
別紙４（Ｎｏ．1）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：　０３０３８３　　　　臨床研修病院の名称：島田市立総合医療センター

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

内科(総合内科) 谷尾　仁志 島田市立総合医療センター 部長 39年 ○

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
研修指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本医師会認定産業
医、人間ドック認定医、人間ドック健診専門医、人間ドック健診情報管理指
導士（人間ドックアドバイザー）、ICD制度協議会認定ICD（インフェクションコ
ントロールドクター）、日本内科学会認定JMECCインストラクター、日本救急
医学会認定ICLSインストラクター、rt-PA適正使用講習会受講済 、第12回
新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科(呼吸器内
科)

一條　甲子郎 島田市立総合医療センター 医長 10年 × 日本内科学会認定医 上級医

内科(呼吸器内
科)

上原　正裕 島田市立総合医療センター 医長 15年 ○
日本内科学会総合内科専門医・認定医、日本呼吸器学会認定呼吸器専門
医、第156回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臨
床研修指導医講習会受講済

4

内科(循環器内
科)

青山　武 島田市立総合医療センター 事業管理者 40年 ○
日本内科学会認定内科医、日本内科学会研修指導医、日本循環器学会認
定循環器専門医、rt-PA適正使用講習会受講済、静岡県立総合病院臨床
研修指導医講習会受講済

4

内科(循環器内
科)

金森　範夫 島田市立総合医療センター 部長 20年 ○

日本内科学会総合内科専門医・認定医、日本内科学会研修指導医、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専
門医・施設代表医、rt-PA適正使用講習会受講済 、浅大腿動脈ステントグラ
フト実施医、浜松医科大学医学部附属病院臨床研修指導医講習会受講済

4

内科(循環器内
科)

小夫家　和宏 島田市立総合医療センター 部長 28年 ○
日本内科学会総合内科専門医・認定内科医、日本循環器学会認定循環器
専門医、近畿大学医学部附属病院臨床研修指導医講習会受講済

4

内科(循環器内
科)

石田　仁志 島田市立総合医療センター 医長 19年 × 日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医 上級医

内科(循環器内
科)

露木　義章 島田市立総合医療センター 医長 14年 ○

日本内科学会認定内科医、rt-PA適正使用講習会受講済、日本循環器学
会循環器専門医、日本温泉気候物理医学会温泉療法医 、日本心血管イン
ターベンション治療学会認定医、浅大腿動脈ステントグラフト実施医、静岡
県立総合病院臨床研修指導医講習会受講済

4

内科(循環器内
科)

西山　直希 島田市立総合医療センター 医長 10年 ×
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会循環器専門医、日本不整脈心
電学会認定不整脈専門医

上級医

内科(消化器内
科)

松下　雅広 島田市立総合医療センター 部長 28年 ○

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、日本超音波医学会超音波専門医（FJSUM)・指導医（SJSUM)、日本内科
学会認定内科医・専門医（FJSIM)、日本肝臓学会肝臓専門医、American
College of Physicians Member,Fellow (FACP)、American College of
Gastroenterology Member、浜松医科大学医学部附属病院臨床研修指導医
講習会受講済

4

内科(消化器内
科)

金山　広和 島田市立総合医療センター 科部長 26年 × 上級医

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
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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

内科(消化器内
科)

渡邉　晋也 島田市立総合医療センター 医長 18年 ×
日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本消化器病学会認定消化器病
専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医・指導
医、日本肝臓学会認定肝臓専門医・指導医、rt-PA適正使用講習会受講済

上級医

内科(消化器内
科)

米倉　孝 島田市立総合医療センター 医員 5年 × 上級医
内科(消化器内

科)
増田　大樹 島田市立総合医療センター 医員 2年 × 内科専門医研修プログラム 上級医

内科(糖尿病・内
分泌内科)

大石　敏弘 島田市立総合医療センター 医長 15年 ○

日本内科学会認定内科医、日本糖尿病学会専門医、日本内分泌学会内分
泌代謝科（内科）指導医、日本糖尿病学会研修指導医、日本糖尿病協会登
録医、医学博士、rt-PA適正使用講習会受講済、浜松医科大学医学部附属
病院臨床研修指導医講習会受講済

4

内科(糖尿病・内
分泌内科)

坪井　堅太郎 島田市立総合医療センター 医長 11年 ×
日本内科学会認定内科医、日本糖尿病学会専門医、rt-PA適正使用講習
会受講済、医学博士

上級医

内科(糖尿病・内
分泌内科)

