
【指導医】

H30.4時点
循環器・腎臓内科 肝胆膵・移植外科 小児科 放射線科

伊藤正明 伊佐地秀司 堀　浩樹 佐久間肇
藤井英太郎 櫻井洋至 平山雅浩 野本由人
岡本隆二 臼井正信 三谷義英 加藤憲幸
土肥　薫 水野修吾 出口隆生 前田正幸
石川英二 岸和田昌之 岩本彰太郎 中塚豊真
田辺正樹 安積良紀 豊田秀実 北川覚也
村田智博 栗山直久 澤田博文 市川泰崇
藤本美香 種村彰洋 淀谷典子 石田正樹
中森史朗 村田泰洋 大橋啓之  永田幹紀
藤本直紀 加藤宏之 天野敬史郎 伊熊宏樹
熊谷直人 飯澤祐介 平山淳也 山中隆嗣
藤田　聡 早﨑碧泉 間宮範人 海野真記
伊藤貴康 消化管・小児外科 森本真理 黒部勇輔
香川芳彦 内田恵一 伊藤卓洋 高田彰憲

血液内科、腫瘍内科 荒木俊光 精神科神経科 児玉大志
片山直之 大井正貴 岡田元宏 豊増　泰
中瀬一則 小林美奈子 小森照久 総合診療科
桝屋正浩 問山裕二 谷井久志 竹村洋典
杉本由香 井上幹大 城山　隆 田口智博
大石晃嗣 廣純一郎 元村英史 北村　大
水野聡朗 吉山繁幸 鈴木　大 森　洋平
俵　功 藤川裕之 樫本香苗 近藤　諭
藤枝敦史 小池勇樹 皮膚科 若林英樹
山下芳樹 安田裕美 山中恵一 救命救急センター
松本剛史 松下航平 波部幸司 今井　寛
三輪啓志 北嶋貴仁 欠田成人 武田多一
宮﨑香奈 心臓血管外科、呼吸器外科 近藤　誠 藤岡正紀
伊野和子 髙尾仁二 中井康雄 石倉　健
齊藤佳菜子 島本　亮 腎泌尿器外科 大森教成

糖尿病・内分泌内科 小沼武司 杉村芳樹 岩下義明
矢野　裕 伊藤久人 有馬公伸 横山和人
鈴木俊成 山本直樹 吉尾裕子 鈴木　圭
古田範子 白前綾乃 加藤　学 川本英嗣
安間太郎 乳腺外科 眼科 伊藤亜紗美
上村　明 小川朋子 近藤峰生 リウマチ・膠原病センター
坂本正子 森田みのり 生杉謙吾 中島亜矢子
堀田康広 稲上馨子 杉本昌彦 鈴木康夫
西濵康太 今井奈央 松原　央 臨床麻酔部

呼吸器内科 野呂　綾 加藤久美子 亀井政孝
田口　修 整形外科 耳鼻咽喉・頭頸部外科 坂倉庸介
小林　哲 須藤啓広 竹内万彦 木村準之介
中原博紀 長谷川正裕 小林正佳 松成泰典
藤本　源 明田浩司 石永　一 麻酔科

消化器・肝臓内科 辻井雅也 西田幸平 丸山一男
竹井謙之 榊原紀彦 坂井田寛 横地　歩
長谷川浩司 西村明展 中村　哲 髙村光幸
小林由直 中村知樹 脳神経外科 緩和ケアセンター
岩佐元雄 若林弘樹 鈴木秀謙 松原貴子
堀木紀行 佐野友彦 松原年生 病理部
杉本和史 内藤陽平 水野正喜 渡邉昌俊
山本憲彦 産科婦人科 当麻直樹 広川佳史
田中匡介 田畑　務 畑崎聖二 福留寿生
井上宏之 神元有紀 倉石慶太 橋詰令太郎
葛原正樹 梅川　孝 毛利元信 今井　裕
濱田康彦 前沢忠志 安田竜太 小塚祐司
山田玲子 平田　徹 芝　真人 内田克典
杉本龍亮 鳥谷部邦彦 三浦洋一 林　昭伸
小倉　英 西岡美喜子 寺島美生 藤原雅也
中村美咲 近藤英司 形成外科

神経内科 田中博明 成島三長
冨本秀和 加藤稲子 古屋恵美
成田有吾 吉田健太
谷口　彰
伊井裕一郎 計　225名
朝日　理
松浦慶太
新堂晃大
加藤奈津子

臨床研修指導医一覧

定義：指導医は、原則として7年以上の臨床経験を有する者であって、プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会
　　　を受講している者をいう。
職務：指導医は、担当する分野における研修期間中、研修医ごとの臨床研修目標の達成状況を把握し、研修医に対する
　　　指導を行い、担当する分野における研修期間の終了後に、研修医の評価をプログラム責任者に報告する。



指導者一覧 

 ※各学会が定める指導医・認定医・専門医一覧です。 

内科（総合内科、循環器内科、消化器・肝臓内科、呼吸器内科、腎臓内科、 

血液内科、腫瘍内科、糖尿病内分泌内科、神経内科） 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 伊藤正明 

日本内科学会認定内科医・指導医 

日本循環器学会認定専門医 

日本脈管学会認定脈管専門医 

日本高血圧学会認定高血圧専門医 

日本医師会認定産業医 

循環器内科 

准教授 藤井英太郎 

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 

日本高血圧学会専門医 

日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医 

循環器内科 

講師 岡本隆二 
日本内科学会総合内科専門医・指導医 

日本循環器学会認定専門医 
循環器内科 

講師 土肥 薫 

日本内科学会認定専門医・指導医 

日本循環器学会専門医 

日本医師会認定産業医 

日本超音波医学会専門医 

循環器内科 

准教授 

（医療安全・

感染管理部） 

田辺正樹 

日本循環器学会専門医 

日本内科学会総合内科専門医・指導医 

日本超音波学会認定超音波専門医 

日本感染症学会認定感染症専門医・指導医 

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 

循環器内科 

講師 栗田泰郎 

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 

日本心血管インターベンション治療学会専門医 

心臓リハビリテーション学会 指導士 

循環器内科 

講師( 藤本直紀 
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 
循環器内科 

助教 

(研究休職) 
中森史朗 

日本内科学会認定内科医・指導医 

日本循環器学会循環器専門医 

日本救急医学会救急専門医 

日本心血管インターベンション治療学会認定医 

循環器内科 

別紙４ 



助教 

（医学・看護学

教育センター） 

香川芳彦 
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 
循環器内科 

講師 

(臨床研修・キャ

リア支援部) 

仲田智之  循環器内科 

講師 

(臨床研修・キャ

リア支援部) 

熊谷直人 

日本内科学会認定総合内科専門医・指導医 

日本循環器学会循環器専門医 

日本救急医学会救急専門医 

日本心血管インターベンション治療学会認定医 

日本心臓リハビリテーション学会認定心臓リハビリテーション指導士  

循環器内科 

助教 荻原義人 
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 
循環器内科 

助教 

(リハビリテ

ーション部) 

