
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等   病院施設番号：  031067  臨床研修病院の名称： 公益財団法人日産厚生会玉川病院 

 
 

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 プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

内科・神経内

科 
齋藤 和幸 玉川病院 部長 19 〇 東京医科歯科大学医学部附属病

院指導医講習会 
日本内科学会総合内科専門医 

日本神経学会神経内科指導医 

03106201 
 

1,4 

内科・循環器

内科 
相川 丞 玉川病院 副院長 39 × 日本内科学会総合内科指導医 

日本循環器学会専門医 03106201 
 

4 

 

内科・循環器

内科 
小野 剛 玉川病院 部長 23 〇 

 

東邦大学医学部指導医講習会 
日本内科学会総合内科専門医 

日本循環器学会専門医 

03106201 
 

4 

内科・消化器

内科 
山本 慶郎 玉川病院 部長 15 〇 東邦大学医学部指導医講習会 

日本内科学会総合内科指導医 

日本消化器学会専門医 

03106201 4 

内科・消化器

内科 
永嶋 裕司 玉川病院 副部長 

 

29 × 日本内科学会内科認定医指導医  
03106201 

 

4 

内科・消化器

内科 

松井 太吾 玉川病院 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 
 

03106201 4 

 

内科・消化器

内科 

吉本 憲介 玉川病院 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 
03106201 4 

内科・糖尿病

代謝内科 
竹内 崇人 玉川病院 副部長 12 × 日本内科学会総合内科指導医 

日本糖尿病学会研修指導医 
03106201 4 

 

内科・呼吸器

内科 
森田 瑞生 玉川病院 診療部長 30 × 日本内科学会総合内科専門医 

日本呼吸器学会専門医 
 

03106201 4 

内科・呼吸器

内科 

佐々木 茜 玉川病院 医員 

 

14 × 日本内科学会総合内科専門医 
日本呼吸器学会専門医 

03106201 4 

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 プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 

４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

内科・呼吸器

内科 
田中 望未 玉川病院 医員 14 × 日本内科学会総合内科専門医 

日本呼吸器学会専門医 
03106201 4 

内科・総合内

科 
松下 達彦 玉川病院 副部長 29 ○ 指導医講習会 

日本プライマリ・ケア連合学会指
導医 

03106201 4 

内科・腎臓内

科 
今村 吉彦 玉川病院 部長 38 〇 東京医科歯科大学医学部付属病

院指導医講習会 
日本内科学会総合内科指導医 
日本腎臓学会指導医    

03106201 4 

内科・腎臓内

科 
高橋 康訓 玉川病院 副部長 26 〇 東京医科歯科大学医学部付属病

院指導医講習会 

日本内科学会総合内科専門医 
日本腎臓学会専門医 

03106201 4 

内科・神経内

科 
和田 義明 玉川病院 院長 41 × 日本内科学会総合内科指導医 

日本神経学会神経内科指導医 
日本リハビリテーション医学会

指導医 

03106201 4 

内科・神経内

科 
小林 正樹 玉川病院 副部長 19 × 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 

 
 

03106201 4 

内科・膠原病

内科 
平野 史生 玉川病院 医長 18 〇 東京医科歯科大学医学部附属病

院指導医講習会 
日本内科学会総合内科専門医 

03106201 4 

 

外科・消化器

一般外科 
安野 正道 玉川病院 診療部長 34 × 日本外科学会外科指導医日本消

化器外科学会消化器外科指導医 

 

03106201 4 

外科・消化器

一般外科 
大司 俊郎 玉川病院 副部長 30 〇 武蔵野赤十字病院臨床研修医指

導医講習会 

日本外科学会指導医 
日本消化器病学会専門医 

03106201 4 

外科・消化器

一般外科 
野谷 啓之 玉川病院 副部長 21 × 日本外科学会外科指導医 

日本消化器外科学会消化器外科
専門医 

 

03106201 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 プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 