渡邊　健次郎 島田市立総合医療センター 医員 2年 × 内科専門医研修プログラム 上級医

内科(血液内科) 柳田　宗之 島田市立総合医療センター 部長 27年 ○
日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会
認定血液専門医、静岡県立総合病院臨床研修指導医講習会受講済

4

内科(腎臓内科) 野垣　文昭 島田市立総合医療センター 第一診療部長 28年 ○
日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓指導医、日本透析医学
会指導医、日本血液学会認定血液専門医、rt-PA適正使用講習会受講済、
浜松医科大学医学部附属病院臨床研修指導医講習会受講済

1 3 4

内科(腎臓内科) 鈴木　訓之 島田市立総合医療センター 医長 18年 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会認定内科医、日本腎臓学会
腎臓専門医、日本透析医学会専門医、日本透析医学会指導医、日本老年
医学会老年病専門医、日本老年医学会指導医、静岡県立総合病院臨床研
修指導医講習会済

4

内科(腎臓内科) 米山　雅彦 島田市立総合医療センター 医員 24年 × 内科専門医研修プログラム 上級医

救急科 蔦野　陽一 島田市立総合医療センター 医長 16年 ○
日本内科学会総合内科専門医・認定医、日本循環器学会認定循環器専門
医、rt-PA適正使用講習会受講済、日本心血管インターベンション治療学会
認定医、浜松医科大学医学部附属病院臨床研修指導医講習会受講済

4

外科(消化器･乳
腺)

森賀　威雄 島田市立総合医療センター 部長 32年 ×
日本外科学会専門医・認定医・指導医、日本消化器外科学会認定医・専門
医、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

上級医

外科(消化器･乳
腺)

和田　英俊 島田市立総合医療センター 院長 33年 ○

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消
化器外科専門医、日本消化器外科学会指導医、日本消化器外科学会消化
器がん外科治療認定医、日本内視鏡外科学会技術認定医、臨床研修指導
医講習会修了、共用試験医学系OSCE評価者認定講習会（外科系手技）修
了、静岡県単位型緩和ケア研修会修了、浜松医科大学医学部附属病院臨
床研修指導医講習会受講済

4
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担当
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氏名 所属 役職
臨床
経験
年数

指導医講
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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

外科(消化器･乳
腺)

上村　和康 島田市立総合医療センター 部長 23年 ○

日本外科学会認定医、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、日本消化器病学会専門医、日本消化器外科学会消化器
がん外科治療認定医、健診マンモグラフィ-読影医、日本がん治療認定医機
構がん治療認定医、日本大腸肛門病学会専門医、日本消化器内視鏡学会
内視鏡指導医、日本大腸肛門病学会指導医、大腸癌研究会施設代表者、
身体障害者福祉法指定医（ぼうこう又は直腸機能障害）、臨床研修指導医、
日本消化器病学会指導医、第２回聖隷福祉事業団指導医養成講習会受講
済

4

外科(消化器･乳
腺)

磯野　忠大 島田市立総合医療センター 科部長 20年 ×

日本外科学会認定医、日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、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、日本乳癌学会
認定医、日本乳癌学会乳腺専門医、日本乳癌検診精度管理中央委員会マ
ンモグラフィ読影認定医、JATECプロバイダー、日本DMAT

上級医

外科(消化器･乳
腺)

野澤　雅之 島田市立総合医療センター 医長 19年 ○

日本外科学会外科専門医、日本外科学会指導医、日本消化器外科専門
医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本消化管学会胃腸科認
定医、日本消化管学会胃腸科専門医、日本消化器外科学会消化器がん外
科治療認定医、日本乳がん検診精度管理中央機構マンモグラフィ読影認定
医師、身体障害者福祉法指定医（ぼうこう又は直腸機能障害）、日本消化器
病学会消化器病専門医、日本腹部救急医学会腹部救急認定医、浜松医科
大学医学部附属病院臨床研修指導医講習会受講済

4

外科(消化器･乳
腺)

植田　猛 島田市立総合医療センター 医長 16年 × 日本外科学会外科専門医 上級医

外科(消化器･乳
腺)

佐京　このみ 島田市立総合医療センター 医長 11年 × 日本外科学会外科専門医日本、消化器内視鏡学会内視鏡専門医 上級医

外科(消化器･乳
腺)

惟康　良平 島田市立総合医療センター 医長 11年 × 日本外科学会外科専門医 上級医

外科(消化器･乳
腺)