杉浦英美喜 

日本内科学会認定総合内科専門医・指導医 

日本循環器学会循環器専門医 

日本超音波学会認定超音波専門医 

SHD 心エコー図認証医 

JB-POT 認定医 

循環器内科 

助教 藤田 聡 

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 

日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医 

循環器内科 

助教 

(中央検査部) 
杉本匡史 

日本内科学会 認定医 

日本循環器学会認定 循環器専門医 
循環器内科 

助教 

(血管ﾊｰﾄ 

ｾﾝﾀｰ) 

佐藤 圭 
日本内科学会認定内科医 

日本心血管インターベンション治療学会認定医 
循環器内科 

助教 森脇啓至 日本内科学会認定内科医 循環器内科 

助教 

(総合内科) 
中谷 仁 日本内科学会認定内科医 循環器内科 

助教 

（CCU ネット

ワーク支援 

センター） 

髙﨑亮宏  循環器内科 

助教 

(臨床研修・キャ

リア支援部) 

大森 拓 日本内科学会認定内科医 循環器内科 



教授 竹井謙之 

日本内科学会認定医・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 

日本消化器内視鏡学会専門医 

消化器・肝臓内科 

講師 長谷川浩司 

日本内科学会総合内科専門医・指導医 

がん治療認定医教育医・認定医 

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 

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 

消化器・肝臓内科 

准教授 岩佐元雄 

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 

日本病態栄養学会評議員・NST コーディネーター 

消化器・肝臓内科 

准教授 堀木紀行 

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 

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 

日本消化管学会胃腸科専門医指導医 

日本感染症学会専門医 

日本ヘリコバクター学会認定医・評議員 

消化器・肝臓内科 

講師 山本憲彦 

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 

日本肝臓学会専門医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

がん治療認定医専門医 

国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター 

消化器・肝臓内科 

助教 田中匡介 

日本内科学会総合内科専門医・指導医 

がん治療認定医教育医・認定医 

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 

日本消化管学会胃腸科認定医 

日本食道学会認定医 

胃癌学会代議員 

消化器・肝臓内科 

助教 井上宏之 

日本内科学会認定医・指導医 

日本消化器病学会専門医 

日本内視鏡学会専門医 

消化器・肝臓内科 

助教 葛原正樹 

日本内科学会認定医・指導医 

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 

日本カプセル内視鏡学会認定医 

 



助教 濱田康彦 

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 

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 

日本消化管学会胃腸科専門医 

 

助教 田中秀明 

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 

消化器・肝臓内科 

医員 中村美咲 

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 

消化器・肝臓内科 

医員 諸岡留美 

日本内科学会総合内科専門医 

日本消化器病学会専門医 

日本肝臓学会専門医 

消化器・肝臓内科 

助教 杉本龍亮 日本内科学会認定医 消化器・肝臓内科 

助教 山田玲子 

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・指導医 

消化器・肝臓内科 

助教 小倉 英 
日本内科学会認定医・指導医 

日本肝臓学会専門医 
消化器・肝臓内科 

医員 坪井順哉 
日本内科学会総合内科専門医 

日本消化器病学会専門医 
消化器・肝臓内科 

医員 吉川恭子 日本内科学会認定医 消化器・肝臓内科 

医員 原田哲郎 

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 

消化器・肝臓内科 

医員 作野 隆  消化器・肝臓内科 

医員 吉澤尚彦 

日本内科学会内科認定医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

日本消化器病学会専門医 

消化器・肝臓内科 

医員 竹内俊文 日本内科学会内科認定医 消化器・肝臓内科 

医員 玉井康将 

日本内科学会内科認定医 

日本消化器病学会専門医 

日本ヘリコバクター学会認定医 

消化器・肝臓内科 

医員 三浦広嗣 日本内科学会内科認定医 消化器・肝臓内科 

教授 片山直之 

日本内科学会認定医（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指導医 

血液・腫瘍内科 



教授 西川政勝 

日本内科学会認定医（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指導医 

血液・腫瘍内科 

教授 影山慎一 

日本内科学会専門医（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指導医 

血液・腫瘍内科 

准教授 和田英夫 

日本内科学会認定医（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指導医 

日本老年医学会指導医 

血液・腫瘍内科 

准教授 中瀬一則 

日本内科学会専門医（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指導医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

日本超音波医学会専門医（指導医） 

インフェクションコントロールドクター 

血液・腫瘍内科 

准教授 桝屋正浩 

日本内科学会認定医（指導医） 

日本血液学会専門医（指導医） 

日本輸血・細胞治療学会輸血認定医 

血液・腫瘍内科 

准教授 大石晃嗣 

日本内科学会専門医（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指導医 

日本輸血・細胞治療学会認定医 

血液・腫瘍内科 

講師 山口素子 

日本内科学会専門医（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指導医 

血液・腫瘍内科 

講師 水野聡朗 
日本内科学会認定医（指導医） 

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 
血液・腫瘍内科 

講師 俵 功 
日本内科学会認定医 

日本血液学会専門医 
血液・腫瘍内科 

助教 杦本由香 

日本内科学会専門医（指導医） 

日本血液学会専門医（指導医） 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

血液・腫瘍内科 

助教 藤枝敦史 

日本内科学会専門医（指導医） 

日本血液学会専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

血液・腫瘍内科 

助教 山下芳樹 日本内科学会認定医 血液・腫瘍内科 



助教 松本剛史 

日本内科学会認定医 

日本輸血・細胞治療学会輸血認定医 

日本血液学会専門医（指導医） 

日本エイズ学会認定医 

血液・腫瘍内科 

助教 斎藤佳菜子 

日本内科学会専門医（指導医） 

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

血液・腫瘍内科 

助教 宮崎香奈 

日本内科学会専門医（指導医） 

日本血液学会専門医（指導医） 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

血液・腫瘍内科 

助教 石原幹也 
日本内科学会専門医（指導医） 

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 
血液・腫瘍内科 

助教 伊野和子 

日本内科学会専門医（指導医） 

日本血液学会専門医 

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 

血液・腫瘍内科 

准教授 矢野 裕 

日本内科学会認定医・総合内科専門医・指導医 

日本糖尿病学会専門医・指導医 

日本内分泌学会専門医・指導医 

日本肥満学会専門医・指導医 

糖尿病・内分泌内科 

助教 鈴木俊成 

日本内科学会認定医・総合内科専門医・指導医 

日本糖尿病学会専門医・指導医 

日本内分泌学会専門医・指導医 

糖尿病・内分泌内科 

助教 

（臨床研修・ 

キャリア支援 

センター） 

大西悠紀 

日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本糖尿病学会専門医 

日本内分泌学会専門医 

糖尿病・内分泌内科 

助教 

（免疫学 

講座） 

安間太郎 
日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本糖尿病学会専門医 
糖尿病・内分泌内科 

医員 上村 明 

日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本糖尿病学会専門医 

日本内分泌学会専門医 

糖尿病・内分泌内科 

医員 坂本正子 

日本内科学会認定医 

日本糖尿病学会専門医 

日本内分泌学会専門医 

糖尿病・内分泌内科 

医員 西濱康太 
日本内科学会認定医 

日本糖尿病学会専門医 
糖尿病・内分泌内科 

医員 堀田康広 

日本内科学会認定医 

日本糖尿病学会専門医 

日本内分泌学会専門医 

糖尿病・内分泌内科 

 