４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

外科・乳腺外

科 
大石 陽子 玉川病院 副部長 28 × 日本外科学会外科専門医日本乳

癌学会乳腺専門医 
03106201 4 

外科・呼吸器

外科 
栗原 正利 玉川病院 部長 44 × 日本外科学会外科指導医 

日本呼吸器外科学会呼吸器外科

指導医 

03106201 4 

外科・呼吸器

外科 
渡邉 健一 玉川病院 部長 26 〇 JA 長野厚生連「研修医教育のた

めのﾜｰｸｼｯﾌﾟ」 
日本外科学会指導医 
日本呼吸器外科学会専門医 

03106201 4 

外科・呼吸器

外科 

坪島 顕司 玉川病院 部長 21 ○ 
指導医講習会 
日本外科学会指導医 

日本呼吸器外科学会専門 

03106201 4 

産婦人科  仁平 光彦 玉川病院 部長 22 × 日本産科婦人科学会産婦人科専
門医 

03106201 4 

 

産婦人科 松原 舞 玉川病院 医員 18 〇 東京医科歯科大学医学部付属病

院指導医講習会 
日本産科婦人科学会専門医 

03106201 4 

 

産婦人科 鈴木 廉三朗 玉川病院 医長 35 × 日本産科婦人科学会産婦人科専

門医 
03106201 4 

 

産婦人科 石原 愛子 玉川病院 医員 20 × 日本産科婦人科学会産婦人科専
門医 

03106201 4 

 

救急科 石井 一之 玉川病院 部長 19 〇 東京医科歯科大学医学部付属病
院指導医講習会 
日本内科学会認定医 

日本循環器学会専門医 

03106201 4 

麻酔科 朝木 千恵 玉川病院 副部長 34 〇 東京医科歯科大学医学部付属病

院指導医講習会 
日本麻酔科学会指導医 
 

03106201 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 プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 

３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

麻酔科 安田 誠一 玉川病院 部長 41 

 

〇 指導医講習会 
日本麻酔科学会指導医 

03106201 4 

麻酔科 木林 芽衣奈 玉川病院 医員 

 

24 × 日本麻酔科学会認定医 03106201 4 

麻酔科 原田 由紀子 玉川病院 医員 14 × 日本麻酔科学会専門医 03106201 4 

麻酔科 保富 佐穂里 玉川病院 医員 17 × 日本麻酔科学会専門医 03106201 4 

 

麻酔科 神﨑 正人 玉川病院 医員 

 

14 × 日本麻酔科学会専門医 03106201 4 

麻酔科 不破 礼美 玉川病院 医員 10 × 日本麻酔科学会専門医 03106201 4 

病理 CPC 菅野 純 玉川病院 部長 41 × 日本病理学会指導医 03106201 CPC 

地域医療 山口 潔 ふくろうクリニ

ック等々力 

理事長・院長 20 ○ 日本老年医学会指導医・日本内科

学会指導医 

03106201 3, 4 

地域医療 川村 徹 日産厚生会診療所 所長 35 ○ 東京医科歯科大学附属病院指導

医講習会 

日本外科学会指導医 

日本消化器病学会指導医 

03106201 3，4 

地域医療 長 晃平 玉川クリニック 所長 36 〇 臨床研修指導者養成課程講習会

（四団体協議会） 
日本内科学会総合内科指導医 
日本呼吸器学科指導医 

03106201 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 プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 

３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

小児科 小枝 達也 国立成育医療研

究センター 

副院長 38 〇 小児科専門医、小児科指導医、小
児神経専門医、子どものこころ専
門医、日本小児精神神経学会認定

医 

03106201 4 

小児科 石黒 精 国立成育医療研

究センター 

教育研修センタ

ー 

41 〇 日本小児科学会小児科専門医、日
本血液学会血液専門医・指導医、
日本アレルギー学会アレルギー

専門医・指導医、小児血液・がん
暫定指導医、臨床修練指導医 

03106201 3.4 

小児科 窪田 満 国立成育医療研

究センター 

総合診療部統括

部長 

37 〇 小児科専門医（12-011248）、日本

小児科学会第 9 回小児科医のた
めの臨床研修指導医講習会修了
（第 13-0109号） 

03106201 4 

小児科 永井 章 国立成育医療研

究センター 

総合診療部総合

診療科診療部長 

34 〇 日本小児科学会専門医・指導医、
日本小児心身医学会認定医・指導

医、日本心身医学会専門医、子ど
ものこころ専門医 

03106201 4 

小児科 島袋 林秀 国立成育医療研

究センター 

総合診療部救急

診療科診療部長 

25 〇 小児科専門医・指導医、周産期（新

生児）専門医、臨床遺伝専門医、
日本医師会認定産業医、新生児蘇
生法「専門」コースインストラク

ター、AHA PALS インストラクタ
ー、医学博士 病院管理学修士 

03106201 4 

小児科 植松 悟子 国立成育医療研

究センター 

総合診療部救急

診療科診療部長 

25 〇 日本小児科学会指導医・専門医、
日本救急医学会救急科専門医、麻
酔科標榜医（厚生労働省）、日本

DMAT隊員（厚生労働省）、災害時
小児周産期リエゾン（厚生労働
省） 

03106201 4 

小児科 余谷 暢之 国立成育医療研

究センター 

総合診療部緩和

ケア科診療部長 

19 〇 小児科専門医・指導医、緩和医療
専門医 

03106201 4 

別紙４ 



（№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 プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