渡邊　貴洋 島田市立総合医療センター 医長 15年 ×
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、日本内視鏡外科学会技術認定医、日本がん治療認定医機構
がん治療認定医、緩和ケア研修修了、JATECコース修了

上級医

外科(消化器･乳
腺)

林　久志 島田市立総合医療センター 医員 7年 × 日本外科学会外科専門医 上級医

外科(消化器･乳
腺)

内山　碧 島田市立総合医療センター 医員 2年 × 上級医

外科(脳神経外
科)

村田　敬二 島田市立総合医療センター 顧問 42年 ×

脳神経外科学会専門医・指導医、脳卒中学会専門医・指導医、脳神経血管
内治療学会専門医、脳卒中の外科学会技術指導医、rt-PA適正使用講習
会受講済、リハビリテーション医学会認定臨床医、ボツリヌストキシン療法研
究会講習実技セミナー参加済

上級医

外科(脳神経外
科)

平田　晴樹 島田市立総合医療センター 医員 4年 × 脳神経外科学会専攻医（大阪市立大学基幹プログラム） 上級医
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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

外科(呼吸器外
科)

小林　淳 島田市立総合医療センター 部長 38年 ○

呼吸器外科専門医、外科専門医、日本呼吸器学会専門医、日本外科学会
所属、日本呼吸器外科学会所属、日本胸部外科学会所属、日本肺癌学会
所属、日本呼吸器学会所属、日本呼吸器内視鏡学会所属、rt-PA適正使用
講習会受講済、静岡県立総合病院臨床研修指導医講習会受講済

4

外科(呼吸器外
科)

藤川　遼 島田市立総合医療センター 医長 9年 × 日本外科学会専門医、日本呼吸器外科学会専門医 上級医

外科(泌尿器科) 福澤　重樹 島田市立総合医療センター 副院長 36年 ×

泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本泌尿器科学会指導医、日本泌尿器科学会
専門医、日本がん治療認定医機構暫定教育医、日本がん治療認定医機構
がん治療認定医、日本泌尿器内視鏡学会評議、がん診療に携わる医師に
対する緩和ケア研修会修了、Certificate of da Vinci Console Surgeon

上級医

外科(泌尿器科) 浅賀　航平 島田市立総合医療センター 医員 3年 × 上級医

外科(泌尿器科) 松下　智紀 島田市立総合医療センター 医員 2年 ×
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了、Certificate of da
Vinci First Assistant

上級医

麻酔科 山口　裕充 島田市立総合医療センター 医長 14年 × 日本麻酔科学会麻酔科指導医・専門医、麻酔科標榜医 上級医

麻酔科 宇於崎　奈古 島田市立総合医療センター 医長 13年 × 日本麻酔科学会麻酔科専門医、麻酔科標榜医 上級医

麻酔科 松永　雄太 島田市立総合医療センター 医長 9年 ○
日本麻酔科学会麻酔科専門医、麻酔科標榜医、第160回全国自治体病院
協議会・全国国民健康保険診療施設協議会臨床研修指導医講習会受講済

4 上級医

麻酔科 伊藤　桃依 島田市立総合医療センター 医員 5年 × 上級医

小児科 那須　裕郷 島田市立総合医療センター 医長 15年 ○
日本小児科学会専門医、てんかん専門医、地域総合小児医療認定医、「子
どもの心」相談医、浜松医科大学医学部附属病院臨床研修指導医講習会

4

小児科 髙梨　浩一郎 島田市立総合医療センター 医長 11年 ×
日本小児科学会専門医、PALSインストラクター、JATECプロバイダー、
PFCCSプロバイダー

上級医

小児科 竹内　薗実 島田市立総合医療センター 医員 2年 × 上級医

小児科 山田　隼也 島田市立総合医療センター 医員 3年 × 上級医

産婦人科 小松　孝之 島田市立総合医療センター 部長 34年 ○
日本産科婦人科学会専門医、日本専門医機構　産婦人科専門医、母体保
護法指定医師、浜松医科大学医学部附属病院臨床研修指導医講習会受講
済

4

内科(脳卒中科) 山形　桂司 島田市立総合医療センター 医長 19年 ○

脳神経外科学会専門医、脳卒中学会専門医、脳神経血管内治療学会専門
医、rt-PA適正使用講習会受講済、臨床研修指導医、ボツリヌストキシン療
法研究会講習実技セミナー参加済、浜松医科大学医学部附属病院臨床研
修指導医講習会受講済

4
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：　０３０３８３　　　　臨床研修病院の名称：島田市立総合医療センター