医員 橋本 礼 

日本内科学会認定医 

日本糖尿病学会専門医 

日本内分泌学会専門医 

糖尿病・内分泌内科 

医員 佐々木賢 日本内科学会認定医 糖尿病・内分泌内科 

医員 竹下敦郎 
日本内科学会認定医 

日本糖尿病学会専門医 
糖尿病・内分泌内科 

医員 岡野優子 日本内科学会認定医 糖尿病・内分泌内科 

医員 真木加奈子 日本内科学会認定医 糖尿病・内分泌内科 

診療等 

従事者 
古田範子 

日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本糖尿病学会専門医 

日本内分泌学会専門医 

日本医師会認定産業医 

糖尿病・内分泌内科 

診療等 

従事者 
松本和隆 

日本内科学会認定医・総合内科専門医・指導医 

日本糖尿病学会専門医 
糖尿病・内分泌内科 

助教 藤本 源 

日本内科学会認定医・専門医 

日本呼吸器学会専門医 

日本結核病学会認定医 

呼吸器内科 

准教授 小林 哲 

日本内科学会認定医・専門医 

日本呼吸器学会専門医・指導医 

日本呼吸器内視鏡学会専門医 

日本結核病学会認定医 

日本アレルギー学会専門医 

がん治療機構認定医 

呼吸器内科 

助教 中原博紀 

日本内科学会認定医・専門医 

日本呼吸器学会専門医 

日本結核病学会認定医 

呼吸器内科 

教授 冨本秀和 

日本神経学会専門医・指導医 

日本脳卒中学会専門医 

日本内科学会認定医・指導医 

日本認知症学会専門医・指導医 

臨床神経学 

脳卒中学 

教授 成田有吾 

日本内科学会認定専門医・指導医 

日本神経学会専門医・指導医 

日本脳卒中学会専門医 

老年医学会専門医 

臨床神経学 

神経症候学 

老年病学 

講師 谷口 彰 

日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本神経学会専門医・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 

臨床遺伝専門医 

日本頭痛学会認定頭痛専門医 

臨床神経学 

神経症候学 



講師 伊井裕一郎 
日本内科学会認定医 

日本神経学会専門医・指導医 

臨床神経学 

神経放射線学 

助教 朝日 理 

日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本神経学会専門医・指導医 

臨床神経生理学会専門医・指導医 

臨床神経学 

臨床神経生理学 

助教 松浦慶太 

日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本神経学会専門医・指導医 

臨床神経生理学会専門医・指導医 

日本脳卒中学会専門医 

機能的定位脳手術技術認定医 

臨床神経学 

臨床神経生理学 

脳卒中学 

助教 新堂晃大 

日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本神経学会専門医・指導医 

日本脳卒中学会専門医 

臨床神経学 

助教 田村麻子 
日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本神経学会専門医・指導医 
臨床神経学 

助教 松山裕文 
日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本神経学会専門医 
臨床神経学 

助教 石川英洋 
日本内科学会認定医 

日本神経学会専門医 
臨床神経学 

医員 伊藤 愛 
日本内科学会認定医 

日本神経学会専門医 
臨床神経学 

医員 橘  径 
日本内科学会認定医 

日本神経学会専門医 
臨床神経学 

医員 水谷あかね 
日本内科学会認定医 

日本神経学会専門医 
臨床神経学 

准教授 

（認知症 

センター） 

佐藤正之 

日本内科学会認定医 

日本神経学会専門医・指導医 

日本認知症学会専門医・指導医 

臨床神経学 

高次機能 

認知症 

助教 

（認知症 

センター） 

吉丸公子 

日本内科学会認定医・総合内科専門医・指導医 

日本神経学会専門医 

日本認知症学会専門医 

老年医学会専門医 

日本頭痛学会専門医 

臨床神経学 

認知症 

老年医学 

  



外科（一般外科、肝胆膵・移植外科、消化管外科、小児外科、心臓血管外科、 
呼吸器外科、乳腺外科） 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 伊佐地秀司 