精神科 水野 雅文 東京都立松沢病院 院長 36 ○ 医学博士(慶應義塾大学)、精神保
健指定医、日本精神神経学会専門
医・指導医、日本社会精神医学理

事長、日本精神神経学会理事、日
本森田療法学会理事長 

03106201 4 

精神科 針間 博彦 東京都立松沢病院 

 

副院長 32 ○ 精神保健指定医、日本精神神経学
会専門医・指導医、医学博士、日
本精神保健・予防学会理事、日本

統合失調症学会評議員・日本精神
病理学会評議員、日本精神神経学
会代議員、日本精神科救急学会理

事 

03106201 4 

精神科 黒田 治 東京都立松沢病院 

 

精神科部長 34 ○ 精神保健指定医、精神保健判定
医、日本精神学会精神科専門医、

司法精神医学ＰＧディプロマ（ロ
ンドン大学）日本司法精神医学会
評議員 

03106201 4 

精神科 正木 秀和 東京都立松沢病院 

 

精神科部長 25 ○ 精神保健指定医、日本精神神経学
会専門医・指導医、産業医、一般

病院連携精神医学専門医・指導
医、東京女子医科大学連携臨床教
授、東京医科歯科大学医学部臨床

教授 

03106201 4 

精神科 新里 和弘 東京都立松沢病院 

 

精神科医長 32 ○ 精神保健指定医、日本精神神経学
会専門医・指導医、日本認知症学

会専門医・指導医、日本老年精神
医学専門医 

03106201 4 

精神科 

 

大島 健一 

 

東京都立松沢病院 

 

精神科医長 

 

25 

 

○ 

 

精神保健指定医、日本老年精神医
学、日本精神神経学会専門医・指
導医 

03106201 4 

 

精神科 大澤 達哉 東京都立松沢病院 

 

精神科医長 25 ○ 精神保健指定医、精神保健判定
医、日本精神神経学会専門医・指
導医、医学博士 

03106201 4 

精神科 三角 純子 東京都立松沢病院 

 

精神科医長 22 ○ 精神保健指定医、判定医、日本精
神神経学会専門医・指導医、臨床

研修指導医 

03106201 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 プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

精神科 大澤 達哉 東京都立松沢病院 

 

精神科医長 25 ○ 精神保健指定医、精神保健判定
医、日本精神神経学会専門医・指
導医、医学博士 

03106201 4 

精神科 三角 純子 東京都立松沢病院 

 

精神科医長 22 ○ 精神保健指定医、判定医、日本精

神神経学会専門医・指導医、臨床
研修指導医 

03106201 4 

精神科 今井 淳司 東京都立松沢病院 

 

精神科医長 17 ○ 精神保健指定医・判定医、日本精
神神経学会専門医、日本精神医学

学会認定鑑定医、日本司法精神医
学会、認定精神鑑定医 

03106201 4 

精神科 

 

陶山 満雄 

 

東京都立松沢病院 

 

社会復帰支援

医長 

26 

 

○ 

 

精神保健指定医 

 
03106201 4 

 

精神科 梅田 健太郎 東京都立松沢病院 精神科医長 14 ○ 精神保健指定医、精神科専門医・
認知症学会専門医、日本老年精神

医学会専門医 

03106201 4 

精神科 野中 俊宏 東京都立松沢病院 リハ科医長 20 ○ 日本精神神経学会専門医・指導
医、 

03106201 4 

精神科 岡村 泰 東京都立松沢病院 精神科医員 

 

16 ○ 脳神経外科 03106201 4 

内科 岡田 英理子 東京医科歯科大学 

 

講師 25 ○ 平成 25 年度東京医科歯科大学医

学部附属病院指導医講習会 
03106201 3.4 

小児科 鹿島田 健一 東京医科歯科大学 講師 27 ○ 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 

03106201 4 

小児科 磯田 健志 東京医科歯科大学 講師 22 ○ 平成 17 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 

03106201 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 プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

小児科 髙木 正稔 東京医科歯科大学 准教授 29 ○ 平成 19 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 

03106201 4 

小児科 石井 卓 東京医科歯科大学 助教 18 ○ 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 
03106201 4 

小児科 髙澤 啓 東京医科歯科大学 助教 18 ○ 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 

03106201 4 

小児科 山口 洋平 東京医科歯科大学 助教 13 ○ 平成 29 年度東京医科歯科大学医
学部附属病院指導医講習会 

03106201 4 

小児科 西村 聡 東京医科歯科大学 助教 11 ○ 平成 29 年度東京医科歯科大学医
学部附属病院指導医講習会 

03106201 4 

小児科 遠藤 明史 東京医科歯科大学 特任助教 18 ○ 2018 年度東京医科歯科大学医学
部附属病院指導医講習会 

03106201 4 

小児科 鹿島田 彩子 東京医科歯科大学 

 

特任助教(キャ
リアアップ) 

19 ○ 2018 年度東京医科歯科大学医学

部附属病院指導医講習会 
03106201 4 

小児科 森丘 千夏子 東京医科歯科大学 寄附講座助教 20 ○ 2018 年度東京医科歯科大学医学

部附属病院指導医講習会 
 

03106201 4 

小児科 那波 伸敏 東京医科歯科大学 助教 16 ○ 2018 年度東京医科歯科大学医学
部附属病院指導医講習会 
 

03106201 4 

小児科 阿久津 裕子 東京医科歯科大学 クリニカル・ア
シスタント（医
科） 

10 ○ 2019 年度東京医科歯科大学医学
部附属病院指導医講習会 

03106201 4 

別紙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 プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

小児科 我有 茉希 東京医科歯科大学 クリニカル・ア
シスタント（医
科） 

11 ○ 2019 年度東京医科歯科大学医学
部附属病院指導医講習会 

03106201 4 

小児科 神谷 尚宏 東京医科歯科大学 特任助教 19 ○ 2019 年度東京医科歯科大学医学

部附属病院指導医講習会 
03106201 4 

小児科 森尾 友宏 東京医科歯科大学 教授 38 ○ 平成 13 年度医学教育者のための
ワークショップ 

03106201 4 

小児科 清水 正樹 東京医科歯科大学 寄附講座講師 23 ○ ①臨床研修指導医養成ワークシ
ョップ②小児科医のための臨床
研修指導講習会 

03106201 4 

小児科 伊藤 一之 東京医科歯科大学 助教 13 ○ 第 136回臨床研修指導医講習会 03106201 4 

小児科 宇田川 智宏 東京医科歯科大学 助教 18 ○ 2021 年度東京医科歯科大学病院
指導医講習会 

03106201 4 

小児科 細川 奨 東京医科歯科大学 寄附講座助教 22 ○ 2021 年度東京医科歯科大学病院

指導医講習会 
 

03106201 4 

小児科 伊良部 仁 東京医科歯科大学 寄附講座助教 9 ○ 2021 年度東京医科歯科大学病院

指導医講習会 
 

03106201 4 

小児科 杉江 学 東京医科歯科大学 助教 18 ○ 茨城県指導医養成講習会 03106201 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　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　指導医

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・内科

瓜田　純久 東邦大学医療センター大森病院 教　授 37 ○ 第15回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・内科

前田　正 東邦大学医療センター大森病院 講　師 17 ○ 第20回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・内科

佐々木　陽典 東邦大学医療センター大森病院 講　師 16 ○ 第23回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・内科

宮﨑　泰斗 東邦大学医療センター大森病院 講　師 22 ○ 第28回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・内科

熊手　絵璃 東邦大学医療センター大森病院 助　教 13 ○ 第37回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・内科

小松 史哉 東邦大学医療センター大森病院 助　教 8 ○ 第42回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・内科

竹本　育聖 東邦大学医療センター大森病院 助　教 13 ○ 第31回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・救急

髙地　良介 東邦大学医療センター大森病院 助　教 15 ○ 第28回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・救急

本田　善子 東邦大学医療センター大森病院 助　教 30 ○
第9回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本外科学会認定医　日本消化器外科学会 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・救急

皆川　輝彦 東邦大学医療センター大森病院 助　教 25 ○ 第32回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・救急