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

内科(脳卒中科) 浦野　裕美子 島田市立総合医療センター 医長 17年 ○
脳神経外科学会専門医、脳卒中学会専門医、rt-PA適正使用講習会受講
済、臨床研修指導医、日本脳卒中の外科学会技術認定医、静岡県立総合
病院臨床研修指導医講習会受講済

4

内科(脳卒中科) 金城　雄太 島田市立総合医療センター 医長 12年 ○

脳神経外科学会専門医、脳卒中学会専門医、脳神経血管内治療学会専門
医、rt-PA適正使用講習会受講済、臨床研修指導医、日本スポーツ協会認
定スポーツドクター、日本医師会認定健康スポーツ医、ボツリヌストキシン療
法研究会講習実技セミナー参加済、浜松医科大学医学部附属病院臨床研
修指導医講習会受講済

4

形成外科 寺井　勉 島田市立総合医療センター 第2診療部長 33年 × 日本形成外科学会専門医 上級医

形成外科 三倉　文子 島田市立総合医療センター 医長 20年 ○
日本形成外科学会形成外科専門医、浜松医科大学医学部附属病院臨床研
修指導医講習会

4

整形外科 中山　威知郎 島田市立総合医療センター 部長 35年 ×

日本専門医機構整形外科専門医、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脊椎脊髄病医、
脊椎脊髄外科専門医、日本整形外科学会研修指導医、中部日本整形外科
災害外科学会評議員、日本骨折治療学会評議員

上級医

整形外科 加藤　弘文 島田市立総合医療センター 科部長 32年 ×
日本専門医機構整形外科専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病医、日本
整形外科学会研修指導者

上級医

整形外科 佐伯　公三 島田市立総合医療センター 科部長 28年 ×
日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会認定スポーツ医、日本ス
ポーツ協会スポーツドクター、日本整形外科学会認定運動器リハビリテー
ション医、日本整形外科学会研修指導医

上級医

整形外科 織田　宏基 島田市立総合医療センター 医長 14年 ×
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、日本リハビ
リテーション医学会専門医、日本手外科学会専門医

上級医

眼科 飯田　悠人 島田市立総合医療センター 医長 13年 ○
日本眼科学会専門医、日本網膜硝子体学会眼科PDT講習会認定、視覚障
害者用補装具適合判定医師、京都大学医学部附属病院臨床研修指導医講
習会済

4

眼科 田平　佑香 島田市立総合医療センター 医員 6年 × 日本医師会認定産業医 上級医

耳鼻咽喉科 山河　和博 島田市立総合医療センター 部長 26年 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医、rt-PA適正使用講習会受講済 上級医

耳鼻咽喉科 音成　恵梨子 島田市立総合医療センター 医員 5年 × 上級医
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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：　０３０３８３　　　　臨床研修病院の名称：島田市立総合医療センター

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

放射線科(放射
線治療科)

齋藤　亮 島田市立総合医療センター 医長 18年 ×
日本医学放射線学会治療専門医、静岡県立総合病院臨床研修指導医講習
会修了、静岡県単位型緩和ケア研修会修了

上級医

放射線科(放射
線診断科)

塚本　慶 島田市立総合医療センター 医長 14年 ○
日本医学放射線学会診断専門医、日本IVR学会専門医、日本核医学会専
門医、日本医学放射線学会研修指導者、第32回京都大学医学部附属病院
臨床研修指導医受講済

4

放射線科(放射
線診断科)

野澤　勇人 島田市立総合医療センター 医員 7年 ×
日本医学放射線学会専門医、日本乳がん検診精度管理中央機構検診マン
モグラフィ読影認定医

上級医

内科(漢方内科) 鈴木　大輔 島田市立総合医療センター 医長 16年 ○
日本内科学会総合内科専門医、日本東洋医学会認定漢方専門医、認知症
サポート医、rt-PA適正使用講習会受講済、静岡県立総合病院臨床研修指
導医講習会受講済

4

病理診断科 橘　充弘 島田市立総合医療センター 部長 22年 ×

日本病理学会/日本専門医機構認定病理専門医・研修指導医、日本臨床細
胞学会認定細胞診専門医・指導医、日本病理学会評議員、死体解剖資格、
医学博士、分子病理専門医講習会受講修了、ゲノム病理標準化講習会受
講修了

上級医

※

※

※

※

※

※

「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。

「担当分野」欄には、様式１0別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。

欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No.）」欄にページ数を記入すること。

「資格等」欄には、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。

「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。

プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること（プ
ログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者
地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること


