 木田　博勝
横須賀市立

うわまち病院
第二産婦人科部長 33 ○

日本産婦人科学会専門医
母体保護法指定医
第6回臨床研修指導医養成セミナー（国立大学法人富山大学附属病
院）受講 4

産婦人科 輿石　真
横須賀市立

うわまち病院
科長 30 ○

日本産婦人科学会指導医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本産婦人科学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　VHJ機構指導医養成講座修了（平成23年7月）

4
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担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

産婦人科 山本　みのり
横須賀市立

うわまち病院
科長 25 ×

日本産婦人科学会専門医

産婦人科 和知　敏樹
横須賀市立

うわまち病院
科長 24 ×

日本産婦人科学会専門医
日本産婦人科学会指導医

産婦人科 河野　明子
横須賀市立

うわまち病院
医師 9 ×

日本産婦人科学会専門医

眼科 西本　浩之
横須賀市立

うわまち病院
部長 33 ○

眼科専門医
日本医師会生涯教育制度研修認定臨床研修指導医養成講習会修了
AHA BLS for HCP Course 4

眼科 三宅　俊之
横須賀市立

うわまち病院
科長 15 ×

眼科専門医

耳鼻咽喉科 松下　武史
横須賀市立

うわまち病院
科長 11 ×

日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医

耳鼻咽喉科 井口　悠香
横須賀市立

うわまち病院
医師 7 ×

なし

耳鼻咽喉科 硯川　亜美
横須賀市立

うわまち病院
医師 6 ×

なし

泌尿器科 黄　英茂
横須賀市立

うわまち病院
部長 24 ○

日本泌尿器学会泌尿器科専門医
日本泌尿器学会泌尿器科指導医
泌尿器腹腔鏡技術認定医
第7回JADECOM指導医講習会受講 4

泌尿器科 高口　大
横須賀市立

うわまち病院
医師 13 ○

日本泌尿器学会泌尿器科専門医
日本泌尿器学会泌尿器科指導医
泌尿器腹腔鏡技術認定医
がん治療認定医

4

形成外科 高瀨　税
横須賀市立

うわまち病院
部長 26 ○

日本形成外科学会専門医
皮膚腫瘍外科指導医専門医
身体障害者指定医
第12回JADECOM地域志向型指導医講習会受講 4

形成外科 横山　愛
横須賀市立

うわまち病院
医師 11 ×

日本形成外科学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本内科学会認定内科医

皮膚科 大川　智子
横須賀市立

うわまち病院
科長 15 ○

日本皮膚科学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本アレルギー学会専門医　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　第14回JADECOM地域志向型指導医講習会受講 4

皮膚科 中河原　 怜子
横須賀市立

うわまち病院
医師 14 ×

なし

放射線科 平野　暁
横須賀市立

うわまち病院
部長 37 ○

日本放射線学会専門医
第7回JADECOM指導医講習会受講 4



別紙４

（No.106）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

高精度放射線治療セン
ター

大泉　幸雄
横須賀市立

うわまち病院
センター長 45 ×

日本医学放射線学会放射線治療専門医　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本医学放射線学会研修指導者　　　　　    　　　　　
　　　　　　　　  日本がん治療認定医機構暫定教育委

高精度放射線治療セン
ター

畠山　和幸
横須賀市立

うわまち病院
医師 33 ×

日本医師会認定産業医

麻酔科 砂川　浩
横須賀市立

うわまち病院
部長 26 ○

日本麻酔科学会麻酔科指導医
日本麻酔科学会麻酔科専門医
心臓血管麻酔専門医（暫定）
杏林大学医学部付属病院第13回指導医養成ワークショップ受講

4

麻酔科 篠田　貴秀
横須賀市立

うわまち病院
部長 38 ×

麻酔科標榜医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本麻酔科学会専門医

麻酔科 鈴木　新太郎
横須賀市立

うわまち病院
科長 21 ×

麻酔科標榜許可
日本麻酔科学会認定医

麻酔科 千葉　圭彦
横須賀市立

うわまち病院
医師 4 ×

なし

麻酔科 大濵　信之亮
横須賀市立

うわまち病院
医師 3 ×

なし

救急総合診療部 本多　英喜
横須賀市立

うわまち病院

副管理者　　　兼救急
総合診療部部長　　　　
兼救命救急センターセ

ンター長

26 ○

日本救急医学会認定医
日本内科学会認定医
日本プライマリケア学会研修指導医
産業医
救急科専門医
第1回JADECOM指導医講習会受講
JMECCインストラクター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本救急医学会指導医 指導医　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾗｰ　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　高気圧酸素治療専門医認定証 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　卒後臨床研修評価機構 訪問
調査者登録証

4

救急総合診療部 北原　浩
横須賀市立

うわまち病院
科長 30 ×

日本救急医学会専門医
日本外科学会専門医
日本プライマリ・ケア学会　認定医

救急総合診療部 内倉　淑男
横須賀市立

うわまち病院
科長 11 ×

日本救急医学会専門医
日本内科学会認定医
JMECCインストラクター
日本救急医学会認定ICLS・BLSコースディレクター

救急総合診療部 高津　光
横須賀市立

うわまち病院
医師 24 ×

日本救急医学会専門医　　外科認定医

救急総合診療部 森　来実
横須賀市立

うわまち病院
医師 2 ×

なし

救急総合診療部 中山　洋平
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 5 ×

なし

救急総合診療部 土屋　りみ
横須賀市立

うわまち病院
専攻医 47 ×

なし



別紙４

（No.107）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

精神科 藤代　潤
横須賀市立

うわまち病院
部長 24 ○

日本精神神経学会専門医・指導医
日本臨床精神神経薬理学会専門医
日本旅行医学会認定医
産業医
平成18年度横浜市立大学病院群臨床研修指導医養成講習会受講

4

病理検査科 辻本　志朗
横須賀市立

うわまち病院
顧問 47 ×

日本病理学会指導医・専門医

病理検査科 飯田　真岐
横須賀市立

うわまち病院
部長 27 ○

日本病理学会指導医・専門医
日本臨床細胞学会専門医
第7回JADECOM指導医講習会受講 4

外科 久保章 横須賀市立市民病院 管理者 43 ×

日本消化器外科学会指導医
日本消化器病学会指導医
日本外科学会指導医・専門医
日本臨床腫瘍学会暫定指導医
日本がん治療認定医機構・がん治療認定医・暫定教育医
日本大腸肛門病学会指導医
日本消化器学会・消化器がん外科治療認定医
身体障害者福祉法15条指定医

外科 亀田久仁郎 横須賀市立市民病院
副病院長
診療部長

31 ○

日本消化器外科学会指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本外科学会指導医
日本臨床腫瘍学会暫定指導医
2006年三浦半島地域臨床研修指導医養成講習会受講
2011年11月プログラム責任者養成講習会受講済み
身体障害者福祉法15条指定医

4

外科 長嶺弘太郎 横須賀市立市民病院 消化器外科科長 25 ○

日本消化器外科学会指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本外科学会指導医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
第72回新臨床研修指導医養成講習会受講済み
身体障害者福祉法15条指定医

4

外科 杉浦浩朗 横須賀市立市民病院 乳腺外科科長 25 ○

日本外科学会認定医
日本外科学会専門医
マンモグラフィー読影認定医
三浦半島地域臨床研修指導医養成講習会受講済み
プライマリ・ケア認定医
身体障害者福祉法15条指定医 4

消化器内科 小松和人 横須賀市立市民病院
副病院長
診療部長

34 ○

医学博士
日本内科学会総合内科専門医
内科認定医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
2005年三浦半島地域臨床研修指導医養成講習会受講済み
プライマリ・ケア認定医
身体障害者福祉法15条指定医

4

消化器内科 髙畑豪 横須賀市立市民病院 12 ×

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
肝臓専門医

　



別紙４

（No.108）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

消化器内科 道端信貴 横須賀市立市民病院 主任医長 12 ○

日本内科学会認定医
総合内科専門医
消化器病専門医
肝臓専門医
消化器内視鏡専門医
第12回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み

4

循環器内科
救急部門

坂賢一郎 横須賀市立市民病院 診療部長 18 ○

認定内科医
総合内科専門医
日本循環器科学会専門医
日本心血管インターベンション学会認定医
第9回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み
身体障害者福祉法15条指定医

4

循環器内科 鈴木弘之 横須賀市立市民病院 主任医長 12 ○

日本内科学会認定医
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
日本心血管インターベンション治療学会認定医
第12回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み

4

腎臓内科 國保敏晴 横須賀市立市民病院
診療部長

プログラム責任者
22 ○

医学博士
日本内科学会認定医・総合内科専門医・指導医
日本透析医学会専門医・指導医
日本高血圧学会指導医
日本腎臓学会専門医
2007年日本病院会主催臨床研修指導医養成講習会受講済み
2016年11月プログラム責任者養成講習会受講
プライマリ・ケア指導医
身体障害者福祉法15条指定医
難病指定医

1、4

腎臓内科 安藤匡人 横須賀市立市民病院 9 ×

内科認定医

内科
血液内科

原野浩 横須賀市立市民病院 診療部長 36 ○

医学博士
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
日本血液学会専門医・指導医
第9回横浜市立大学病院群臨床研修指導医養成講習会受講済み 4

内分泌・糖尿病内科 土屋博久 横須賀市立市民病院 診療部長 21 ○

日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会専門医・指導医
日本甲状腺学会専門医
第9回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み
プライマリ・ケア認定医

4

内分泌・糖尿病内科 室橋祐子 横須賀市立市民病院 9 ×

内科認定医

神経内科 平田順一 横須賀市立市民病院 診療部長 19 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
日本神経学会神経内科専門医・指導医
身体障害者福祉法15条指定医
第9回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み
プライマリ・ケア認定医

4

呼吸器内科 山口展弘 横須賀市立市民病院
診療部長

副プログラム責任者
19 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
日本呼吸器学会専門医・指導医
臨床研修医指導医講習会受講予定
プライマリ・ケア認定医
身体障害者福祉法15条指定医
平成27年横浜市立大学病院群診療研修指導医養成講習会受講済み

2、4
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（No.109）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

ﾘｳﾏﾁ科 浅見由希子 横須賀市立市民病院 医長 18 ○

日本内科学会認定医・総合内科専門医
日本リウマチ学会専門医・指導医
平成27年横浜市立大学病院群診療研修指導医養成講習会受講済み

4

脳神経外科 吉田俊 横須賀市立市民病院 診療部長 19 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本神経内視鏡学会神経内視鏡技術認定医
小児慢性特定疾患指定医
身体障害福祉法15条指定医
難病指定医
第12回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み

4

泌尿器科 藤川敦 横須賀市立市民病院 診療部長 23 ○

日本泌尿器学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構・がん治療認定医
神奈川県医師会主催平成24年指導医のための教育ワークショップ
受講済み 4

整形外科 保田勉 横須賀市立市民病院 診療部長 45 ×

医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
身体障害者福祉法15条指定医

整形外科 相原利男 横須賀市立市民病院 診療部長 25 ○

医学博士
日本整形外科学会専門医
日本体育協会スポーツドクター
日整会認定スポーツ医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本整形外科学会運動器リハビリテーション医
身体障害者福祉法15条指定医
神奈川県医師会主催第5回指導医のための教育ワークショップ受講
済み

4

関節外科 石川博之 横須賀市立市民病院 診療部長 25 ×

医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会運動器リハビリテーション医
身体障害者福祉法15条指定医

形成外科 北村翔 横須賀市立市民病院 主任医長 8 ×
日本形成外科学会専門医

精神科 磯島大輔 横須賀市立市民病院 診療部長 21 ○

日本精神神経学会精神科専門医・指導医
精神保健指定医
死体解剖資格
神奈川県医師会主催第7回指導医のための教育ワークショップ受講
済み

4

麻酔科 北村俊治 横須賀市立市民病院
副管理者
診療部長

40 ○

日本麻酔科学会専門医
麻酔科標榜医
指導医のための教育ワークショップ受講済み

3、4

麻酔科 野瀬浩文 横須賀市立市民病院 診療部長 34 ○

日本麻酔科学会専門医・指導医
第7回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み

4

産婦人科 西川立人 横須賀市立市民病院 科長 34 ○

日本産科婦人科学会専門医
麻酔科標榜医
第7回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み 4



別紙４

（No.110）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

産婦人科 橘田喜德 横須賀市立市民病院 科長 26 ×

日本産科婦人科学会専門医

眼科 冨岡敏也 横須賀市立市民病院 診療部長 29 ○
日本眼科学会専門医
平成29年JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み 4