日本外科学会専門医・指導医 

肝胆膵外科学会高度技能医 

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 

がん治療認定医 

移植認定医 

肝胆膵外科 

肝移植 

准教授 櫻井洋至 

日本外科学会専門医・指導医 

肝胆膵外科学会高度技能指導医 

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 

日本肝臓専門医 

日本癌治療学会臨床試験登録医 

がん治療認定医 

臨床研修プログラム責任者 

国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター 

肝胆膵外科 

肝移植 

腹腔鏡外科 

一般外科 

准教授 臼井正信 

日本外科学会専門医・指導医 

肝胆膵外科学会高度技能指導医 

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 

日本内視鏡外科技術認定医 

日本肝臓専門医 

がん治療認定医 

移植認定医 

肝胆膵外科 

腹腔鏡外科 

肝移植 

講師 水野修吾 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本消化器病学会専門医・指導医 

日本肝臓専門医 

肝胆膵外科学会高度技能専門医 

移植認定医 

肝胆膵外科 

移植外科 

講師 岸和田昌之 

日本外科学会専門医 

肝胆膵外科学会高度技能専門医 

日本消化器外科学会専門医 

日本消化器病学会専門医 

DMAT 登録隊員 

日本肝臓学会専門医 

がん治療認定医 

産業医 

ＩＣＤ 

移植認定医 

肝胆膵外科 

外傷 

移植外科 



講師 
（医療情報） 

安積良紀 

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 

がん治療認定医 

DMAT 登録隊員 

移植認定医 

肝胆膵外科学会高度技能専門医 

肝胆膵外科・外傷 

生体肝移植 

医療情報 

助教 村田泰洋 

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 

消化器がん外科治療認定医 

日本肝臓学会専門医 

日本消化器外科学会指導医 

肝胆膵外科 

移植外科 

講師 栗山直久 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本消化器病学会専門医 

消化器がん外科治療認定医 

日本肝臓学会専門医 

肝胆膵外科学会高度技能専門医 

日本内視鏡外科学会技術認定医 

肝胆膵外科 

移植外科 

助教 種村彰洋 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本消化器病学会専門医 

消化器がん外科治療認定医 

日本肝臓学会専門医 

移植認定医 

肝胆膵外科 

移植外科 

助教 加藤宏之 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医 

JATEC インストラクター 

日本救急医学会専門医 

消化器がん外科治療認定医 

肝胆膵外科 

移植外科 

助教 
（地域医療支

援センター） 
飯澤祐介 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医 
肝胆膵外科 

助教 伊藤貴洋 
日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医 
肝胆膵外科 

助教 早崎碧泉 日本外科学会専門医 肝胆膵外科 



教授 楠 正人 

日本外科学会認定医・外科専門医・指導医 

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本大腸肛門病学会専門医・指導医 

日本消化器病学会消化器病専門医・指導医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

日本消化管学会胃腸科認定医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

日本外科感染症学会外科周術期感染管理認定医 

日本外科感染症学会外科周術期感染管理暫定教育医 

ICD 

消化管外科 

外科総論 

教授 楠 正人 

日本外科学会認定医・外科専門医・指導医 

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本大腸肛門病学会専門医・指導医 

日本消化器病学会消化器病専門医・指導医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

日本消化管学会胃腸科認定医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

日本外科感染症学会外科周術期感染管理認定医 

日本外科感染症学会外科周術期感染管理暫定教育医 

ICD 

消化管外科 

外科総論 

准教授 荒木俊光 

日本外科学会認定医・外科専門医 

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本大腸肛門病学会専門医 

日本消化器病学会消化器病専門医 

日本消化管学会胃腸科認定医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

下部消化管外科 

炎症性腸疾患 

准教授 内田恵一 

日本外科学会認定医・外科専門医・指導医 

日本小児外科学会専門医・指導医 

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本大腸肛門病学会専門医・指導医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

小児外科 

准教授 問山裕二 

日本外科学会認定医・外科専門医 

日本消化器外科学会専門医 

日本大腸肛門病学会専門医・指導医 

日本消化管学会胃腸科認定医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

がん治療認定医 

下部消化管外科 

 

  



講師 大井正貴 

日本外科学会認定医・外科専門医・指導医  

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本大腸肛門病学会専門医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

がん治療認定医 

日本内視鏡外科学会技術認定医 

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 

日本食道学会食道外科専門医 

上部消化外科 

講師 

先進医療 
外科学講座 

 

小林美奈子 

日本外科学会認定医・外科専門医 

日本消化器外科学会専門医 

日本大腸肛門病学会専門医 

日本消化器病学会消化器病専門医 

日本化学療法学会抗菌科学療法認定医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

ICD 

日本外科感染症学会外科周術期感染管理認定医 

日本外科感染症学会外科周術期感染管理暫定教育医 

日本医師会認定産業医 

下部消化管外科 

外科感染症 

講師 井上幹大 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本大腸肛門病学会専門医 

日本小児外科学会専門医・指導医 

日本内視鏡外科学会技術認定医 

小児外科 

助教 廣純一郎 

日本外科学会認定医・外科専門医 

日本消化器外科学会専門医 

日本大腸肛門病学会専門医・指導医 

日本消化器病学会専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

下部消化管外科 

助教 吉山繁幸 

日本外科学会外科専門医・指導医 

日本消化器外科学会専門医・指導医・消化器がん外科 

治療認定医 

日本大腸肛門病学会専門医・指導医 

日本消化器病学会専門医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

上部消化管外科 



助教 大北喜基 

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 

日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医 

日本消化器病学会消化器病専門医 

日本がん利用認定医機構がん治療認定医 

日本外科感染症学会外科周術期感染管理認定医 

外科周術期感染管理暫定教育委 

ICD 

下部消化管外科 

炎症性腸疾患 

助教 奥川喜永 

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 

日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医 

日本消化器病学会消化器病専門医 

日本がん利用認定医機構がん治療認定医 

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医 

 

助教 小池勇樹 
日本外科学会専門医 

日本小児外科学会専門医 
小児外科 

助教 安田裕美 
日本外科学会専門医 

日本消化器病学会専門医 
上部消化管外科 

助教 藤川裕之 
日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医 
下部消化管外科 

准教授 高尾仁二 

日本外科学会専門医、指導医 

日本胸部外科学会指導医 

日本呼吸器外科学会専門医 

呼吸器外科専門医 

日本呼吸器内視鏡学会専門医、指導医 

日本呼吸器学会専門医、指導医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医  

日本がん治療認定機構がん治療認定医、暫定教育医 

呼吸器外科 

講師 島本 亮 

日本外科学会専門医、指導医 

日本胸部外科学会認定医、指導医 

呼吸器外科専門医 

日本呼吸器内視鏡学会専門医、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、暫定教育医 

日本結核病学会専門医 

肺がん CT 検診認定医師 

呼吸器外科 



講師 小沼武司 

日本外科学会専門医 

日本胸部外科学会認定医 

心臓血管外科専門医 

心臓血管外科 

講師 伊藤久人 
日本外科学会専門医 

心臓血管外科専門医 
心臓血管外科 

助教 山本直樹 
日本外科学会専門医 

心臓血管外科専門医 
心臓血管外科 

助教 白前綾乃  心臓血管外科 

教授 小川朋子 

日本外科学会専門医・指導医 

日本乳癌学会専門医・指導医 

日本消化器外科学会認定登録医・指導医 

日本消化器病学会専門医 

検診マンモグラフィ読影認定医 

乳腺外科 

助教 野呂 綾 

日本外科学会専門医 

検診マンモグラフィ読影認定医 

日本乳癌学会認定医 

乳腺外科 

助教 今井奈央 検診マンモグラフィ読影認定医 乳腺外科 

  



救命救急センター 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 今井 寛 

日本外科学会認定医 

日本救急医学会救急科認定医・専門医・指導医 

日本集中治療医学会専門医 

DMAT 隊員 

FCCS Instructor 

救急医学 

准教授 武田多一 

日本救急医学会救急科専門医・指導医 

日本熱傷学会専門医 

日本外科学会認定医 

日本外傷学会専門医 

JATEC Instructor 

日本救急医学会認定 ICLS Director 

日本救急医学会認定 ICLS Instructor 

日本 DMAT 隊員 

Advanced Burn Life Support Instructor 

救急医学 

講師 藤岡正紀 

日本内科学会認定医 

日本循環器学会専門医 

日本医師会産業医 

日本救急医学会救急科専門医 

集中治療医学 

循環器内科 

助教 石倉 健 

日本内科学会認定医 

日本循環器学会専門医 

日本救急医学会救急科専門医・指導医 

AHA BLS Instructor 

AHA ACLS Instructor 

JATEC Instructor 

JPTEC Instructor 

日本救急医学会認定 ICLS Instructor 

DMAT 登録隊員 

救急医学 

循環器内科 

助教 大森教成 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医 

日本救急医学会救急科専門医 

ＩＣＤ 

AHA BLS Instructor 

AHA ACLS Instructor 

JATEC Instructor 

JPTEC Instructor 

日本救急医学会認定 ICLS Director 

日本救急医学会認定 ICLS Instructor 

DMAT 登録隊員 

ISLS 認定 Facilitator 

救急医学 

消化器外科 



助教 横山和人 日本外科学会専門医 救急医学 

助教 鈴木 圭 

日本内科学会指導医・総合内科専門医・認定内科医 

日本血液学会指導医・専門医 

日本感染症学会指導医・専門医・ICD 

日本化学療法学会抗菌化学療法指導医 

日本救急医学会救急科専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

日本エイズ学会認定医 

日本旅行医学会認定医 

日本医師会産業医 

日本救急医学会認定 ICLS Instructor 

日本内科学会 JMECC Instructor 

日本集中治療医学会専門医 

内科学 

助教 川本英嗣 

日本救急医学会救急科専門医 

日本麻酔科学会指導医・専門医 

麻酔科認定医・標榜医 

FCCS Director・Instructor 

救急医学 

集中治療医学 

麻酔科学 

助教 岩下義明 

日本救急医学会救急科専門医 

日本集中医療学会専門医 

日本呼吸療法医学会専門医 

日本蘇生学会指導医 

ICD 

日本静脈経腸栄養学会認定医 

救急医学 

集中治療医学 

助教 平本拓也 
AHA ACLS Provider 

AHA BLS Provider 
内科学 

助教 伊藤亜紗実 
日本救急医学会救急科専門医 

JATEC Instructor 
救急医学 

 

  



集中治療部 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 丸山一男 

麻酔指導医 

救急科専門医 

集中治療専門医 

ペインクリニック認定医 

Infection Control Doctor 

麻酔学 

集中治療学 

助教 藤岡正紀 

日本内科学会内科認定医 

日本循環器学会専門医 

日本医師会認定産業医 

循環器内科 

集中治療学 

  



  

臨床麻酔部 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 亀井政孝 

日本麻酔科学会指導医 

日本心臓麻酔専門医 

 ACLSプロバイダー 

米国周術期経食道心エコー専門医 

麻酔科学 

講師 境 倫宏 日本麻酔科学会認定医 麻酔科学 

講師 松成泰典 
日本麻酔科学会指導医 

ACLSプロバイダー 
麻酔科学 

助教 坂倉庸介 

日本麻酔科学会専門医 

日本小児麻酔学会認定医 

ACLS プロバイダー 

麻酔科学 

助教 米倉 寛 
日本麻酔科学会専門医 

ACLS プロバイダー 
麻酔科学 

助教 中森裕毅 

日本麻酔科学会専門医 

日本小児麻酔学会認定医 

ACLS プロバイダー 

麻酔科学 

助教 木村準之介 
日本麻酔科学会認定医 

ACLS プロバイダー 
麻酔科学 

助教 吉住祐紀 
日本麻酔科学会認定医 

ACLS プロバイダー 
麻酔科学 

 

 

麻酔科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 丸山一男 

日本麻酔科学会指導医 

救急科専門医 

集中治療専門医 

ペインクリニック認定医 

Infection Control Doctor 

麻酔科学 

集中治療学 

講師 横地 歩 
日本麻酔科学会指導医 

ペインクリニック認定医 
麻酔科学 

助教 髙村光幸 

日本東洋医学会漢方専門医・指導医 

日本小児科学会小児科専門医 

産業医科大学認定メンタルヘルスエキスパート産業医 

労働衛生コンサルタント（保健衛生） 

漢方医学 

  



小児科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 
（小児科） 

平山雅浩 

日本小児科学会専門医 

日本血液学会専門医・指導医 

日本小児血液・がん学会暫定指導医・専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

日本造血細胞移植学会造血細胞移植認定医 

国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター 

小児血液腫瘍学 

造血細胞移植 

教授 
(医学医療 

教育学) 

堀 浩樹 

日本小児科学会専門医 

日本血液学会専門医・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・認定医  

日本小児血液・がん学会暫定指導医・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 

血液腫瘍学 

国際医療 

医学教育 

 

准教授 
（周産母子

センター） 

三谷義英 

日本小児科学会専門医 

日本小児循環器学会専門医 

周産期新生児学会暫定指導医 

NCPR インストラクター 

小児循環器学・血管 

医学 

新生児学 

講師 出口隆生 

日本小児科学会専門医 

日本血液学会専門医・指導医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医・認定医 

日本小児血液・がん学会暫定指導医・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 

小児血液腫瘍学 

臨床免疫学 

講師 
（麻酔集中

治療学） 
  澤田博文 

 日本小児科学会専門医 

 日本小児循環器学会専門医 

新生児集中治療学・ 

小児循環器学・血管 

医学 

講師 豊田秀実 

日本小児科学会専門医 

日本血液学会専門医・指導医 

日本小児科血液がん学会専門医 

小児血液腫瘍学 

講師  岩本彰太郎 

日本小児科学会専門医 

日本血液学会専門医・指導医 

日本小児血液・がん学会暫定指導医 

日本造血細胞移植学会造血細胞移植認定医 

国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター 

小児血液腫瘍学 

造血細胞移植 

在宅医療 

助教 大橋啓之 
 日本小児科学会専門医 

 日本小児循環器学会専門医 
小児循環器学 

助教 間宮範人 日本小児科学会専門医 小児科学 

助教 天野敬史郎 日本小児科学会専門医 小児科学 

助教 
（地域医療支

援センター） 
淀谷典子 日本小児科学会専門医 小児科学 



助教 平山淳也 日本小児科学会専門医 
小児科学 

アレルギー学 

三重病院 

院長 
藤澤隆夫 

日本小児科学会専門医 

アレルギー学会専門医・指導医 

日本体育協会スポーツドクター 

免疫・アレルギー学 

三重病院 

副院長 
菅 秀 日本小児科学会専門医 臨床ウイルス学 

三重病院 

小児科部長 
村田博昭 

日本小児科学会専門医 

Infection Control Doctor（ICD） 
感染症学 

三重病院 

小児科医師 
高橋純哉 

日本小児科学会専門医 

小児神経専門医 
小児神経学 

三重病院 

小児科医師 
長尾みづほ 

日本小児科学会専門医 

日本アレルギー学会専門医 
免疫・アレルギー学 

三重病院 

小児科医師 
鈴木由紀 日本小児科学会専門医 小児内分泌学 

三重病院 

小児科医長 
篠木敏彦 

日本小児科学会専門医 

日本リウマチ学会専門医 
リウマチ、膠原病 

三重病院 

小児科医師 
大橋 浩 日本小児科学会専門医 児童精神 

三重病院 

小児科医師 
谷口清州 

日本小児科学会専門医 

Infection Control Doctor（ICD） 
国際保健医療 

 

  



 

産科婦人科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 池田智明 

日本産科婦人科学会専門医・指導医 

周産期（母体・胎児）暫定指導医 

母体保護法指導医 

周産期学 

准教授 田畑 務 

日本産科婦人科学会専門医・指導医 

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医 

日本癌治療学会がん治療認定医 

日本臨床細胞学会・細胞診指導医 

母体保護法指定医 

婦人科腫瘍学 

婦人科病理学 

講師 神元有紀 

日本産科婦人科学会専門医・指導医 

周産期新生児（母体・胎児）専門医・指導医 

母体保護法指定医 

新生児蘇生法「専門」コース指導医 

周産期学 

講師 近藤英司 

日本産科婦人科学会専門医・指導医 

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医 

日本癌治療学会がん治療認定医 

日本臨床細胞学会細胞診指導医 

日本産科婦人科内視鏡技術認定医 

日本内視鏡外科技術認定医 

婦人科腫瘍学 

腹腔鏡手術 

助教 梅川 孝 日本産科婦人科学会専門医 周産期学 

助教 田中博明 日本産科婦人科学会専門医・指導医 周産期学 

助教 前沢忠志 

日本産科婦人科学会専門医・指導医 

生殖医療専門医 

母体保護法指定医 

生殖内分泌学 

助教 平田 徹 
日本産科婦人科専門医 

母体保護法指定医 
産婦人科学 

助教 鳥谷部邦明 

日本産科婦人科専門医 

母体保護法指定医 

日本臨床細胞学会・細胞診専門医 

周産期新生児（母体・胎児）専門医 

産婦人科学 

助教 吉田健太 

日本産科婦人科学会専門医 

日本癌治療学会がん治療専門医 

母体保護法専門医 

産婦人科学 

助教 西岡美喜子 日本産科婦人科学会専門医 生殖内分泌学 



助教 島田京子 日本産科婦人科学会専門医 産婦人科学 

医員 紀平 力 

日本産科婦人科学会専門医 

日本周産期・新生児医学会（母体・胎児）専門医 

母体保護法指定医 

日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会 

臨床遺伝専門医 

日本性感染症学会性感染症認定医 

産婦人科学 

医員 田中佳世 日本産科婦人科学会専門医 産婦人科学 

医員 渡邉純子 日本産科婦人科学会専門医 産婦人科学 

医員 真木晋太郎 日本産科婦人科学会専門医 産婦人科学 

  



精神科神経科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 岡田元宏 
精神保健指定医 

日本精神神経学会精神科専門医・指導医 

臨床精神医学 

神経科学 

精神薬理学 

准教授 谷井久志 

精神保健指定医 

日本老年精神医学会専門医・指導医 

日本精神神経学会精神科専門医・指導医 

臨床精神薬理学 

老年精神医学 

臨床遺伝学 

講師 城山 隆 日本精神神経学会精神科専門医・指導医 
臨床精神医学 

神経解剖学 

講師 元村英史 

精神保健指定医 

日本総合病院精神医学会専門医 

日本睡眠学会認定医 

日本精神神経学会精神科専門医・指導医 

日本臨床神経生理学会認定医（脳波分野） 

臨床精神医学 

臨床睡眠学 

助教 鈴木 大 
日本精神神経学会精神科専門医 

日本児童青年精神医学会認定医 
児童青年期精神医学 

助教 松本龍介  精神保健認定医 臨床精神医学 

助教 樫本香苗 精神保健認定医 臨床精神医学 

助教 吉田 司 精神保健認定医 臨床精神医学 

助教 中野智介  臨床精神医学 

  



総合診療科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 竹村洋典 

米国家庭医療専門医、フェロー 

日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医 

日本内科学会認定総合内科専門医・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 

家庭医療 

助教 田口智博 日本内科学会認定内科医・指導医 家庭医療 

助教 北村 大 
日本内科学会認定総合内科専門医・指導医 

日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医・指導医  
家庭医療 

助教 森 洋平 日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医 家庭医療 

助教 近藤 論 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  家庭医療 

講師 

地域医療学 
若林英樹 日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医 家庭医療 

  



整形外科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 須藤啓広 

日本整形外科学会専門医 

日本整形外科学会リウマチ医 

日本整形外科学会スポーツ医 

日本整形外科学会脊椎脊髄病医 

日本リウマチ学会リウマチ指導医 

日本リウマチ学会専門医 

関節外科 

人工関節 

代謝性骨疾患 

准教授 長谷川正裕 

日本整形外科学会専門医 

日本整形外科学会リウマチ医 

日本リウマチ学会指導医・専門医 

日本整形外科学会スポーツ医 

日本整形外科学会脊椎脊髄病医 

関節外科 

人工関節 

関節マーカー 

講師 若林弘樹 

日本整形外科学会専門医 

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 

日本整形外科学会リウマチ医 

日本リウマチ学会専門医 

日本リウマチ財団登録医 

関節リウマチ 

関節外科 

講師 明田浩司 

日本整形外科学会脊椎脊髄病医 

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 

日本脊椎脊髄病学会指導医 

脊椎脊髄病外科 

椎間板バイオロジー 

講師 浅沼邦洋 日本整形外科学会専門医 
骨軟部腫瘍 

軟骨のバイオロジー 

講師 辻井雅也 
日本整形外科学会専門医 

日本手外科学会専門医 

手の外科 

マイクロサージャリー 

講師 西村明展 

日本整形外科学会専門医 

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 

スポーツ整形 

助教 中村知樹 

日本整形外科学会専門医 

がん治療認定医 

国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター 

骨軟部腫瘍 

助教 内藤陽平 日本整形外科学会専門医 人工関節 

助教 竹上徳彦 日本整形外科学会専門医 脊椎外科 

助教 刀根慎恵 日本整形外科学会専門医 人工関節 



 

   脳神経外科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 鈴木秀謙 

脳神経外科専門医 

日本脳卒中学会専門医 

日本脳卒中の外科学会指導医 

脳神経外科学 

脳血管障害 

講師 松原年生 

脳神経外科専門医 

日本脳卒中学会専門医 

日本脊髄外科学会認定医 

日本神経内視鏡学会技術認定医 

脳神経外科学 

脳腫瘍 

講師 水野正喜 
脳神経外科専門医 

日本脊髄外科学会指導医 

脳神経外科学 

脊髄脊椎疾患 

講師 当麻直樹 

脳神経外科専門医 

脳血管内治療指導医 

日本脳卒中学会専門医 

脳神経外科学 

脳血管障害 

脳血管内治療 

助教 畑崎聖二 
脳神経外科専門医 

日本神経内視鏡学会技術認定医 

脳神経外科学 

下垂体疾患 

神経内視鏡 

助教 倉石慶太 
脳神経外科専門医 

日本脊髄外科学会指導医 

脳神経外科学 

脊髄脊椎疾患 

助教 毛利元信 
脳神経外科専門医 

日本神経内視鏡学会技術認定医 

脳神経外科学 

脳腫瘍 

神経内視鏡 

助教 安田竜太 

脳神経外科専門医 

脳血管内治療専門医 

日本脳卒中学会専門医 

脳神経外科学 

脳血管障害 

脳血管内治療 

助教 芝 真人 

脳神経外科専門医 

脳血管内治療専門医 

日本脳卒中学会専門医 

日本神経内視鏡学会技術認定医 

脳神経外科学 

脳血管障害 

脳血管内治療 

神経内視鏡 

助教 三浦洋一 

脳神経外科専門医 

脳血管内治療指導医 

日本定位・機能神経外科技術認定医 

脳神経外科学 

脳血管障害 

脳血管内治療 

医員 寺島美生 脳神経外科専門医 脳神経外科学 



放射線診断科・IVR 科・放射線治療科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 佐久間  肇 放射線診断専門医 放射線診断 

教授 野本由人 放射線治療専門医 放射線治療 

教授 前田正幸 放射線診断専門医 放射線診断 

准教授 加藤憲幸 放射線診断専門医 放射線診断 

講師 中塚豊真 放射線診断専門医 IVR 

講師 北川覚也 放射線診断専門医 放射線診断 

助教 市川泰崇 放射線診断専門医 放射線診断 

助教 石田正樹 放射線診断専門医 放射線診断 

助教 永田幹紀 放射線診断専門医 放射線診断 

助教 海野真記 放射線診断専門医 放射線診断 

助教 山中隆嗣 放射線診断専門医 IVR 

助教 高田彰憲 放射線治療専門医 放射線治療 

助教 伊熊宏樹 放射線診断専門医 放射線診断 

助教 児玉大志 放射線診断専門医 放射線診断・IVR 

助教 久保岡牧子 放射線診断専門医 放射線診断 

医員 東川貴俊 放射線診断専門医 放射線診断 

医員 渡部純子 放射線診断専門医 放射線診断 

  



耳鼻咽喉・頭頸部外科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 竹内万彦 

耳鼻咽喉科学会専門医 

気管食道科学会専門医 

アレルギー学会認定指導医 

臨床遺伝専門医 

めまい相談医 

頭頸部がん暫定指導医 

アレルギー学 

耳科学 

准教授 小林正佳 
耳鼻咽喉科学会専門医 

気管食道科学会専門医 

鼻科学、嗅覚、味覚 

睡眠時無呼吸症候群 

講師 石永 一 

耳鼻咽喉科学会専門医 

頭頸部がん専門医 

気管食道科学会専門医 

頭頸部腫瘍 

嚥下 

助教 坂井田寛 耳鼻咽喉科学会専門医 

耳鼻科一般 
耳科学、感染症、 
めまい 

助教 西田幸平 耳鼻咽喉科学会専門医 
耳鼻科一般 
鼻科学、嗅覚、味覚 

助教 中村 哲 

耳鼻咽喉科学会専門医 

がん治療認定医 

頭頸部がん専門医 

頭頸部腫瘍、嚥下 

助教 北野雅子 耳鼻咽喉科学会専門医 耳鼻科一般 

  



皮膚科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

准教授 山中恵一 

皮膚科専門医 

アレルギー学会認定専門医及び指導医 

がん治療認定医 

熱傷学会専門医 

皮膚科学 

アレルギー性炎症、 

熱傷 

講師 波部幸司 

 皮膚科専門医 

アレルギー学会認定専門医 

 がん治療認定医 

皮膚科学、膠原病 

皮膚腫瘍、皮膚外科 

熱傷 

講師 欠田成人 
皮膚科専門医 

がん治療認定医 

皮膚科学 

アレルギー 

助教 中井康雄  
腫瘍外科学 

皮膚腫瘍 

助教 近藤 誠 皮膚科専門医 
皮膚科学 

感染症 

助教 山本晋也  皮膚科 

助教 後藤啓元  褥創 

助教 東山文香 皮膚科専門医 
皮膚科学 

アレルギー 

  



眼科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 近藤峰生 日本眼科学会専門医・指導医 眼科学、網膜 

講師 生杉謙吾 日本眼科学会専門医・指導医 眼科学、緑内障 

講師 杉本昌彦 日本眼科学会専門医・指導医 眼科学、網膜 

講師 松原 央 日本眼科学会専門医・指導医 眼科学、網膜 

講師 
（院内） 

築留英之 日本眼科学会専門医・指導医 
眼科学、緑内障、 
小児眼科 

助教 加藤久美子 日本眼科学会専門医・指導医 眼科学、網膜 

助教 松井良論 日本眼科学会専門医 眼科学、角膜 

助教 一尾享史 日本眼科学会専門医 眼科学、角膜 

  



腎泌尿器外科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 杉村芳樹 
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 

泌尿器外科学 

前立腺疾患 

准教授 有馬公伸 

日本泌尿器科学会専門医・指導医 

日本泌尿器科学会・泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術

認定医 

日本内視鏡外科学会 泌尿器腹腔鏡技術認定医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

日本内分泌外科学会 内分泌外科専門医 

国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター 

泌尿器外科学 

尿路性器腫瘍 

講師 神田英輝 

日本泌尿器科学会専門医・指導医 

日本泌尿器科学会・泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術

認定医 

泌尿器外科学 

前立腺疾患 

講師 西川晃平 

日本泌尿器科学会専門医・指導医 

腎移植認定医 

日本泌尿器科学会・泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術

認定医 

泌尿器外科学 

腎移植・腎不全 

助教 吉尾裕子 日本泌尿器科学会専門医・指導医 
泌尿器外科学 

女性泌尿器 

助教 舛井 覚 

日本泌尿器科学会専門医・指導医 

日本泌尿器科学会・泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術

認定医 

泌尿器外科学 

小児泌尿器 

助教 加藤 学 日本泌尿器科学会専門医 
泌尿器外科学 

男性不妊・ED 

助教 佐々木豪 日本泌尿器科学会専門医 泌尿器外科学 

  



歯科口腔外科 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 新井直也 日本口腔外科学会指導医 口腔外科 

准教授 乾眞登可 

日本口腔外科学会専門医 

日本口腔外科学会指導医 

日本癌治療認定医機構暫定教育医（歯科口腔外科） 

口腔外科 

講師 村田 琢  口腔外科 

講師 黒原一人 日本口腔外科学会指導医 口腔外科 

助教 清水香澄 日本口腔外科学会専門医 口腔外科 

助教 奥村健哉 日本口腔ケア学会資格 4 級 口腔外科 

助教 朽名智彦  口腔外科 

助教 永田 心 

日本口腔外科学会専門医 

ICD 

抗菌化学療法認定歯科医師 

口腔外科 

  



中央検査部 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 中谷 中 

臨床検査専門医 

臨床遺伝専門医・指導医 

認定臨床化学者 

代謝・遺伝子学 

准教授 和田英夫 

内科認定医 

血液専門医・指導医 

輸血認定医 

臨床検査専門医 

日本老年医学会指導医 

Fellow of Academy of Clinical 

 Applied Thrombosis & Hemostasis 

血液学 

臨床検査医学 

講師 杉本和史 

日本内科学会認定医・指導医 

日本肝臓病学会専門医 

日本消化器病学会専門医 

消化器・肝臓内科 

助教 杉本匡史 日本循環器学会専門医 循環器内科 

技師長 森本 誠   

 

  



 

中央放射線部 

職名 指導者名 所属学会 資格等 

技師長 牧 浩昭 

日本放射線技師会 

日本放射線技術学会 

全国循環器撮影研究会 

東海循環器画像研究会 

日本脳神経 CI 学会 

診療放射線技師免許 

放射線管理士 

放射線機器管理士 

医用画像情報管理士 

実習施設指導者 

臨床実習指導教員 

技師格認定（シニア格） 

日本血管撮影・インターベンション専門 

診療放射線技師認定 

 

  



 

薬剤部 

職名 指導者名 所属学会 資格等 

教授 

薬剤部長 
奥田真弘 

日本薬学会 

日本医療薬学会 

日本薬物動態学会 

日本 TDM 学会 

日本薬剤学会 

日本腎臓学会 

日本癌学会 

日本臨床薬理学会 

International Association of  

Therapeutic Drug Monitoring and  

Clinical Toxicology 

薬剤師免許薬学博士(京都大学) 