本多　満 東邦大学医療センター大森病院 教　授 39 ○
第1回東邦大学医師会指導医講習会受講済
日本救急医学会救急科専門医 03106201 2・4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・救急

一林　亮 東邦大学医療センター大森病院 講　師 18 ○ 第22回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

総合診療・
急病ｾﾝﾀｰ・救急

鈴木　銀河 東邦大学医療センター大森病院 助　教 11 ○ 第34回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

救命救急ｾﾝﾀｰ・
救急・呼吸器外
科・外科

田巻　一義 東邦大学医療センター大森病院 助　教 22 ○ 第22回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

救命救急ｾﾝﾀｰ・
救急

中道　嘉 東邦大学医療センター大森病院 助　教 11 ○ 第37回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

（No.10）
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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　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　指導医

救命救急ｾﾝﾀｰ・
救急・循環器内
科・内科

松本　新吾 東邦大学医療センター大森病院 助　教 10 ○ 第41回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 松裏　裕行 東邦大学医療センター大森病院 教　授 40 ○ 第３回東邦大学医師会指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 髙橋　浩之 東邦大学医療センター大森病院 臨床教授 36 ○
第2回横浜市立市民病院臨床研修指導医養
成講習会受講済 03106201 1・4

小児科 髙月　晋一 東邦大学医療センター大森病院 准教授 25 ○ 第１７回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 渡邊　美砂 東邦大学医療センター大森病院 講　師 32 ○ 第４回東邦大学医師会指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 麻生　敬子 東邦大学医療センター大森病院 講　師 22 ○ 第１６回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 羽賀　洋一 東邦大学医療センター大森病院 講　師 23 ○ 第28回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 植田　有紀子 東邦大学医療センター大森病院 助　教 9 ○ 第40回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 川合　玲子 東邦大学医療センター大森病院 助　教 9 ○ 第41回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 早乙女　壮彦 東邦大学医療センター大森病院 助　教 18 ○ 第19回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 松岡　正樹 東邦大学医療センター大森病院 助　教 17 ○ 第22回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 有働　みどり 東邦大学医療センター大森病院 シニア・レジデント 8 ○ 第43回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 佐藤　真理 東邦大学医療センター大森病院 医　師 36 ○
第1回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本小児科学会認定医・専門医　日本内分泌
学会専門医・指導医

03106201 2・4

産婦人科 森田　峰人 東邦大学医療センター大森病院 教　授 39 ○
第７回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本産婦人科学会専門医 日本内視鏡外科学
会技術認定医

03106201 4

産婦人科 中田　雅彦 東邦大学医療センター大森病院 教　授 32 ○ 第28回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

（No.11）
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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　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　指導医

産婦人科 片桐　由起子 東邦大学医療センター大森病院 教　授 30 ○
第4回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本生殖医学会医療指導医　日本産婦人科
学会専門医

03106201 1・4

産婦人科 前村　俊満 東邦大学医療センター大森病院 准教授 31 ○
第7回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本産科婦人科学会内視鏡学会専門医 03106201 4

産婦人科 小宮山　慎一 東邦大学医療センター大森病院 准教授 30 ○
第4回藤田保健衛生大学病院臨床研修指導
医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 早田　英二郎 東邦大学医療センター大森病院 講　師 19 ○ 第31回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 福田　雄介 東邦大学医療センター大森病院 講　師 19 ○ 第23回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 伊藤　歩 東邦大学医療センター大森病院 助　教 10 ○ 第40回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 梅村　なほみ 東邦大学医療センター大森病院 助　教 12 ○ 第35回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 大路　斐子 東邦大学医療センター大森病院 助　教 20 ○ 第20回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 釘宮　剛城 東邦大学医療センター大森病院 助　教 23 ○ 第17回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 坂本　智子 東邦大学医療センター大森病院 助　教 19 ○ 第25回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 玉置　優子 東邦大学医療センター大森病院 助　教 18 ○ 第１８回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 中岡　賢太郎 東邦大学医療センター大森病院 助　教 10 ○ 第38回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 長﨑　澄人 東邦大学医療センター大森病院 助　教 12 ○ 第35回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 林　裕子 東邦大学医療センター大森病院 助　教 13 ○ 第31回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 佐久間　淳也 東邦大学医療センター大森病院 助教（任期） 9 ○ 第43回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

（No.12）
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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　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　指導医

救急・
脳神経外科・外
科

櫻井　貴敏 東邦大学医療センター大橋病院講　師 30 ○
第9回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本東洋医学会専門医　日本脳神経外科学
会専門医

03106201 4

救急・外科 秋山　美和 東邦大学医療センター大橋病院助　教 23 ○
平成28年度東邦大学医学部指導医講習会受
講済 03106201 4

救急・
循環器内科・内
科

林　典行 東邦大学医療センター大橋病院助　教 17 ○ 第23回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 小竹　良文 東邦大学医療センター大橋病院教　授 37 ○ 第2回東邦大学医師会指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 小野寺　潤 東邦大学医療センター大橋病院助　教 17 ○ 第28回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 下井　晶子 東邦大学医療センター大橋病院助　教 18 ○
上尾中央総合病院主催「指導医のための教育
ワークショップ」受講済 03106201 4

麻酔科・救急 冨地　恵子 東邦大学医療センター大橋病院助　教 16 ○ 第31回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 豊田　大介 東邦大学医療センター大橋病院助　教 21 ○ 第４回東邦大学医師会指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 牧　裕一 東邦大学医療センター大橋病院助　教 23 ○
平成19年度東邦大学医学部指導医講習会受
講済 03106201 4

麻酔科・救急 阿部　理沙 東邦大学医療センター大橋病院助教（任期） 9 ○ 第42回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 坂本　安優 東邦大学医療センター大橋病院シニア・レジデント 8 ○ 第43回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 清水　教一 東邦大学医療センター大橋病院教　授 39 ○
第1回東邦大学医師会指導医講習会受講済
小児科専門医　小児神経科専門医 03106201 4

小児科 中村　浩章 東邦大学医療センター大橋病院講　師 19 ○ 第28回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 宇都宮　真司 東邦大学医療センター大橋病院助　教 9 ○ 第42回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 那須野　聖人 東邦大学医療センター大橋病院助　教 27 ○ 第23回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4
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小児科 笹本　光紀 東邦大学医療センター大橋病院シニア・レジデント 8 ○ 第43回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 田中　京子 東邦大学医療センター大橋病院教　授 28 ○
第１４回慶応義塾大学病院臨床研修指導医養
成ワークショップ受講済 03106201 4

産婦人科 村上　功 東邦大学医療センター大橋病院講　師 19 ○ 第40回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 髙橋　怜奈 東邦大学医療センター大橋病院助　教 13 ○ 第34回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器内科・
内科・内科救急

松岡　克善 東邦大学医療センター佐倉病院 教　授 26 ○ 第34回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 1・4

消化器内科・
内科・内科救急

山田　哲弘 東邦大学医療センター佐倉病院 講　師 18 ○ 第3回東邦大学医師会指導医講習会受講済 03106201 4

消化器内科・
内科・内科救急

岩下　裕明 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 11 ○ 第34回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器内科・
内科・内科救急

菊地　秀昌 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 15 ○ 第30回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器内科・
内科・内科救急

柴本　麻衣 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 9 ○ 第41回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器内科・
内科・内科救急

中村　健太郎 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 21 ○ 第2回東邦大学医師会指導医講習会受講済 03106201 4

消化器内科・
内科・内科救急

宮村　美幸 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 14 ○ 第31回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器内科・
内科・内科救急

木村　道明 東邦大学医療センター佐倉病院 シニア・レジデント 8 ○ 第43回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

呼吸器内科・
内科・内科救急

松澤　康雄 東邦大学医療センター佐倉病院 臨床教授 31 ○
第6回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本内科学会認定医･指導医 03106201 4

呼吸器内科・
内科・内科救急

金子　開知 東邦大学医療センター佐倉病院 講　師 18 ○ 第17回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

呼吸器内科・
内科・内科救急

若林　宏樹 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 9 ○ 第41回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4
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脳神経内科・
内科・内科救急

榊原　隆次 東邦大学医療センター佐倉病院 教　授 38 ○
第1回東邦大学医師会指導医講習会受講済
日本内科学会認定内科医　日本神経学会専
門医

03106201 4

脳神経内科・
内科・内科救急

大橋　靖 東邦大学医療センター佐倉病院 教　授 25 ○ 第4回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 2・4

腎臓内科・内科・
内科救急

山﨑　惠介 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 16 ○
独立行政法人国立病院機構関東信越ブロック
平成23年度臨床研修指導医養成講習会受講
済

03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

岡住　慎一 東邦大学医療センター佐倉病院 教　授 38 ○
第10回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本外科学会認定医･指導医・専門医
日本消化器外科学会専門医･指導医･認定医

03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

大城　崇司 東邦大学医療センター佐倉病院 准教授 26 ○ 第2回東邦大学医師会指導医講習会受講済 03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

瓜田　祐 東邦大学医療センター佐倉病院 講　師 18 ○ 第21回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

北原　知晃 東邦大学医療センター佐倉病院 講　師 15 ○ 第24回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

佐藤　雄 東邦大学医療センター佐倉病院 講　師 19 ○
国立研究開発法人　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
ショップ受講済

03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

門屋　健吾 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 12 ○ 第32回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

佐藤　礼実 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 13 ○ 第30回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

田中　宏 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 22 ○ 第2回東邦大学医師会指導医講習会受講済 03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

鍋倉　大樹 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 9 ○ 第41回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

消化器外科・
外科・外科救急

吉田　豊 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 19 ○ 第１７回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

心臓血管外科・
外科・外科救急

本村　昇 東邦大学医療センター佐倉病院 教　授 37 ○ 第２２回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

心臓血管外科・
外科・外科救急

齋藤　綾 東邦大学医療センター佐倉病院 准教授 28 ○
第７回東京大学医学部附属病院指導医講習
会受講済 03106201 4
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呼吸器外科・
外科・外科救急

長島　誠 東邦大学医療センター佐倉病院 臨床教授 34 ○
第6回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本外科学会認定医・専門医 03106201 4

呼吸器外科・
外科・外科救急

佐野　厚 東邦大学医療センター佐倉病院 准教授 22 ○
第8回東京大学医学部附属病院指導医講習
会受講済 03106201 2・4

整形外科・
外科救急

中川　晃一 東邦大学医療センター佐倉病院 教　授 32 ○
第３回千葉県臨床研修指導医養成講習会受
講済 03106201 4

整形外科・
外科救急

中島　新 東邦大学医療センター佐倉病院 准教授 27 ○ 第１６回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

整形外科・
外科救急

園部　正人 東邦大学医療センター佐倉病院 講　師 24 ○
平成28年度東邦大学医学部指導医講習会受
講済 03106201 4

整形外科・
外科救急

赤津　頼一 東邦大学医療センター佐倉病院 講　師 17 ○ 第31回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

整形外科・
外科救急

小山　慶太 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 9 ○ 第41回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

整形外科・
外科救急

齊藤　淳哉 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 14 ○ 第34回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

整形外科・
外科救急

乗本　将輝 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 12 ○ 第40回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

整形外科・
外科救急

山田　学 東邦大学医療センター佐倉病院 シニア・レジデント 11 ○ 第36回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

整形外科・
外科救急

山本　景一郎 東邦大学医療センター佐倉病院 シニア・レジデント 9 ○ 第41回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 北村　享之 東邦大学医療センター佐倉病院 教　授 26 ○ 第１７回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 甲田　賢一郎 東邦大学医療センター佐倉病院 講　師 18 ○ 第１６回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 鵜澤　將 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 15 ○ 第24回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

麻酔科・救急 木村　悠香 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 10 ○ 第39回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4
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麻酔科・救急 佐藤　可奈子 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 21 ○ 第30回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 金村　英秋 東邦大学医療センター佐倉病院 教　授 30 ○ 第38回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 川瀬　泰浩 東邦大学医療センター佐倉病院 臨床教授 37 ○
第4回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本小児科学会認定医　日本周産期・新生児
医学会新生児専門医

03106201 4

小児科 井村　求基 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 15 ○ 第33回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

小児科 鈴木　沙耶香 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 12 ○ 第36回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 竹下　直樹 東邦大学医療センター佐倉病院 臨床教授 34 ○
第1回東邦大学医学部指導医講習会受講済
日本産婦人科学会専門医
日本生殖医学会医療指導医

03106201 4

産婦人科 高島　明子 東邦大学医療センター佐倉病院 准教授 22 ○
第６回千葉県臨床研修指導医養成講習会受
講済 03106201 4

産婦人科 石田　洋昭 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 18 ○ 第22回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4

産婦人科 萬来　めぐみ 東邦大学医療センター佐倉病院 助　教 13 ○ 第33回東邦大学医学部指導医講習会受講済 03106201 4
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