放射線科 望月隆男 横須賀市立市民病院 診療部長 31 ○
日本医学放射線学会放射線科専門医
第７回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み 4

病理診断科 竹川義則 横須賀市立市民病院
診療部長

副プログラム責任者
28 ○

日本病理学会病理専門医・研修指導医
日本臨床細胞学会細胞診専門医
日本臨床検査医学会臨床検査管理医
日本病理学会学術評議員
医学博士
2006年三浦半島地域臨床研修指導医養成講習会受講済み

2、4

健康管理科 杉本孝一 横須賀市立市民病院 診療部長 37 ○

医学博士
日本内科学会認定総合内科専門医・指導医
日本循環器学会専門医
日本腎臓学会専門医
日本臨床薬理学会認定医・研修指導医
日本医師会認定産業医
人間ドック学会認定医・健診専門医・健診指導医 
神奈川県医師会主催第7回指導医のための教育ワークショップ受講
済み

4

産婦人科 荒堀　憲二 伊東市民病院 管理者兼産婦人科部長 40 ○

日本産婦人科学会認定医
母体保護法認定医
思春期相談師 
第6回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済 4

整形外科 渡邉　安里 伊東市民病院
副管理者兼整形外科部

長
42 ○

日本整形外科学会専門医
日本リハビリテーション学会専門医
日本リウマチ学会専門医
第10回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済 4

内科 川合　耕治 伊東市民病院
病院長兼消化器内科部

長
35 ○

日本内科学会指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本内視鏡学会専門医
日本病院総合診療医学会認定病院総合診療医
第2回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済

4

内科 飯笹　泰藏 伊東市民病院 診療情報管理室室長 43 ○

日本内科学会指導医
日本リウマチ学会専門医
全国自治体病院協議会第１０回新医師臨床研修指導医養成講習会
受講済み

4

内科 藤井　幹久 伊東市民病院
副病院長兼循環器内科

部長
39 ○

日本内科学会指導医
日本循環器学会専門医
日本ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ学会指導医
第3回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済

3
4

外科 神谷　紀之 伊東市民病院 診療部長兼外科部長 27 ○

日本外科学会専門医
日本消化器病学会指導医
日本消化器外科学会指導医
全国自治体病院協議会第93回臨床研修指導医養成講習会 4



別紙４

（No.111）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 荒川　洋一 伊東市民病院
アレルギー科部長兼臨
床研修センター顧問

39 ○

日本小児科学会専門医
日本アレルギー学会専門医
日本医師会認定産業医
新生児蘇生法修了認定
日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医
第2回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済

4

耳鼻咽喉科 山田　哲也 伊東市民病院
耳鼻咽喉科科長兼総合

診療科科長
15 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医
日本病院総合診療医学会認定病院総合診療医
第11回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済

4

総合診療科 田中　まゆみ 伊東市民病院
総合診療科科長兼臨床

研修センター長
30 ○

第2回聖路加国際病院臨床研修教育のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講済

1,4

小児科 宇津木　忠仁 伊東市民病院 小児科部長 36 ○

日本小児科学会専門医
日本小児外科学会専門医
日本外科学会専門医
ＰＡＬＳプロバイダー
新生児蘇生法インストラクター
第6回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済

4

耳鼻咽喉科 松尾　博道 伊東市民病院 耳鼻咽喉科部長 32 ○

第9回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済
日本耳鼻咽喉科学会指導医
日本医師会認定産業医 4

皮膚科 竹下　芳裕 伊東市民病院 皮膚科科長 24 ○

日本皮膚科学会皮膚科専門医
第10回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済

4

麻酔科 富樫　秀彰 伊東市民病院 麻酔科科長 29 ○

日本麻酔科学会麻酔科指導医
日本麻酔科学会麻酔科専門医
第7回国際医療福祉大学・高邦会ｸﾞﾙｰﾌﾟ臨床研修指導医養成ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ受講済

4

麻酔科 飯田　武彦 伊東市民病院 麻酔科科長 27 ○

日本麻酔科学会麻酔科指導医
日本麻酔科学会麻酔科専門医
日本医師会認定産業医
第2回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済

4

外科 城野　晃一 伊東市民病院 救急科部長兼外科科長 34 ○

日本外科学会専門医
日本救急医学会救急科専門医
平成18年度臨床研修指導医養成講習会近畿ブロック医療技術研修
受講済

4

形成外科 古元　将和 伊東市民病院 形成外科科長 15 ○

日本形成外科学会専門医
日本褥瘡学会認定医
日本創傷外科学会専門医
第11回順天堂大学医学部初期臨床研修指導医講習会受講済 4

放射線科 眞鍋　知子 伊東市民病院 放射線科部長 24 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本医学放射線学会研修指導医
日本核医学会専門医
日本医学会PET核医学認定医
日本乳がん検診精度管理中央機構健診マンモグラフィー読影認定
医
第13回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済

4

内科 小野田　圭佑 伊東市民病院 内科科長 16 ○
第13回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済

4



別紙４

（No.112）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

脳神経外科 中島　進 伊東市民病院
脳神経外科部長兼臨床

研修副センター長
35 ○

日本脳神経外科学会専門医
聖マリア病院指導医講習会受講済

4

眼科 伊藤　浩一 伊東市民病院 眼科科長 27 ○

日本眼科学会専門医
浜松医科大学附属病院指導医講習会受講済 4

内科 築地　治久 伊東市民病院
認知症疾患医療セン

ター長
40 ○

日本内科学会専門医
日本神経学会認定医
日本病院総合診療医学会認定病院総合診療医
第3回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講済 4

内科 吉野　淨 石岡第一病院 院長 42 ○

総合内科専門医
消化器認定医
第3回JADECOM指導医講習会受講

4

内科
地域医療

舘　泰雄 石岡第一病院 管理者 29 ○

総合内科専門医
プライマリケア専門医
第1回JADECOM指導医講習会受講

3
4

整形外科 吉村　亀世志 石岡第一病院 副院長 35 ○

第2回JADECOM指導医講習会受講

4

小児科 松本　由美 石岡第一病院 小児科部長 31 ○

第6回JADECOM指導医講習会受講

4

内科　地域医療 杉田　義博 日光市民病院 管理者 28 ○

日本医師会認定産業医
日本プライマリ・ケア学会認定指導医　　　　　　　　　　　　　
　　　　　日本リハビリテーション医学会　臨床認定医
第5回国際医療福祉大学・高邦会グループ臨床研修指導医養成ワー
クショップ受講 3

4

外科
地域医療

三ツ木 禎尚 西吾妻福祉病院
管理者

兼病院長
27 ○

自治医科大学附属病院
自治医科大学附属大宮医療センター合同臨床研修指導医講習会
（平成18年6月受講）
日本プライマリ・ケア連合学会指導医 3 

4

外科
地域医療

塩谷　恵一 西吾妻福祉病院 副病院長 25 ○

日本外科学会認定医
自治医科大学附属病院
平成20年度自治医科大学附属・自治医科大学附属さいたま医療セ
ンター合同臨床研修指導医講習会（H20.6.12)
日本プライマリ･ケア連合学会指導医

4

内科
地域医療

倉澤　美和 西吾妻福祉病院 診療部長 25 〇

日本内科学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ・ｹｱ連合学会指導医
平成28年度群馬大学医学部附属病院臨床研修指導医養成講習会

4



別紙４

（No.113）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科
救急科 高原　喬 西吾妻福祉病院 33 ○

日本救急医学会専門医
日本外科学会認定医
自衛隊中央病院臨床研修指導医講習会（平成28年11月6日受講終
了） 4

産婦人科
酒井　英明 西吾妻福祉病院 医長 31 ○

日本産婦人科学会専門医
群馬大学医学部附属病院臨床研修指導医講習会(平成27年度群馬大
学医学部附属病院開催）
産業医 4

内科、地域医療、
総合診療

井上　陽介 町立湯沢病院 管理者 26 ○

プライマリケア学会認定医・指導医/第２回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医
講習会 3

4

内科、地域医療 浅井　泰博 町立湯沢病院 院長 31 ○

内科専門医/プライマリケア学会認定医・指導医/第１回ＪＡＤＥ
ＣＯＭ指導医講習会

4

内科、地域医療 西谷　基子 町立湯沢病院 副院長 16 ○

内科認定医
第7回ＪＡＤＥＣＯＭ地域志向型指導医講習会
日本消化器内視鏡専門医 4

内科、地域医療 小坂　明博 町立湯沢病院 医師 8 ○

内科認定医/日本プライマリ・ケア連合学会家庭専門医・指導医第
13回ＪＡＤＥＣＯＭ地域指向型指導医講習会

4

内科 片山　繁 上野原市立病院 管理者 28 ○

日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医
新臨床研修指導医講習会修了
（第1回JADECOM指導医講習会）

3
4

内科 村田　暢宏 上野原市立病院 副管理者 34 ○

日本内科学会認定医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本内科学会総合内科専門医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医
第6回JADECOM指導医講習会受講

4

外科(脳外科） 長坂　光泰 上野原市立病院 病院長 31 ○

日本脳神経外科学会専門医

4

循環器内科 谷岡　芳人 市立大村市民病院 病院長 39 ○

健康スポーツ医
認定産業医
全国自治体病院協議会第31回臨床研修指導医講習会修了
心臓リハビリテーション指導士

3
4

総合診療科
地域医療

立花　一幸 市立大村市民病院 管理者 37 ○

日本外科学会専門医・認定医
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
日本救急医学会救急科専門医
2004.10.21 四病院団体協議会臨床研修指導者養成課程講習会修了

4

内科 安岡　彰 市立大村市民病院 副院長 35 ○

気管支鏡指導医
ＩＣＤ認定医
感染症専門医
平成26年度第3回長崎大学病院群臨床研修指導医養成のための講習
会修了

4

心臓血管外科 中村　克彦 市立大村市民病院
副院長

統括診療部長
37 ○

日本外科学会認定医
日本循環器学会専門医
日本胸部外科学会認定医
心臓血管外科専門医
第８回九州ブロック医師臨床研修指導医養成ワークショップ受講

4



別紙４

（No.114）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 松尾　俊和 市立大村市民病院
副院長

医療技術部長
32 ○

日本外科学会認定医
日本消化器外科学会認定医
日本外科学会専門医
２００８．１２．４第６回九州ブロック医師臨床研修指導医養成ワークシップ
受講

4

総合診療科
救急

野中 和樹 市立大村市民病院
副院長

総合診療部長
29 ○

日本外科学会認定医
日本外科学会専門医
日本胸部外科学会認定医（心臓・大血管） 
平成24年度 第8回 JADECOM地域志向型指導医講習会

4

循環器内科 安岡　千枝 市立大村市民病院
集中治療部長

循環器内科科長
26 ○

日本循環器学会専門医、日本内科学会認定内科医
平成21年度長崎大学病院群臨床研修指導医養成のための講習会修了

4

麻酔科 蓮尾　浩 市立大村市民病院 中央手術部長 29 ○

麻酔科標榜医
麻酔科指導医
平成26年度第2回長崎大学病院群臨床研修指導医養成のための講習
会修了

4

内科 大塚　英司 市立大村市民病院 内視鏡診療部長 36 ○

総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本内科学会認定教育施設指導医
平成28年度第1回長崎大学病院群臨床研修指導医養成のための講習
会修了

4

小児科 手島　秀剛 市立大村市民病院 小児診療部長 32 ○

小児専門医
小児循環器専門医
2010.4.21 日本小児科学会臨床研修指導医講習会修了 4

外科 劉　中誠 市立大村市民病院 外科科長 28 ○
外科専門医
平成23年度愛媛大学医学部付属病院卒後臨床研修指導医講習会（第8
回）修了

4

外科 草野　徹 市立大村市民病院 外科医長 17 ○

外科専門医
消化器内視鏡専門医・指導医
消化器がん外科治療認定医
消化器外科専門医
第5回大分県医師臨床研修指導医講習会修了

4

総合診療科 久保地　泰仁 市立大村市民病院 救急総合診療科医長 15 ○

内科認定医
循環器専門医
不整脈専門医
第24回「臨床研修指導医のための教育ワークショップ」修了

4

総合診療科 久保地　美奈子 市立大村市民病院 救急総合診療科医長 15 ○
内科認定医
循環器専門医
不整脈専門医
第25回「臨床研修指導医のための教育ワークショップ」修了

4

泌尿器科 鹿子木　桂 市立大村市民病院 泌尿器科医長 15 ○

平成27年度大3階長崎大学病院群臨床研修指導医育成のための講習
会修了

4

心臓血管外科 金本　亮 市立大村市民病院 心臓血管外科医員 10 ○

第28回久留米大学病院指導医講習会修了

4

内科 伊藤　重二 公立丹南病院 管理者 37 ×

内科学会認定医
消化器内視鏡学会指導医・専門医

小児科 布施田　哲也 公立丹南病院 病院長 33 ○

小児科学会専門医
第2回JADECOM指導医講習会受講 3

4



別紙４

（No.115）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 北島　竜美 公立丹南病院 医局長 29 ○

外科学会専門医
消化器内視鏡学会専門医
第2回JADECOM指導医講習会受講 4

内科 伊藤　義幸 公立丹南病院 内科部長 29 ○

内科学会認定医
消化器内視鏡学会指導医・専門医
17年度福井大学病院指導医講習会受講 4

小児科 井尾　浩一 公立丹南病院 科長 20 ○

小児科学会専門医
消化器内視鏡学会専門医
23年度福井大学病院指導医講習会受講 4

眼科 青木　内匠 公立丹南病院 科長 22 ○

眼科学会認定専門医
21年度福井大学病院指導医講習受講

4

耳鼻咽喉科 窪　誠太 公立丹南病院 科長 18 ○

耳鼻咽喉科学会専門医
日本アレルギー学会専門医
21年度福井大学病院指導医講習受講 4

外科 宮崎　国久 東京北医療センター 管理者 35 ○

日本外科学会指導医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会指導医
日本消化器外科学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（平成20年度自治医科大学附属病
院・自治医科大学附属病院さいたま医療センター合同臨床研修指
導医講習会）
救急学会認定資格者
東京JMAT研修会修了
ATOMコース修了
ATOMコース指導医

4

産婦人科 塩津　英美 東京北医療センター
センター長
副管理者

産婦人科科長
35 ○

日本産科婦人科学会産婦人科専門医
日本産科婦人科学会指導医
日本女性医学会 女性ヘルスケア暫定指導医
新臨床研修指導医講習会修了（第9回東京都医師会講習会）
母体保護指定医
母体保護法指定医師研修会修了

4

総合診療科 宮﨑　勝 東京北医療センター
副管理者

臨床研修センター長
総合診療科科長

27 ○

日本医師会認定産業医
日本化学療法学会抗菌化学療法指導医
日本化学療法学会抗菌化学療法認定医　　　　　　　　　　　　　
　　　　日本感染症学会推薦ICD制度協議会認定インフェクション
コントロールドクター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　日本静脈経腸栄養学会TNT修了資格　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省の定める認知症サ
ポート医養成研修修了資格

3
4

小児科 清原　鋼二 東京北医療センター
副センター長
小児科部長

37 ○

日本小児科学会専門医
日本小児科学会認定小児科指導医
小児循環器学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（第4回武蔵野赤十字病院講習会）
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了

4

外科 天野　正弘 東京北医療センター

副センター長
外科医長

外科系診療部長
地域医療連携センター

長

28 ○

日本外科学会指導医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会指導医
日本消化器外科学会専門医
日本大腸肛門病学会指導医
日本大腸肛門病学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（7回JADECOM地域志向型指導医講習
会）

4

耳鼻咽喉科 飯野　ゆき子 東京北医療センター
耳鼻咽喉科科長

顧問
45 ○

日本耳鼻咽喉科学会指導医
日本耳鼻咽喉科学会専門医
日本アレルギー学会アレルギー専門医(耳鼻咽喉科)
日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医
新臨床研修指導医講習会修了(第12回JADECOM地域志向型指導医講
習会)

4



別紙４

（No.116）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

総合診療科 渡辺　毅 東京北医療センター
顧問

総合診療科医員
45 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本腎臓学会腎臓指導医
日本腎臓学会腎臓専門医
日本糖尿病学会指導医
日本糖尿病学会専門医
米国内科学会上級専門医(MACP）

4

血液内科 三輪　哲義 東京北医療センター
血液内科科長

顧問
42 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会認定医制度指導医
日本血液学会血液指導医
日本血液学会血液専門医
造血細胞移植認定医
新臨床研修指導医講習会修了(独立行政法人国際医療研究センター
病院　第2回臨床研修指導医養成ワークショップ)

4

呼吸器内科 家城　隆次 東京北医療センター
呼吸器内科医員

顧問
39 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会指導医
日本呼吸器学会専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医

4

救急科 金井　信恭 東京北医療センター 救急科医員 25 ○

日本救急医学会救急専門医
日本医学放射線学会(画像診断)専門医
新臨床研修指導医講習会修了(第12回国際医療福祉大学・高邦会グ
ループ臨床研修指導医油性ワークショップ) 4

救急科 坂上　達也 東京北医療センター 救急科医員 7 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本救急医学会救急専門医
日本化学療法学会抗菌化学療法認定医
ICLS・BLSコースディレクター
ICLS・BLSコースインストラクター
日本感染症学会推薦ICD制度協議会認定インフェクションコント
ロールドクター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　東京JMAT研修会修了

総合診療科 岡田　悟 東京北医療センター 総合診療科医長 14 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医
日本プライマリ・ケア連合学会指導医
高齢者医療研修会修了
新臨床研修指導医講習会修了（第11回JADECOM地域志向型指導医講
習会）
TNT医
rt-PA

4

総合診療科 川瀬　圭祐 東京北医療センター 総合診療科医員 7 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
総合診療領域特任指導医講習会参加

総合診療科 宮奈　穣 東京北医療センター 総合診療科医員 7 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医



別紙４

（No.117）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

総合診療科 海永　千怜 東京北医療センター 総合診療科医員 6 ×

日本内科学会認定内科医

消化器内科 三澤　綾子 東京北医療センター 消化器内科科長 28 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（7回JADECOM地域志向型指導医講習
会）

4

消化器内科 吉田　見紀 東京北医療センター
消化器内科医長
（時短週4日）

22 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会専門医

4

消化器内科 岩田　朋之 東京北医療センター 消化器内科医長 15 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会指導医
日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会指導医
日本肝臓学会専門医
日本胆道学会指導医
新臨床研修指導医講習会修了（14回JADECOM地域志向型指導医講習
会）
総合診療領域特任指導医講習会参加

4

消化器内科 間渕　一壽 東京北医療センター 消化器科医長 14 ×

日本内科学会認定内科医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会専門医

4

消化器内科 浅野　侑 東京北医療センター 消化器科医員 12 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会専門医

4

消化器内科 藤原　悠史 東京北医療センター 消化器科医長 11 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本旅行医学会認定医

4

循環器内科 辻　武志 東京北医療センター
循環器内科科長
内科系診療部長
医療技術部長

31 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本循環器学会認定専門医
日本心臓リハビリテーション学会指導士
新臨床研修指導医講習会修了（三浦半島地域臨床研修指導医養成
講習会受講）

4



別紙４

（No.118）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

循環器内科 片山　　卓志 東京北医療センター 循環器内科医長 26 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本循環器学会専門医
日本心血管インターベンション治療学会認定医
日本心血管インターベンション治療学会専門医

4

循環器内科 石橋　陽介 東京北医療センター 循環器内科医員 11 × 4

循環器内科 玉那覇　雄介 東京北医療センター 循環器内科医員 8 ×

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
日本心血管インターベンション治療学会認定医

4

腎臓内科 小林　沙和子 東京北医療センター
腎臓内科医員

（時短週4.5日）
12 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本腎臓学会腎臓専門医
日本透析医学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了(聖路加国際病院主催第12回臨床研修
指導医のための教育ワークショップ)

4

腎臓内科 谷口　敬 東京北医療センター 腎臓内科医員 9 ×

日本内科学会認定医
産業医

4

呼吸器内科 東　直子 東京北医療センター 呼吸器内科医長 27 ○

新臨床研修指導医講習会修了（第6回JADECOM地域志向型指導医講
習会）
産業医 4



別紙４

（No.119）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

呼吸器内科 神宮　希代子 東京北医療センター 呼吸器内科医長 27 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会専門医
産業医

4

脳神経内科 任　久美 東京北医療センター 神経内科医長 30 ○

日本内科学会内科認定医
日本内科学会認定医制度指導医
日本神経内科学会指導医
日本神経内科学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了(第12回JADECOM地域志向型指導医講
習会) 4

血液内科 竹下　昌孝 東京北医療センター 血液内科医長 22 ○

日本内科学会内科認定医
日本内科学会認定医制度指導医
日本血液学会血液指導医
日本血液学会血液専門医
骨髄移植財団　移植調整医師
新臨床研修指導医講習会修了(独立行政法人国際医療研究センター
病院　第2回臨床研修指導医養成ワークショップ)
TNT医

4

血液内科 谷村　聡 東京北医療センター 血液内科医長 19 ○

日本内科学会内科認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本血液学会血液専門医
日本輸血・細胞治療学会認定医
新臨床研修指導医講習会修了(独立行政法人国際医療研究センター
病院　第1回臨床研修指導医養成ワークショップ)
緩和ケア研修会修了
がんのリハビリテーション研修修了
TNT医
第11回イットリウム-90標識抗CD20抗体を用いた放射免疫療法の安
全取扱い講習会

4

血液内科 工藤　大輔 東京北医療センター 血液内科医長 19 ○

日本内科学会内科認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本血液学会血液指導医
日本血液学会血液専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
細胞治療認定管理師
造血細胞移植認定医
がんのリハビリテーション研修修了
TNT医
新臨床研修指導医講習会修了（14回JADECOM地域志向型指導医講習
会）

4

血液内科 平井　理泉 東京北医療センター 血液内科医長 18 ○

日本内科学会内科認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本血液学会血液専門医
日本輸血・細胞治療学会認定医
新臨床研修指導医講習会修了(独立行政法人国際医療研究センター
病院　第4回臨床研修指導医養成ワークショップ)
がんのリハビリテーション研修修了
JMECC修了

4



別紙４

（No.120）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

血液内科 奥田　優子 東京北医療センター
血液内科医員
（時短週5日）

10 ×

日本内科学会内科認定医
日本血液学会血液専門医
がんのリハビリテーション研修修了

4

糖尿病内科 田丸　新一 東京北医療センター 糖尿病内科医員 16 ×

日本内科学会内科認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本糖尿病学会専門医

4

外科 首藤　介伸 東京北医療センター 外科医長 26 ○

日本外科学会専門医
健診マンモグラフィ読影認定医
乳房超音波講習会修了
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
乳癌学会認定医
新臨床研修指導医講習会修了（7回JADECOM地域志向型指導医講習
会）
DMAT技能維持研修課程修了(平成26年度 第2回関東ブロック)
Hospital MIMMSコース修了

4

外科 細井　則人 東京北医療センター 外科医長 25 ×

日本外科学会指導医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会指導医
日本消化器外科学会専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
TNT医
福島災害医療セミナー被ばく医療基礎コース修了

4

外科 宇宿　真一郎 東京北医療センター 外科医長 19 ×

日本外科学会専門医
米国医師臨床研修資格取得
ATOMコース修了

4

外科 木村　都旭 東京北医療センター 外科医長 15 ×
日本外科学会専門医
TNT医 4

外科 桑原　明菜 東京北医療センター 外科医員 12 ×

日本外科学会専門医

4

整形外科 望月　智之 東京北医療センター 整形外科科長 24 ○

日本整形外科学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（平成27年度東京医科歯科大学医学
部附属病院指導医講習会修了） 4

整形外科 松山　嘉彦 東京北医療センター 整形外科医長 17 ×

日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会運動器リハビリテーション医
日本整形外科学会スポーツ医
日本整形外科学会第9回研修指導者講習会受講
日本骨粗鬆症学会認定医

4

整形外科 日山　鐘浩 東京北医療センター 整形外科医長 13 ×

日本整形外科学会専門医

4

整形外科 脇　智彦 東京北医療センター 整形外科医員 4 × 4



別紙４

（No.121）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

産婦人科 白　朋子 東京北医療センター 産婦人科医員 24 ×

日本産婦人科学会産婦人科専門医
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了
J-CIMELS ベーシックコース修了
産業医 4

産婦人科 大野　智子 東京北医療センター 産婦人科科長 22 ○

日本産婦人科学会産婦人科専門医
日本産科婦人科学会指導医
新臨床研修指導医講習会修了（7回JADECOM地域志向型指導医講習
会）

4

産婦人科 松本　佳余子 東京北医療センター 産婦人科医長 21 ○

日本産婦人科学会産婦人科専門医
日本産科婦人科学会指導医
日本女性医学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（7回JADECOM地域志向型指導医講習
会）
母体保護指定医
母体保護法指定医師研修会修了
ALSOﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了

4

産婦人科 西村　真純 東京北医療センター
産婦人科医長
（時短週4日）

16 ×

日本産婦人科学会産婦人科専門医
ALSOプロバイダー

4

産婦人科 浅井　聡美 東京北医療センター 産婦人科医長 15 ×

日本産婦人科学会産婦人科専門医
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了

4

産婦人科 中込　彰子 東京北医療センター 産婦人科医員 16 ×

日本産婦人科学会産婦人科専門医

4

産婦人科 宮川　理華子 東京北医療センター
産婦人科医員
（時短週5日）

10 ×

日本産婦人科学会産婦人科専門医
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了 4

産婦人科 今井　志織 東京北医療センター 産婦人科医員 4 × 4

産婦人科 鍋島　珠恵 東京北医療センター 産婦人科医員 4 × 4

産婦人科 金田　悠太郎 東京北医療センター 産婦人科医員 2 × 4

脳神経外科 小幡　佳輝 東京北医療センター 脳神経外科科長 16 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医
日本脳卒中の外科学会技術認定医
新臨床研修指導医講習会修了(平成28年度東京医科歯科大学医学部
附属病院指導医講習会)

4

脳神経外科 林　志保里 東京北医療センター 脳神経外科医員 12 ×

日本脳神経外科学会専門医

4



別紙４

（No.122）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

脳神経外科 佐野　貴志 東京北医療センター 脳神経外科医員 3 × 4

形成外科 山田　哲郎 東京北医療センター 形成外科医長 15 ○

日本形成外科学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了(第20回東邦大学医学部指導医講習
会)

4

耳鼻咽喉科 菊地　さおり 東京北医療センター 耳鼻咽喉科医長 25 ×

日本耳鼻咽喉科学会指導医
日本耳鼻咽喉科学会専門医
日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医
補聴器適合判定医
嚥下障害講習会修了
音声言語機能等判定医師研修会修了

4

耳鼻咽喉科 吉田　沙絵子 東京北医療センター 耳鼻咽喉科医員 12 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医
日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医
補聴器適合判定医
新臨床研修指導医講習会修了（14回JADECOM地域志向型指導医講習
会）

4

耳鼻咽喉科 関根　泰寛 東京北医療センター 耳鼻咽喉科医員 8 ×

日本耳鼻咽喉科学会専門医

4

眼科 北川　達士 東京北医療センター 眼科 5 × 4

皮膚科 荻堂　優子 東京北医療センター 皮膚科科長 27 ○

日本皮膚科学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（第6回JADECOM地域志向型指導医講
習会） 4

皮膚科 小中　美咲 東京北医療センター 皮膚科医員 3 × 4

泌尿器科 山本　順啓 東京北医療センター 泌尿器科医員 19 ○

日本泌尿器科学会指導医
日本泌尿器科学会専門医
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定制度認定
新臨床研修指導医講習会修了（第5回東京慈恵会医科大学研修指導
医講習会）

4

泌尿器科 久金　陽 東京北医療センター 泌尿器科医員 7 ×

日本泌尿器科学会専門医

4

リハビリテーション科 長田　充 東京北医療センター
リハビリテーション科

科長
29 ○

日本リハビリテーション医学会指導責任者
日本リハビリテーション学会専門医
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
がんのリハビリテーション研修会修了
日本整形学会認定リウマチ医
新臨床研修指導医講習会修了(平成20年度東京医科歯科大学附属病
院指導医講習会)
義肢装具適合判定医師
リハビリテーション医学会主催急性期病棟におけるリハビリテー
ション医師研修会 修了
回復期リハビリテーション病棟専従医師研修会アドバンスコース
修了
JMAT研修会修了

4



別紙４

（No.123）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 宮田　理英 東京北医療センター 小児科科長 23 ○

日本小児科学会専門医
日本小児科学会認定小児科指導医
日本小児神経学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（平成23年度東京医科歯科大学附属
病院指導医講習会）

4

小児科 元吉　八重子 東京北医療センター 小児科医長 22 ○

日本小児科学会専門医
日本小児科学会認定小児科指導医
日本腎臓学会腎臓指導医
日本腎臓学会腎臓専門医
新臨床研修指導医講習会修了（平成22年度東京医科歯科大学附属
病院指導医講習会）
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了

4

小児科 中谷　夏織 東京北医療センター 小児科医長 21 ○

日本小児科学会専門医
日本小児科学会認定小児科指導医
日本アレルギー学会アレルギー専門医（小児科）
新臨床研修指導医講習会修了（平成18年川口市立医療センター指
導医のための教育ワークショップ）

4

小児科 宮井　健太郎 東京北医療センター 小児科医長 18 ○

日本小児科学会専門医
日本小児科学会認定小児科指導医
日本内分泌学会指導医
日本内分泌学会専門医(小児科)
医学博士
新臨床研修指導医講習会修了（第7回JADECOM地域志向型指導医講
習会）

4

小児科 倉信　大 東京北医療センター 小児科医長 15 ×

日本小児科学会専門医
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了 4

小児科 潮谷　柚理子 東京北医療センター 小児科医員 10 ×

日本小児科学会専門医
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了

4

小児科 山口　明日香 東京北医療センター 小児科医員 9 ×
日本小児科学会専門医
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了

4

小児科 堀内　真帆 東京北医療センター 小児科医員 8 ×

日本小児科学会専門医

4

小児科 牧浦　亜紀子 東京北医療センター 小児科医員 8 ×
日本小児科学会専門医
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了

4

小児科 永関　剛 東京北医療センター 小児科医員 8 ×

AHA BLSインストラクター
AHA　PALSプロバイダー
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了 4

小児科 小野　静香 東京北医療センター 小児科医員 6 × 4

小児科 大原　智子 東京北医療センター 小児科医員 6 ×

日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」コース（Aコー
ス）修了
PALS 4



別紙４

（No.124）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 平沢　光明 東京北医療センター 小児科医員 4 ×

新潟大学アイソトープ総合センター放射線障害予防規程教育訓練
修了

4

小児科 古川　晋 東京北医療センター 小児科医員 2 × 4

放射線科 田村　綾子 東京北医療センター 放射線科医長 27 ×

日本医学放射線学会(画像診断)専門医
健診マンモグラフィ読影認定医

4

放射線科 古賀　久雄 東京北医療センター 放射線科部長 24 ○
日本医学放射線学会(画像診断)専門医
日本IVR学会認定専門医
新臨床研修医指導医講習会修了（第8回JADECOM地域指向型指導医
講習会）

4

放射線科 小坂　哲也 東京北医療センター 放射線科医長 15 ○

日本医学放射線学会(画像診断)専門医
日本IVR学会認定専門医
健診マンモグラフィ読影認定医
日本内科学会認定内科医
新臨床研修医指導医講習会修了(第12回JADECOM地域志向型指導医
講習会)

4

放射線科 建部　祥帆 東京北医療センター 放射線科医員 5 × 4

麻酔科
緩和ケア科

門田　和氣 東京北医療センター
麻酔科部長

緩和ケア科長
37 ×

日本麻酔科学会指導医
日本麻酔科学会専門医
麻酔科標榜医
ペインクリニック認定医 4

麻酔科 真砂　佳代 東京北医療センター 麻酔科医長 23 ×

日本麻酔科学会専門医
麻酔科標榜医

4

麻酔科 唐澤　紀幸 東京北医療センター 麻酔科医長 21 ○

日本麻酔科学会指導医
日本麻酔科学会専門医
麻酔科標榜医
新臨床研修指導医講習会修了（7回JADECOM地域志向型指導医講習
会）

4

麻酔科 安部　千鶴 東京北医療センター
麻酔科医員

（時短週3日）
21 ×

日本麻酔科学会専門医

麻酔科 中山　理加 東京北医療センター 麻酔科 18 ×

日本麻酔科学会指導医
日本麻酔科学会専門医
小児麻酔認定医
麻酔科標榜医
日本内科学会認定内科医

4

麻酔科 山下　奈奈 東京北医療センター 麻酔科医長 17 ×

日本麻酔科学会専門医
麻酔科標榜医 3

4



別紙４

（No.125）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

病理診断科 天野　与稔 東京北医療センター 病理診断科医長 15 ○

日本病理学会病理専門医
死体解剖資格認定
日本臨床細胞学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（第11回JADECOM地域志向型指導医講
習会）

4

検体検査科 宇田　英典 東京北医療センター
検体検査科医員

検体検査管理責任者
41 ×

日本公衆衛生学会認定専門家
日本結核病学会結核・抗酸菌症認定医
社会医学系専門医協会指導医
社会医学系専門医協会専門医
産業医

4

内科 細江 雅彦 市立恵那病院 管理者 38 ○

日本老年学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本温
泉気候物理医学会専門医・認定医、日本内科学会認定医、日本消
化器集団検診学会認定医、日本消化器内視鏡学会認定医、日本ﾌﾟﾗ
ｲﾏﾘｹｱ学会認定医・指導医
第3回岐阜県医師育成・確保ｺﾝｿｰｼｱﾑ臨床研修指導医講習会

4

内科 松野 由紀彦 市立恵那病院 副管理者 37 ○

日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本ペーシング学
会埋込型除細動器・両心室ペーシング認定医
第14回JADECOM地域志向型指導医講習会

4

内科
地域医療

山田　誠史 市立恵那病院 内科部長 28 ○

日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本内
科学会認定医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ学会認定医
第1回JADECOM新医師臨床研修制度指導者養成研修会 3

4

内科 吉田　力 市立恵那病院 総合診療科部長 22 ○

日本プライマリ・ケア連合学会認定医
第78回臨床研修指導医養成講習会修了

4

内科 市川　伸也 市立恵那病院 在宅地域医療支援部長 20 ○

日本内科学会認定内科医、日本プライマリ・ケア連合学会認定
医、日本医師会認定産業医、総合内科専門医
第14回岐阜県医師育成・確保ｺﾝｿｰｼｱﾑ臨床研修指導医講習会

4

内科 高橋　春光 市立恵那病院 在宅地域医療支援科長 18 ○

日本内科学会認定医、日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指
導医
第57回新臨床研修指導医養成講習会

4

小児科 幸脇　正典 市立恵那病院 小児科（新生児）部長 26 ○

日本小児科学会専門医・指導医、日本周産期・新生児医学会周産
期（新生児）専門医・指導医、臨床遺伝専門医
第59回新臨床研修指導医養成講習会

4

外科 北村　文近 市立恵那病院 診療統括部長 34 ○

日本外科学会専門医・認定医、日本消化器外科学会専門医・指導
医、消化器癌外科治療認定医、日本乳癌学会認定医、マンモグラ
フィー読影認定医
第3回岐阜県医師育成・確保ｺﾝｿｰｼｱﾑ臨床研修指導医講習会

4



別紙４

（No.126）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

産婦人科 伊藤　雄二 市立恵那病院 副管理者 34 ○

産婦人科専門医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合学会認定医、ALSO-Japan ｲﾝ
ｽﾄﾗｸﾀｰ／特別指導教官、日本周産期・新生児医学会新生児蘇生専
門ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ
平成19年度自治医科大学附属病院・自治医科大学附属大宮医療ｾﾝ
ﾀｰ合同臨床研修指導医講習会 4

救急科（総合診療科） 西尾　博至 市立奈良病院 管理者 30 ○
日本救急医学会専門医
第4回JADECOM指導医講習会受講

4

外科 稲葉　征四郎 市立奈良病院 名誉院長 50 ○

日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本大腸肛門学会専門医・指導医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
第4回JADECOM指導医講習会受講

4

脳神経外科 二階堂　雄次 市立奈良病院 名誉院長 44 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本医師会認定産業医
第4回JADECOM指導医講習会受講

4

整形外科 矢島　弘嗣 市立奈良病院 院長 40 ○

日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本手の外科学会専門医
第７回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

消化器内科 金政　和之 市立奈良病院
副院長兼消化器肝臓病

センター長
31 ○

日本内科学会認定総合内科専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本医師会認定産業医
第4回JADECOM指導医講習会受講

4

形成外科 久徳　茂雄 市立奈良病院 副院長兼形成外科部長 32 ○

日本形成外科学会専門医
日本救急医学会救急科専門医
日本褥瘡学会認定師
日本熱傷学会熱傷専門医
日本頭蓋顎顔面外科学会専門医
日本創傷外科学会専門医
日本形成外科学会皮膚腫瘍外科指導専門医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
インフェクションコントロールドクター（ICD）
第11回大阪医科大学附属病院臨床研修指導医養成講習会

4

外科・消化器外科 天池　寿 市立奈良病院
副院長兼外科・消化器

外科部長
31 〇

日本消化器外科学会指導医
日本消化器外科学会専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本外科学会指導医
日本外科学会外科専門医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本肝胆膵外科学会高度技能指導医
日本医師会認定産業医
第33回新臨床研修指導医養成講習会受講

4

周術期管理センター 下川　充 市立奈良病院
副院長兼周術期管理セ

ンター長
36 ○

麻酔科標榜医
日本麻酔科学会指導医・専門医
日本蘇生学会指導医
日本集中治療医学会専門医
平成18年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講
医療研修推進財団平成30年度プログラム責任者養成講習会受講

4

脳神経内科 髙橋　信行 市立奈良病院
院長補佐兼脳神経内科

部長兼内科部長
34 ○

日本内科学会認定内科医
日本神経学会専門医
日本神経学会指導医
第4回JADECOM指導医講習会受講

4



別紙４

（No.127）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

糖尿病内科 藪田　又弘 市立奈良病院 糖尿病内科部長 39 ○

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
日本糖尿病学会専門医・指導医
日本透析医学会専門医
日本医師会認定産業医
第4回JADECOM指導医講習会受講
日本体育協会公認スポーツドクター

4

脳神経内科 清水　久央 市立奈良病院 脳神経内科医長 19 ○

日本神経学会専門医
日本内科学会認定医
第11回JADECOM地域志向型指導医講習会受講 4

脳神経内科 熊澤　綾 市立奈良病院 脳神経内科医師 16 ×

日本内科学会認定
日本医師会認定産業医日本神経学会専門医
日本内科学会総合内科専門医

脳神経内科 正畠　良悟 市立奈良病院 脳神経内科医師 12 〇

日本内科学会認定内科医
日本神経学会神経内科専門医
平成29年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講

4

消化器内科 田中　斉祐 市立奈良病院 消化器内科部長 26 ○

日本消化器病学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本肝臓学会肝臓専門医
第20回新臨床研修指導医養成講習会受講

4

消化器内科 北村　陽子 市立奈良病院 消化器内科医長 21 ○

日本消化器病学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会内視鏡専門医
日本消化器内視鏡学会内視鏡指導医
日本食道学会日本食道科認定医
第10回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

消化器内科 森　康二郎 市立奈良病院 消化器内科医長 22 ○

日本内科学会認定内科医
日本肝臓学会認定肝臓専門医
日本消化器病学会消化器病専門医
第13回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

消化器内科 福本　晃平 市立奈良病院 消化器内科医長 16 ○

日本消化器病学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本消化器内視鏡学会内視鏡専門医
第10回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

消化器内科 岸埜　高明 市立奈良病院 消化器内科医長 15 ○

日本内科学会認定内科医
第13回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

消化器内科 岡本　直樹 市立奈良病院 消化器内科医師 11 ×

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医

消化器内科 安田　律 市立奈良病院 消化器内科医師 9 ×

日本内科学会認定医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医



別紙４

（No.128）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

循環器内科 堀井　学 市立奈良病院 循環器内科部長 26 ○

日本循環器学会専門医
日本心血管インターベンション学会専門医
日本救急医学会専門医
日本内科学会認定内科医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　平成20年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講 4

循環器内科 松島　明彦 市立奈良病院 循環器内科医師 47 ○

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
日本体育協会公認スポーツドクター
第4回JADECOM指導医講習会受講

4

循環器内科 山本　雄太 市立奈良病院 循環器内科医長 26 ○

日本内科学会認定内科医
平成30年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講

4

循環器内科 榎本　理史 市立奈良病院 循環器内科医長 15 〇

日本内科学会認定医
日本心血管インターベンション治療学会認定医
第152回臨床研修指導医講習会受講 4

循環器内科 杉本　雅史 市立奈良病院 循環器内科医師 9 〇

日本内科学会認定医
日本循環器学会専門医
指導医のための教育ワークショップ(大阪府医師会主催)受講

4

呼吸器内科 児山　紀子 市立奈良病院 呼吸器内科部長 23 ○

日本内科学会認定医
日本呼吸器学会専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医（2011年）
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡指導医
日本内科学会総合内科専門医
医学博士
平成25年奈良医大臨床研修指導医講習会受講

4

呼吸器内科 森川　昇 市立奈良病院 呼吸器内科医師 7 ×

日本内科学会認定内科医
日本結核病学会　結核・抗菌症認定医
日本呼吸器学会専門医

腎臓内科 西谷　喜治 市立奈良病院 腎臓内科部長 23 〇

医学博士
日本内科学会総合内科専門医
日本腎臓学会腎臓専門医
日本感染症学会インフェクションコントロールドクター
日本医師会認定産業医
平成17年天理よろづ相談所病院臨床研修指導医講習会受講

4

感染制御内科 梶田　明裕 市立奈良病院 感染制御内科医師 8 ×

日本内科学会認定医
日本化学療法学会抗菌化学療法認定医

小児科 竹下　泰史 市立奈良病院 小児科医長 10 〇

日本小児科学会小児科専門医
平成23年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講

4



別紙４

（No.129）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児科 大塚　敬太 市立奈良病院 小児科医師 10 ×

日本小児科学会小児科専門医

小児科 友松　典子 市立奈良病院 小児科医師 8 ×

日本小児科学会小児科専門医

小児科 村上　修一 市立奈良病院 小児科医師 8 ×

日本小児科学会小児科専門医

小児科 平　康二 市立奈良病院 小児科医師 40 ○

日本小児科学会専門医
日本腎臓学会腎臓専門医
日本腎臓学会認定指導医
平成17年奈良県医師会指導医講習会受講 4

外科・消化器外科 菅沼　泰 市立奈良病院 外科・消化器外科部長 32 〇

日本外科学会外科専門医
日本外科学会指導医
日本消化器外科学会認定医
臨床研修指導者養成課程講習会受講(2007年) 4

外科・消化器外科 中瀬　有遠 市立奈良病院 外科・消化器外科部長 23 ○

日本消化器外科学会指導医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本外科学会指導医
日本外科学会外科専門医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本消化器病学会専門医
日本消化器病学会指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
第10回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

外科・消化器外科 永田　啓明 市立奈良病院 外科・消化器外科医長 15 〇

日本外科学会外科専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
第132回全国自治体病院協議会臨床研修指導医講習会受講 4

外科・消化器外科 濵田　隼一 市立奈良病院 外科・消化器外科医長 14 ×

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
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本救急医学会救急科専門医

外科・消化器外科 宮前　眞人 市立奈良病院 外科・消化器外科医長 13 ×

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
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

外科・消化器外科 山田　一人 市立奈良病院 外科・消化器外科医師 11 〇

日本外科学会外科専門医
第14回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4
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（No.130）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

呼吸器外科 寺内　邦彦 市立奈良病院 呼吸器外科部長 23 ○

日本外科学会専門医
呼吸器外科専門医
日本がん治療認定医
平成21年度第3回京都府立医科大学附属病院指導医講習会受講 4

形成外科 大谷　一弘 市立奈良病院 形成外科医長 18 ○

日本形成外科学会専門医
第10回大阪医科大学附属病院臨床研修指導医養成講習会受講

4

乳腺センター
（外科）

小山　拡史 市立奈良病院 乳腺センター長 31 ○

日本外科学会専門医
日本乳癌学会専門医
日本乳癌学会認定医
日本消化器病学会専門医
日本消化器外科学会認定医
日本医師会認定産業医
日本がん治療認証医機構がん治療認定医、暫定教育医
第9回JADECOM指導医講習会受講

4

乳腺センター
（外科）

今井　文 市立奈良病院 乳腺外科医師 10 ×
日本外科学会外科専門医
日本乳癌学会乳腺専門医

乳腺センター
（外科）

松井　千里 市立奈良病院 乳腺外科医師 13 ×
日本外科学会外科専門医

乳腺センター
（外科）

宮本　景子 市立奈良病院 乳腺外科医師 12 ×
日本外科学会専門医
日本乳癌学会認定医

整形外科 村田　景一 市立奈良病院 四肢外傷センター長 27 ○

日本整形外科学会専門医
日本手外科学会手外科専門医
平成18年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講 4

整形外科 鍜治　大祐 市立奈良病院 四肢外傷センター医長 15 ○

日本整形外科学会整形外科専門医
第12回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

整形外科 伊藤　嘉彦 市立奈良病院 四肢外傷センター医師 9 ×

日本整形外科専門医
日本救急外科専門医

整形外科 岩田　栄一朗 市立奈良病院 整形外科医長 16 〇

日本整形外科学会専門医
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医
日本整形外科学会運動器リハビリテーション医
日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医
医学博士
第11回研修指導者講習会（日本整形外科学会）2016年受講

4

整形外科 上松　耕太 市立奈良病院
人工関節センター長兼

整形外科部長
27 ×

日本整形外科学会専門医

整形外科 河原　郁生 市立奈良病院
人工関節センター医師
兼リハビリテーション

科部長
23 ×

日本整形外科学会専門医



別紙４

（No.131）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

脳神経外科 出口　潤 市立奈良病院
脳血管内治療科部長兼

脳神経外科部長
31 ×

日本脳神経外科学会専門医
日本脳神経血管治療学会専門医
日本脳神経血管治療学会指導医
日本脳卒中学会認定医

脳神経外科 徳永　英守 市立奈良病院
脳卒中センター長兼脳

神経外科部長
32 ○

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医
日本静脈経腸栄養学会認定医
平成27年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講

4

脳神経外科 小谷　有希子 市立奈良病院 脳神経外科医師 9 ×

脳神経外科 村上　敏春 市立奈良病院 脳神経外科医師 9 〇

日本脳神経外科学会専門医
第14回JADECOM地域志向型指導医講習会受講 4

皮膚科 勝見　祥子 市立奈良病院 皮膚科部長 24 ○

日本皮膚科学会専門医
平成21年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講 4

皮膚科 楠本　百加 市立奈良病院 皮膚科医師 7 ×

泌尿器科 岡島　英二郎 市立奈良病院 泌尿器科部長 27 ○

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暫定教育医
平成19年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講 4

産婦人科 原田　直哉 市立奈良病院 産婦人科部長 28 ○

母体保護法指定医
日本産婦人学会専門医
第6回JADECOM指導医講習会受講 4

産婦人科 延原　一郎 市立奈良病院 産婦人科部長 26 ○

母体保護法指定医
日本産婦人学会専門医
平成26年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講 4

産婦人科 春田　典子 市立奈良病院 産婦人科医長 23 ×

母体保護法指定医
日本産婦人学会専門医

産婦人科 東浦　友美 市立奈良病院 産婦人科医長 16 ×

母体保護法指定医
日本産婦人学会専門医

産婦人科 藤井　肇 市立奈良病院 産婦人科医長 16 ×

母体保護法指定医
日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医
日本産科婦人科学会産婦人科専門医

耳鼻いんこう科 岡本　英之 市立奈良病院 耳鼻いんこう科部長 30 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医
日本がん治療認定医
日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医
医学博士
平成27年度奈良医大臨床研修指導医講習会

4

耳鼻いんこう科 城田　志保 市立奈良病院 耳鼻いんこう科医師 17 〇

日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医
第12回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4



別紙４

（No.132）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

耳鼻いんこう科 大塚　進太郎 市立奈良病院 耳鼻いんこう科医師 7 ×

日本耳鼻咽喉科学会専門医

眼科 伊集院　信夫 市立奈良病院 眼科部長 25 ×

日本眼科学会専門医

眼科 福原　潤 市立奈良病院 眼科医師 41 〇

日本眼科学会専門医
平成24年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講

4

眼科 太田　麻美子 市立奈良病院 眼科医師 17 ×

日本眼科学会専門医

眼科 山下　真理子 市立奈良病院 眼科医師 10 ×

日本眼科学会専門医
産業医

放射線科 穴井　洋 市立奈良病院 放射線科部長 26 ×

日本医学放射線学会専門医
日本血管造影・IVR学会指導医
日本がん治療認定医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
日本医学放射線学会研修指導者
医学博士

放射線科 橋本　泰年 市立奈良病院 放射線科部長心得 19 〇

放射線治療専門医（日本放射線腫瘍学会及び日本医学放射線学
会）
日本医学放射線学会研修指導者
第9回全国労災病院臨床研修医講習会受講 4

放射線科 日高　晶子 市立奈良病院 放射線科医長 23 〇

日本医学放射線学会専門医
日本核医学会核医学専門医
日本医学放射線学会研修指導者
検診マンモグラフィ読影認定医
平成25年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講

4

放射線科 伊藤　博文 市立奈良病院 放射線科医長 20 ×

日本インターベンショナルラジオロジー学会専門医
日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本医学放射線学会研修指導者

放射線科 北辻　航 市立奈良病院 放射線科医師 7 ×
日本医学放射線学会専門医



別紙４

（No.133）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

麻酔科 瓦口　至孝 市立奈良病院
中央手術部部長兼麻酔

科部長
23 〇

麻酔科標榜医
日本麻酔科学会専門医・指導医
日本集中治療医学会集中治療専門医
日本小児麻酔学会小児麻酔認定医
平成24年度奈良医大臨床研修指導医講習会受講

4

麻酔科 西和田　史子 市立奈良病院 麻酔科医師 15 ×

麻酔科標榜医
日本麻酔科学会認定医
日本麻酔科学会専門医

救急・集中治療科 後藤　安宣 市立奈良病院 救急・集中治療科部長 24 〇

日本蘇生学会指導医
日本集中治療医学会ICD認定医
麻酔科標榜医
日本集中治療医学会専門医
日本麻酔科学会専門医
日本麻酔科学会指導医
日本救急医学会救急科専門医
第12回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

救急・集中治療科 川口　竜助 市立奈良病院
ER室長兼救急・集中治

療科部長
21 ○

日本救急医学会救急科専門医
日本講習衛生学会専門医
第10回JADECOM地域志向型指導医講習会受講 4

救急科（総合診療科） 山口　恭一 市立奈良病院
総合診療科部長兼研修

医室長
23 ○

日本内科学会認定専門医
日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医
平成18年度天理よろづ相談所病院臨床研修指導医講習会受講
平成26年度プログラム責任者養成講習会受講

3
4

救急科（総合診療科） 安藤　剛 市立奈良病院 総合診療科医長 14 ○

日本内科学会認定内科医
第11回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

救急科（総合診療科） 矢持　嘉美 市立奈良病院 総合診療科医師 12 ×

日本プライマリケア連合学会家庭医療専門医
日本プライマリケア連合学会認定指導医

救急科（総合診療科） 藤田　直己 市立奈良病院 総合診療科医師 10 〇

日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医
第13回JADECOM地域志向型指導医講習会受講 4

救急科（総合診療科） 森川　暢 市立奈良病院 総合診療科医師 10 〇

日本内科学会認定内科医
日本病院総合診療医学会認定病院総合診療医
日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医
第14回東京大学医学部附属病院指導医講習会受講

4

救急科（総合診療科） 井上　博人 市立奈良病院 総合診療科医師 8 〇

第14回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

救急科（総合診療科） 小林　郁絵 市立奈良病院 総合診療科医師 9 ×

日本内科学会認定医

病理診断科 島田　啓司 市立奈良病院 病理診断科部長 24 〇

医学博士
死体解剖資格
日本臨床細胞学会細胞診専門医
日本臨床細胞学会細胞診指導医
日本病理学会病理専門医
日本病理学会病理専門医研修指導医
日本臨床細胞学会教育研修指導医
令和元年度奈良医大臨床研修指導医養成講習会受講

4



別紙４

（No.134）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

病理診断科 高野　将人 市立奈良病院 病理診断科医長 18 ×

日本病理学会病理専門医
日本病理学会病理専門医研修指導医
日本臨床細胞学会細胞診専門医
日本臨床細胞学会教育研修指導医
死体解剖資格

臨床検査科 喜多　英二 市立奈良病院 臨床検査科医師 46 ×

緩和ケア科 久保　速三 市立奈良病院 緩和ケア室長 36 ×

日本緩和医療学会暫定指導医

内科 本郷　道夫 公立黒川病院 管理者 46 ×

日本内科学会認定医
日本消化器病学会専門医
日本心療内科学会心療内科専門医
日本消化管学会胃腸科認定医
日本病院総合診療医学会認定病院総合医

内科 南家　俊介 公立黒川病院 病院長代行 26 ×

内科 横道　弘直 公立黒川病院 地域医療センター長 36 × 3

内科 角田　浩 公立黒川病院 診療部長 34 ×

日本医師会認定産業医
精神保健指定医

内科 小池　加保兒 公立黒川病院 内科系部長 44 ×

臨床修練指導医※厚労省が認めた外国人医師の研修指導医
日本外科学会専門医・認定医
日本胸部外科学会　指導医・認定医
日本呼吸器学会指導医・認定医　東北地方会長
日本呼吸器外科学会（専門医）

内科 松尾　英史 公立黒川病院 健診室長 25 ○

第８回JADECOM地域志向型指導医講習会
日本医師会認定産業医

4

内科 筒井　美穂 公立黒川病院 医師 24 ×

日本老年医学会専門医
日本病院総合診療医学会認定医
日本内科学会認定医

外科 大槻　修一 公立黒川病院 副病院長 36 ○

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会認定医
日本透析学会専門医
平成21年度第2回特定非営利活動法人艮陵協議会臨床研修指導医講
習会

4

外科 武山　大輔 公立黒川病院 外科科長 17 ○

日本外科学会　専門医
日本消化器外科学会　専門医
臨床研修指導医養成講習会修了 4

外科 松本　翔子 公立黒川病院 医員 12 ×

内科 薄井　尊信 村立東海病院 管理者 20 ×

日本プライマリケア連合学会認定指導医
日本禁煙学会専門指導医 3



別紙４

（No.135）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

内科
地域医療

武冨　章 飯塚市立病院
管理者
院長

36 ○

医学博士
第6回JADECOM指導医講習会受講

3,4

放射線科 白水　康司 飯塚市立病院
副院長

放射線科部長
36 ×

日本医学放射線学会専門医
検診マンモグラフィ読影認定医

内科
鍵山　裕 飯塚市立病院 統括診療部長 44 ×

日本循環器学会認定循環器専門医
日本内科学会認定内科医

内科
地域医療

出口　智弘 飯塚市立病院 内科部長 33 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会認定内科専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器内視鏡学会認定医
日本消化器病学会認定医
日本消化器病学会専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医

内科
地域医療

西嶌　慎二 飯塚市立病院 内科部長 25 ○

日本内科学会認定内科医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本医師会認定産業医
第8回九州ブロック医師臨床研修指導医養成課程修了

4

内科
地域医療

古賀　康秀 飯塚市立病院 内科部長 21 ×

日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

内科
地域医療

園田　知丈 飯塚市立病院 医師 16 ×

内科
地域医療

花野　貴幸 飯塚市立病院 医師 18 ×

日本内科学会認定内科医
日本肝臓病学会肝臓専門医

内科
地域医療

松尾　隆 飯塚市立病院 医師 17 ×

日本内科学会認定内科医
日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

脳神経内科 高嶋　伸幹 飯塚市立病院 脳神経内科科長 20 ×

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本神経学会神経内科専門医
日本神経学会指導医
日本認知症学会指導医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医

外科 吉田　純 飯塚市立病院 外科部長 20 ×

日本外科学会専門医
日本外科学会指導医
日本肝臓病学会肝臓専門医
日本医師会認定産業医
検診マンモグラフィ読影医
日本癌学会がん治療認定医

外科 良永　康雄 飯塚市立病院 医師 18 ×

日本外科学会専門医
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消化器がん外科治療認定医
日本消化器学会消化器病専門医
検診マンモグラフィ読影医
日本がん治療認定医機関がん治療認定医
日本腹部救急医学会腹部救急認定医

外科 三笠　圭太 飯塚市立病院 医師 18 ×

日本外科学会専門医
日本脈管学会専門医
下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医



別紙４

（No.136）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

外科 髙木　克明 飯塚市立病院 医師 14 ×

日本外科学会専門医

外科 三好　修 飯塚市立病院 総合診療部部長 17 ×

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会指導医
日本がん治療認定医機構認定医
日本がん治療認定医機構指導責任者
消化器がん外科治療認定医
日本救急医学会救急科専門医
検診マンモグラフィ読影医

整形外科 亀川　史武 飯塚市立病院 整形外科部長 12 ×

日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
日本整形外科学会認定リウマチ医

整形外科 吉田　拓也 飯塚市立病院 医師 26 ×

整形外科 野口　貴雄 飯塚市立病院 医師 9 ×

日本整形外科学会　整形外科専門医

小児科 穐吉　秀隆 飯塚市立病院 小児科部長 26 ×

日本小児科学会専門医

眼科 山下　美恵 飯塚市立病院 眼科科長 19 ×

日本眼科学会眼科専門医

皮膚科 江﨑　仁一 飯塚市立病院 皮膚科部長 14 ×

日本皮膚科学会専門医

麻酔科 四宮　宗一郎 飯塚市立病院 麻酔科部長 24 ×

日本麻酔科学会専門医

放射線科 前田　浩喜 飯塚市立病院 医師 0 ×

日本医学放射線学会専門医

耳鼻咽喉科 桑野　隆史 飯塚市立病院 耳鼻咽喉科部長 22 ×

日本耳鼻咽喉科学会　耳鼻咽喉科専門医

呼吸器外科 濱田　利徳 飯塚市立病院 医師 22 ×

日本外科学会専門医
日本呼吸器外科学会認定登録医

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 山本　和巳 飯塚市立病院 医師 20 ×

博士(医学)
日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医
社会医学系専門医協会専門医
社会医学系専門医協会指導医
日本宇宙航空環境医学会宇宙航空医学認定医

地域医療・内科 藤原　直樹 台東区立台東病院 副管理者 21 ○

JADECOM地域指向型指導医講習会（2012年)、日本プライマリケア
学会指導医、日本循環器学会　循環器専門医、日本内科学会　総
合内科専門医 3、4

地域医療・内科 山田　隆司 台東区立台東病院 管理者 39 ×

プライマリケア学会認定医指導医
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（No.137）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

地域医療・内科 太田　雅弘 台東区立台東病院 副院長 28 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日
本消化器病学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本病理学会
専門医・指導医、第7回日本医科大学臨床研修指導医教育ワーク
ショップ受講 4

地域医療・内科 高橋　麻衣子 台東区立台東病院 15 ○

第8回JADECOM指導医講習会受講
家庭医療専門医

4

地域医療・内科 片見　厚夫 台東区立台東病院 施設長 39 ×

外科学会指導医・消化器外科学会指導医・消化器内視鏡学会指導
医

地域医療・内科 今井　康友 台東区立台東病院 26 ×

地域医療・内科 大平　祐己 台東区立台東病院 14 〇

プライマリケア学会認定医指導医
家庭医療専門医
第１４回JADECOM地域志向型指導医講習会　受講 4

地域医療・内科 田邉　紗代 台東区立台東病院 15 ×

家庭医療専門医

地域医療・内科 山田　宏貴 台東区立台東病院 8 〇 4

地域医療・内科 呉　明愛 台東区立台東病院 7 ×

小児科 神山　潤 東京ベイ・浦安市川医療センター 管理者・センター長 38 ○

日本小児神経学会専門医・評議員
日本小児科学会専門医
日本睡眠学会理事・睡眠医療認定医
日本臨床神経生理学会認定医・評議員
日本てんかん学会認定医・臨床専門医・評議員
子どもの心・体と環境を考える会日本子ども健康科学会理事
子どもの早起きをすすめる会発起人
子どもの眠り研究会発起人
東京医科歯科大学小児科臨床教授 
第2回Jadecom指導医講習会

4

総合内科 木下　順二 東京ベイ・浦安市川医療センター 副管理者 30 ○

日本内科学会認定総合内科専門医
日本内科学会指導医
日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医
日本プライマリ・ケア連合学会指導医
第3回JADECOM指導医講習会受講 4

小児科 畠井　芳穂 東京ベイ・浦安市川医療センター
小児科部長

副センター長
診療統括部長

35 ○

地域志向型指導医講習会終了
小児科専門医
小児循環器専門医
小児循環器暫定指導医
医学博士
東京医科歯科大学医学部臨床教授
日本小児科学会
日本小児循環器学会

4
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（No.138）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

小児外科 小笠原　有紀 東京ベイ・浦安市川医療センター 小児外科外科医師 23 ○

第4回順天堂大学医学部初期臨床研修指導医講習会受講
外科専門医、緩和ケア研修会修了、認定外科医、小児外科学会指
導医、小児外科専門医

4

総合内科 平岡　栄治 東京ベイ・浦安市川医療センター
総合内科部長・副セン

ター長
27 ○

米国内科専門医
日本内科学会専門医、指導医
日本循環器学会専門医 
平成23年度神戸大学医師臨床研修指導医講習会 4

腎臓内科 鈴木　利彦 東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓内科部長 26 ○

認定内科医
総合内科専門医
腎臓専門医
透析専門医
第8回JADECOM指導医講習会受講

4

循環器内科 小船井 光太郎 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科部長 23 ○

米国内科専門医
米国循環器内科専門医
米国心臓血管インターベンション専門医 
第8回JADECOM指導医講習会受講

4

救急集中治療科
（集中治療部門）

則末　泰博 東京ベイ・浦安市川医療センター
救急集中治療科（集中

治療部門）
部長・副センター長

15 ○

認定心理士資格取得
米国内科専門医
米国呼吸器科専門医
第8回JADECOM指導医講習会受講 4

外科 窪田　忠夫 東京ベイ・浦安市川医療センター 外科部長 41 ○

平成17年度 四病院団体協議会臨床研修指導者養成課程講習会修
了、外科認定医/専門医、消化器外科専門医、救急科認定医/専門
医、集中治療科専門医、超音波専門医、内視鏡外科技術認定医、
がん治療専門医、消化器がん外科治療認定医、ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸ
ﾀｰ、Bls・Acls・PALSプロバイダー、JATEC・JPTEC・ITLS・ABLS・
DCTCプロバイダー、JATECｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

4

小児科 安西　有紀 東京ベイ・浦安市川医療センター 小児科医長 22 ○

平成21年度 社団法人日本病院会
日本病院会臨床研修指導医養成講習会修了

4

脳神経外科 三枝　邦康 東京ベイ・浦安市川医療センター

脳神経外科部長
副センター長
医療技術部長

リハビリテーション科
部長

24 ○

平成21年度第13回 臨床研修指導医のための教育ワークショップ
（日本大学医学部主催、東京都病院経営本部共催）
日本脳神経外科学会専門医
日本脳神経外科コングレス
日本脳神経血管内治療学会
日本脳卒中学会
日本リハビリテーション医学会
医学博士

4

整形外科 富澤　將司 東京ベイ・浦安市川医療センター 整形外科部長 22 ○

日本整形外科学会専門医
医学博士
日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医
平成22年度東京医科歯科大学医学部付属病院指導医講習会修了 4

整形外科 志村　治彦 東京ベイ・浦安市川医療センター 整形外科医長 20 ○

第9回全国済生会臨床研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ修了

4



別紙４

（No.139）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

救急集中治療科（救
急外来部門）

舩越　拓 東京ベイ・浦安市川医療センター
救急集中治療科（救急

外来部門）部長
15 ○

JATECインストラクター
ICLSインストラクター
ACLS=EPプロバイダー
PALSプロバイダー 
第8回JADECOM指導医講習会受講

4

救急集中治療科（救
急外来部門）

髙橋　仁 東京ベイ・浦安市川医療センター
救急集中治療科（救急

外来部門）医長
14 ○

JATEC インストラクター
ICLS ディレクター 
第8回JADECOM指導医講習会受講

4

病理診断科 齊藤　啓 東京ベイ・浦安市川医療センター 病理診断科部長 32 ○

日本内科学会所属
日本病理学会認定医・評議員
日本臨床細胞学会細胞診指導医
日本臨床検査学会専門医
医学博士 
第8回JADECOM指導医講習会受講

4

放射線科 小松 秀平 東京ベイ・浦安市川医療センター 放射線科部長 24 ○

日本医学放射線学会 放射線診断専門医 
第8回JADECOM指導医講習会受講

4

産婦人科 坂井　昌人 東京ベイ・浦安市川医療センター 産婦人科部長 34 ○

第8回東京女子医科大学指導医講習会
日本産婦人科学会専門医、指導医
日本超音波医学会専門医、指導医
日本胎児心臓病学会認定医
日本周産期新生児医学会周産期専門医、指導医

4

眼科 横田　眞子 東京ベイ・浦安市川医療センター 眼科部長 23 ○

眼科専門医
日本眼科学会
日本眼炎症学会
第8回JADECOM指導医講習会受講

4

麻酔科 小野寺　英貴 東京ベイ・浦安市川医療センター 麻酔科部長 26 ○

第8回日本医科大学臨床研修指導医教育ワークショップ修了

4

麻酔科 日下部　良臣 東京ベイ・浦安市川医療センター 麻酔科医師 14 ×

日本麻酔科学会麻酔科専門医、指導医
心臓血管麻酔専門医

腎臓・内分泌・糖尿
病内科

仁科　浩和 東京ベイ・浦安市川医療センター
腎臓・内分泌・糖尿病

内科医師
12 ×

日本リウマチ学会専門医
日本内科学会認定医

総合内科 江原　淳 東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科医師 11 ○

第11回JADECOM指導医講習会
日本内科学会認定医、
総合内科専門医、指導医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医
緩和ケア研修修了
認知症サポート医

4

腎臓・内分泌・糖尿
病内科

坂井　正弘 東京ベイ・浦安市川医療センター
腎臓・内分泌・糖尿病

内科医師
10 ○

第11回JADECOM指導医講習会
日本緩和医療学会認定医
日本内科学会認定医
総合内科専門医、指導医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医

3.4
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（No.140）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

救急科 沼田　賢治 東京ベイ・浦安市川医療センター 救急科医師 11 ○

第12回ＪＡＤＥＣＯＭ地域志向型指導医講習会修了

4

救急科 溝辺　倫子 東京ベイ・浦安市川医療センター 救急科医師 14 ○

第14回JADECOM指導医講習会
日本救急医学会救急科専門医
ICLS-WSディレクター
ICLSディレクター
MCLSインストラクター
JMECCインストラクター
日本内科学会認定医

4

総合内科 吉野　かえで 東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科医師 11 ○

第12回JADECOM指導医講習会
日本内科学会認定内科医
総合内科専門医・指導医
日本腎臓学会腎臓専門医
認知症サポート医
がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

4

小児科 小野　真 東京ベイ・浦安市川医療センター 小児科医長 23 ○

平成22年度東京医科歯科大学医学部附属病院指導医講習会
日本小児科学会専門医、指導医
内分泌代謝科専門医、指導医（小児科）

4

救急集中治療科（手
中治療部門）

三反田 拓志 東京ベイ・浦安市川医療センター 集中治療科医師 9 ○

第13回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会
日本救急医学会救急科専門医
日本集中治療医学会集中治療専門医

4

救急科 本間 洋輔 東京ベイ・浦安市川医療センター 救急科医師 13 ○

第13回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会受講
日本救急医学会指導医

4

外科 坂本　貴志 東京ベイ・浦安市川医療センター 外科医師 10 ○

第13回ＪＡＤＥＣＯＭ指導医講習会
日本消化器外科学会認定医、専門医
緩和ケア研修修了
日本癌学会認定医

4

消化器内科 新井　雅裕 練馬光が丘病院 副病院長 32 ○

第2回東京大学医学部附属病院指導医講習会
平成30年度プログラム責任者養成講習会 3

4

消化器内科 田代　淳 練馬光が丘病院 科長 20 ○

国立国際医療研究センター病院第7回臨床研修指導医養成ワーク
ショップ 4

消化器内科 藤岡　高弘 練馬光が丘病院 副病院長 37 ○

第1回自衛隊中央病院臨床研修指導医講習会

4

総合診療科 仲井　盛 練馬光が丘病院 科長 15 ○

第13回JADECOM指導医講習会受講

4

血液内科 堀越　昶 練馬光が丘病院 部長 47 ○

平成15年度軽井沢（４）1694
臨床研修指導医養成講習会

4

血液内科 青木　泰子 練馬光が丘病院 40 ○

平成27年度臨床研修指導養成講習会　独立行政法人国立病院機構
関東信越グループ

4



別紙４

（No.141）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

呼吸器内科 大林　王司 練馬光が丘病院 部長 28 ○

第9回JADECOM指導医講習会受講

4

腎臓内科 藤巻　道孝 練馬光が丘病院 部長 28 ○

日本内科学会認定内科専門医
日本腎臓学会指導医
日本腎臓学会専門医
日本透析医学会専門医
緩和ケア研修会終了
新臨床研修指導医講習会修了（第6回JADECOM地域指向型指導医講
習会）
医学博士

4

内科 荒尾　憲司郎 練馬光が丘病院 部長 25 ○

第12回JADECOM指導医講習会受講

4

糖尿病内科 間瀬　卓顕 練馬光が丘病院 9 ○

第13回JADECOM指導医講習会

4

糖尿病内科 関口　浩司 練馬光が丘病院 科長 25 ○

平成16年度社会保険病院等臨床研修指導医養成講座受講

4

神経内科 岨　康二 練馬光が丘病院 科長 41 ○

第10回JADECOM指導医講習会受講

4

小児科 荒木　聡 練馬光が丘病院 部長 30 ○

日本小児科学会専門医
研修医指導講習会（H19.2.10～11東京医科歯科大学臨床研修セン
ター主催） 4

小児科 菊池　絵梨子 練馬光が丘病院 17 ○

第７回武蔵野赤十字病院臨床研修指導者養成講習

4

小児科 齋藤　洋子 練馬光が丘病院 7 ○

第７回武蔵野赤十字病院臨床研修指導者養成講習会

4

外科 吉田　卓義 練馬光が丘病院 外科部長 28 ○

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
消化器がん外科治療認定医
日本食道学会食道科認定医
新臨床研修指導医講習会修了
(平成19年度自治医科大学付属病院・自治医科大学付属大宮医療セ
ンター合同臨床研修指導医講習会)

4

外科 帖地　健 練馬光が丘病院 15 ○

臨床研修指導医養成講習会修了

4

外科 前田　徹 練馬光が丘病院 部長 ○

第14回JADECOM指導医講習会受講

4

外科 和田　陽之介 練馬光が丘病院 ○

第14回JADECOM指導医講習会受講

4



別紙４

（No.142）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

整形 徳重　潤一 練馬光が丘病院 副病院長 33 ○

日本整形外科学会専門医
第8回JADECOM指導医講習会受講

4

精神科 當間　実名雄 練馬光が丘病院 精神科科長 24 ○

日本精神神経学会認定専門医・指導医
第10回JADECOM指導医講習会受講

4

眼科 後藤　惠一 練馬光が丘病院 眼科部長 30 ○

第12回JADECOM指導医講習会受講

4

産婦人科 西林　学 練馬光が丘病院 産婦人科部長 25 ○

日本産科婦人科学会
日本周産期・新生児医学会
日本超音波医学会
日本女性骨盤底医学会
日本胎児心臓病学会
日本母体胎児医学会
TVM研究会
骨盤外科機能温存研究会
平成22年度日本病院会臨床研修指導医養成講習会受講

4

産婦人科 村山　敬彦 練馬光が丘病院 部長 27 ○

第32回医学教育ワークショップ
（埼玉医科大学）

4

心臓血管外科 岡村　誉 練馬光が丘病院 心臓血管外科部長 16 ○

日本心臓血管外科専門医
日本外科専門医
第12回JADECOM指導医講習会受講 4

心臓血管外科 荒川　衛 練馬光が丘病院 心臓血管外科科長 13 ○

日本心臓血管外科専門医
日本外科専門医
第12回JADECOM指導医講習会受講 4

泌尿器科 成岡　健人 練馬光が丘病院 泌尿器科部長 22 ○

日本泌尿器学会専門医
日本泌尿器内視鏡学会代議員
第6回東京慈恵会医科歯科大学研修指導医講習会受講 4

耳鼻いんこう科 高井　禎成 練馬光が丘病院 耳鼻いんこう科部長 28 ○

第13回臨床研修指導医のための教育ワークショップ（日本大学医
学部主催　東京都病院経営本部共済）都立広尾病院

4

放射線科 牧田　幸三 練馬光が丘病院 放射線科部長 35 ○

日本医学放射線学会専門医
日本血管造影・IVR専門医
健診マンモグラフィ読影認定医
新臨床研修指導医講習会修了（第6回JADECOM地域指向型指導医講
習会）

4

放射線科 白田　剛 練馬光が丘病院 11 ○

第14回JADECOM指導医講習会受講

4

麻酔科 和井内　賛 練馬光が丘病院 麻酔科部長 27 ○

日本麻酔科学会専門医
新臨床研修指導医講習会修了（第5回JADECOM地域志向型指導医講
習会）医学博士 4



別紙４

（No.143）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

麻酔科 甲斐　真紀子 練馬光が丘病院 24 ○

第14回JADECOM指導医講習会受講

4

救急科 光定　誠 練馬光が丘病院 管理者 37 ○

日本救急医学会専門医
日本外傷学会専門医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
第16回臨床研修指導医のための教育ワークショップ

救急科 秋月　登 練馬光が丘病院 科長 22 ○

第４回大分県医師臨床研修指導医講習会

4

救急・集中治療科 徳永　英彦 練馬光が丘病院 16 ○

第9回JADECOM指導医講習会受講

4

救急部門 井上　哲也 練馬光が丘病院 副部長 31 ○

第1回指導医養成ワークショップ

4

病理 早瀬　ヨネ子 練馬光が丘病院 35 ×

第13回JADECOM指導医講習会受講

病理 大西　威一郎 練馬光が丘病院 12 ×

第14回JADECOM指導医講習会受講

地域医療 齋藤　充 女川町地域医療センター センター長 30 ○

第3回JADECOM指導医講習会受講
脳外科専門医
産業医
日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

3
4

小児科 今野　友貴 女川町地域医療センター 小児科長 16 〇

日本小児科学会専門医
日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医
日本褥瘡学会在宅褥瘡管理者
AHA認定PALSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 4

地域医療 津向　伸哉 越前町国民健康保険織田病院 病院長 32 ○

日本整形外科学会認定医・指導医
日本整形外科学会運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医
日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ
日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合学会認定指導医
平成16年第11回新臨床研修指導医養成講習会受講
(全国国民健康保険診療施設協議会・全国自治体病院協議会)

4

地域医療 根本　朋幸 越前町国民健康保険織田病院 副病院長 27 ×

医学博士(H9　金沢大学)
日本内科学会　総合内科専門医・指導医
日本消化器学会　専門医・支部評議員
日本肝臓学会　専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会　専門医
日本消化器病学会　専門医
日本医師会　認定産業医

3,4

地域医療 後藤　忠夫
県北西部地域医療センター国保和良診

療所
所長 18 ○

第57回新臨床研修指導医養成講習会　Ｈ19.11.23～11.25
日本プライマリ・ケア連合学会
家庭医療指導医

3,4



別紙４

（No.144）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

地域医療 横田　修一
揖斐郡北西部

地域医療センター
センター長 12 ○

日本プライマリケア連合学会認定家庭医療専門医・指導医
第9回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

4

地域医療 菅波　祐太
揖斐郡北西部

地域医療センター
副センター長 12 ○

日本プライマリケア連合学会認定家庭医療専門医・指導医
第10回JADECOM地域胃志向型指導医講習会受講

3.4

地域医療 崎原　永作 与那国町診療所 所長兼管理者 66 ○

平成21年度ＲｙuMIC臨床研修医指導養成ｾﾐﾅｰ終了

3

地域医療 川原田　恒 東通村診療所 所長 37 ○

日本プライマリケア学会認定医　　　　　　　　                
  　　　日本プライマリケア学会指導医
日本医師会認定産業医　　　　　　　　　　　　　　　          
        日本医師会認定健康スポーツ医　
第9回臨床講師（地域担当）医学教育研修会受講
社）全国国民健康保険診療施設協議会 及び 社）全国自治体病院
協議会開催 2003年(第7回)新臨床研修指導医養成講習会受講

3,4

地域医療 福地　達 六合診療所
診療所管理者

(兼 老健管理者)
5 × 3

地域医療 大石　延正 西伊豆町安良里診療所 所長 27 ×

日本耳鼻咽喉科学会専門医

3

地域医療 佐々木　航 白糠診療所 所長 12 ×

日本プライマリケア学会認定指導医　　　　　　　　　　　　　  
        日本プライマリケア学会家庭医

3

地域医療 屋島　治光 磐梯町保健医療福祉センター センター長 30 ○

第2回JADECOM指導医講習会受講
産業医

3,4

地域医療 和田　孔明 日光市立奥日光診療所 所長 11 × 3

地域医療 岡　裕也 揖斐川町春日診療所 所長 33 ×

がん治療認定医・泌尿器専門医

3



別紙４

（No.145）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

地域医療 石井　英利 公設宮代福祉医療センター センター長 25 ○

日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医
第３回JADECOM指導医講習会受講

3
4

地域医療 亀﨑　真 小笠原村診療所 医師 23 ○

・日本外科学会外科専門医
・日本救急医学会救急科専門医
・平成23年度　第3回　臨床研修指導医養成講習会プログラム 3

4

地域医療 納屋　樹
東京都神津島村

国民健康保険直営診療所
    所長 7 × 3

地域医療 与那覇　翔 公立久米島病院 医長 9 ○

・日本プライマリーケア連合学会認定指導医

3
4

地域医療 松岡　史彦
六ヶ所村地域家庭

医療センター
センター長 35 ○

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　　　　　　　　　　                    
    　　社団法人全国国民健康保険診療施設協議会主催第１回新
臨床研修指導医養成講習会

3
4

地域医療 船越　樹
六ヶ所村地域家庭

医療センター
副センター長 23 ○

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　　　　　　                            
      　社団法人地域医療振興協会主催第1回新医師臨床研修制度
地域指向型指導医講習会 4

地域医療 川﨑　祝 いなずさ診療所 診療所長 23 ○

第７回JADECOM指導医講習会受講　

プライマリケア認定医 3
4

皮膚科 平本　力 石岡・平本皮膚科医院 理事長 41 ○

自治医科大学非常勤講師
2004年茨城県指導医養成講習会受講済

3,4

地域医療 堀江　秀行
おおい町保健・医療・福祉総合施設　

診療所
施設長 9 ×

内科認定医
呼吸器内科専門医

3

地域医療 白崎　信二
おおい町保健・医療・福祉総合施設　

診療所
施設長 40 ×

日本内視鏡学会専門医

3
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（No.146）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

地域医療 川妻　史明
おおい町保健・医療・福祉総合施設　

診療所
副施設長 30 〇 4

地域医療 畑野　秀樹 地域包括ケアセンターいぶき センター長 30 ○

平成１７年 滋賀県医師会・京都府医師会指導医のための教育ワー
クショップ受講
一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

4

地域医療 臼井　恒仁 地域包括ケアセンターいぶき 副センター長（医局長） 17 ○

平成１８年 JADECOMゆいまーるプロジェクト指導医講習会受講
一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

3
4

地域医療 濵田　俊之 山北町立山北診療所 診療所長 34 ×

・日本医師会認定産業医
・プライマリケア学会指導医
・日本循環器学会 専門医
・日本外科学会 専門医

3
4

内科 梅田　容弘 伊豆今井浜病院 副病院長 33 ○

第11回
新臨床研修指導医養成講習会
日本医師会認定産業医
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会専門医

3
4

内科
地域医療

小田　和弘 伊豆今井浜病院 病院長 40 ○

日本医師会認定産業医
包括的指示除細動プロトコール講習済
第11回JADECOM地域志向型指導医講習会受講

外科 杉山　徹 伊豆今井浜病院 外科科長 20 ×

日本外科学会認定医
検診マンモグラフィ読影医
麻酔科標榜医

整形外科 増本　眞悟 伊豆今井浜病院 整形外科科長 26 ×

脊椎脊髄外科指導医
脊椎脊髄病医認定医
整形外科認定医

地域医療 島崎亮司 シティ・タワー診療所 管理者 16 ○

日本プライマリ・ケア連合会認定指導医
日本在宅医学会認定専門医
全国自治体病院協議会第103回臨床研修指導医養成講習会
日本専門医機構総合診療領域特認指導医講習会 3・4

地域医療 松井康司 シティ・タワー診療所 27 ×

日本外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会指導医･専門医
日本大腸肛門病学会指導医・専門医



別紙４

（No.147）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

地域医療 児玉崇志 シティ・タワー診療所 7 ×

PEACE緩和ケア研修会終了
ALSOプロバイダコース終了
ACLSプロバイダコース終了
PIPCベーシックセミナー受講

地域医療 長田　雅樹 十勝いけだ地域医療センター 管理者 17 ○

第7回JADECOM地域志向型指導医講習会受講
日本プライマリ・ケア学会認定医・指導医
日本小児科学会専門医 3

4

地域医療 並木　宏文 十勝いけだ地域医療センター 診療部長 13 ×

日本プライマリ・ケア学会認定医・指導医

4

地域医療 奥山　泰史 十勝いけだ地域医療センター 43 ×

日本消化器病学会認定
　　　同上　　　指導医

4

地域医療 中野　秀貴 十勝いけだ地域医療センター 39 × 4

地域医療 武澤　　厳 十勝いけだ地域医療センター 41 × 4

地域医療 廣田　俊夫 関市国民健康保険　津保川診療所
管理者　兼
診療所長

27 ○

①日本医師会認定産業医②第7回JADECOM地域志向型指導医講習会
受講③日本プライマリ・ケア連合学会認定医および指導医

3,4

地域医療 川﨑　英司 真鶴町国民健康保険診療所
管理者　兼
診療所長

8 ×

泌尿器科専門医

3

地域医療 矢ノ下　絵里子 真鶴町国民健康保険診療所 6 ×

総合診療科 梅屋　崇 あま市民病院 管理者 24 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医制度指導医
日本感染症学会専門医
日本感染症学会暫定指導医
ICD
rt-PA
新臨床研修指導医講習会修了（第2回全国国民健康保険診療施設協
議会）
全国災害拠点病院等災害医療従事者研修会修了
総合診療医特任指導医

3
4



別紙４

（No.148）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

地域医療 土屋　典男 戸田診療所
管理者

兼診療長
39 ○

日本内科学会認定医
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
第8回新臨床研修指導医養成講習会 3,4

精神科 中瀬　玲子 三重県立こころの医療センター 副院長兼診療技術部長 33 〇

精神科指導医
精神科専門医

4

精神科 芳野　浩樹 三重県立こころの医療センター
副院長兼地域生活支援

部長
21 〇

精神科指導医
精神科専門医

4

精神科 山城　一訓 三重県立こころの医療センター 診療部長 31 〇

精神科指導医
精神科専門医

4

精神科 森川　将行 三重県立こころの医療センター 院長 29 〇

精神科指導医
精神科専門医

3

地域医療 宮﨑　光一 町立南伊勢病院 院長 38 ×

内科認定医・指導医
消化器専門医
肝臓病専門医・指導医
消化器内視鏡認定専門医
医師会認定産業医
インフェクションコントロールドクター（ICD）

上級医

地域医療 山添　尚久 町立南伊勢病院 副院長 23 〇

H17.10.9指導医講習会修了
総合内科専門医
家庭医療専門医・指導医

3,4

地域医療 中川　十夢 町立南伊勢病院 医師 15 ×

内科認定医・指導医
総合内科専門医
循環器専門医

上級医

地域医療 小泉　圭吾 鳥羽市神島診療所 医師 17 ×

総合内科専門医
プライマリ・ケア学会認定医・指導医

3

保健・医療行政 鈴木　まき 三重県伊勢保健所 所長 26 〇

「地域保健・医療」指導医研修会受講
社会医学系認定指導医

3

地域医療 岡宗　眞一郎 おかむね医院 院長 35 × 3
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担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

指導医講習会
等の受講経験
有：○無：×

資格等 プログラム番号

備考
1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3研修実施責任者
4臨床研修指導医

（指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 三重県立志摩病院病院施設番号： 030911 臨床研修病院の名称：

地域医療 小野　佑太 鳥羽市桃取診療所 院長 6 × 3

地域医療 西岡　洋右 西岡記念セントラルクリニック 院長 20 ×

日本内科学会認定内科医
日本プライマリ・ケア学会家庭医療専門医

3

地域医療 田川　新生 あゆみ診療所 院長 52 ×

日本内科学会認定専門医・指導医
日本消化器病学会消化器専門医・指導医
日本肝臓学会肝臓専門医・指導医

3