日本医療薬学会認定薬剤師 

日本医療薬学会指導薬剤師 

日本病院薬剤師会実務実習指導薬剤師 

日本薬剤師研修センター実務実習指導薬剤師 

准教授 

副薬剤

部長 

岩本卓也 

日本薬学会 

日本医療薬学会 

日本 TDM 学会 

日本癌学会 

日本薬剤学会 

日本老年薬学会 

American Society of  

Health-System Pharmacist 

薬剤師免許医学博士(三重大学) 

日本病院薬剤師会認定薬剤師 

日本医療薬学会認定薬剤師 

日本医療薬学会指導薬剤師 

日本薬剤師研修センター実務実習指導薬剤師 

日本医療薬学会がん指導薬剤師 

 

  



 

看護部 

職名 指導者名 所属学会 資格等 

看護部長 江藤由美 

日本看護学会 

日本医療マネジメント学会 

日本看護科学学会 

日本医療・病院管理学会 

日本看護研究学会 

日本看護管理学会 

認定看護管理者 

看護師長 塚脇美香子 日本看護学会  

看護師長 日比美由紀 日本看護学会 
介護支援専門員 

院内臓器移植コーディネーター 

看護師長 林 智世 

日本看護学会 

日本看護管理学会 

日本看護技術学会 

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 

日本褥瘡学会 

日本創傷・オストミー・失禁管理学会 

皮膚・排泄ケア認定看護師 

看護師長 西川陽子 

日本看護学会 

日本医療情報学会 

日本医療マネジメント学会 

日本診療情報管理学会 

医療情報技師 

診療情報管理士 

認定看護管理者 

看護師長 福田みどり 
日本看護学会 

日本環境感染学会 
感染管理認定看護師 

看護師長 大原美佳 

日本看護学会 

日本集中治療学会 

日本クリティカルケア学会 

日本救急看護学会 

集中ケア認定看護師 

看護師長 福永稚子 

日本看護学会 

日本がん看護学会 

日本看護科学学会 

日本アロマセラピー学会 

日本緩和医療学会 

がん看護専門看護師 

ITEC アロマセラピー 

ITEC リフレクソロジー 

看護師長 深谷みゆき 
日本看護学会 

日本医療マネジメント学会 
介護支援専門員 

看護師長 髙口有香子 
日本看護学会 

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 
 



副看護部長 水谷泰子 

日本脳神経看護研究学会 

日本看護学会 

日本医療マネジメント学会 

医療の質・安全学会 

認定看護管理者 

看護師長 水谷典子 
日本看護学会 

日本静脈経腸栄養学会 

栄養サポートチーム専門療法士 

臨床工学技士 

院内臓器移植コーディネーター 

看護師長 濵田美穂 

日本看護学会 

日本緩和医療学会 

日本がん看護学会 

介護支援専門員 

呼吸療法認定士 

看護師長 奥 成子 

日本看護学会 

日本医療マネジメント学会 

医療機器学会 

糖尿病療養指導士 

第 2 種滅菌技士 

副看護部長 森多佳美 

日本看護学会 

日本がん看護学会 

日本緩和医療学会 

日本看護研究学会 

日本医療マネジメント学会 

医療の質・安全学会 

介護支援専門員 

認定看護管理者 

看護師長 武藤昭江 日本看護学会  

看護師長 逵村真理子 日本看護学会  

看護師長 鳥井信子 日本看護学会  

看護師長 大久保真由美 日本看護学会  

副看護部長 小瀬古 隆 
日本看護学会 

日本医療マネジメント学会 

第一種衛生管理 

産業カウンセラー 

看護師長 田所孝子 日本看護学会  

看護師長 本多正繁 
日本看護学会 

日本造血細胞移植学会 
 

看護師長 堀口美穂 

日本看護学会 

日本がん看護学会 

日本臨床腫瘍学会 

日本造血細胞移植学会 

日本 CNS 看護学会 

がん看護専門看護師 

がん化学療法看護認定看護師 



看護師長 河野由貴 

日本看護学会 

日本医療マネジメント学会 

医療の質・安全学会 

 

看護師長 村田てるよ 

日本看護学会 

日本手術医学会 

日本手術看護学会 

院内臓器移植コーディネーター 

看護師長 濱口栄子 
日本看護学会 

日本精神看護技術協会 
 

看護師長 奥村泉 

日本看護学会 

日本医療マネジメント学会 

医療の質・安全学会 

 

看護師長 西由紀子 
日本看護学会 

日本医療マネジメント学会 
 

看護師長 森實かおり 

日本助産学会 

日本母性衛生学会 

日本女性心身医学会 

日本看護科学学会 

日本看護学会 

日本助産師会 

母性看護専門看護師 

看護師長 竹内美幸 日本看護学会  

 

  



病理部 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 吉田利通 日本病理学会専門医 診断病理学 

教授 渡辺昌俊 

日本病理学会専門医 

日本臨床細胞学会専門医 

日本検査医学会認定医 

診断病理学 

講師 広川佳史 
日本病理学会専門医 

日本臨床細胞学会専門医 
診断病理学 

講師 福留寿生 

日本病理学会専門医 

日本臨床細胞学会専門医 

日本検査医学会認定医 

診断病理学 

講師 今井 裕 

日本病理学会専門医 

日本臨床細胞学会専門医 

国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター 

診断病理学 

講師 小塚祐司 

日本病理学会専門医 

日本臨床細胞学会専門医 

日本検査医学会認定医 

診断病理学 

助教 内田克典 

日本病理学会専門医 

日本臨床細胞学会専門医 

日本泌尿器科学会指導医 

診断病理学 

助教 林 昭伸 
日本病理学会専門医 

日本臨床細胞学会専門医 
診断病理学 

  



光学医療診療部 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

准教授 堀木紀行 

日本消化器病学会指導医 

日本消化器内視鏡学会指導医 

日本消化管学会指導医 

日本内科学会指導医 

日本肝臓病学会専門医 

日本感染症学会専門医 

消化器内科学 

内視鏡診断学 

助教 田中匡介 

日本内科学会専門医 

日本消化器病学会専門医・指導医 

日本消化器内視鏡学会認定専門医・指導医 

日本がん治療認定医機構暫定教育医 

消化器内科学 

内視鏡診断学 

助教 葛原正樹 

日本消化器病学会専門医 

日本消化器内視鏡学会指導医 

日本内科学会専門医 

日本カプセル内視鏡学会認定医 

消化器内科学 

内視鏡診断学 

助教 濱田康彦 

日本内科学会専門医 

日本消化器病学会専門医 

日本消化器内視鏡学会指導医 

日本カプセル内視鏡学会指導医 

消化器内科学 

内視鏡診断学 

  



  

血液浄化療法部 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

講師 石川英二 

日本内科学会認定専門医・指導医 

日本腎臓学会専門医・指導医 

日本透析医学会専門医・指導医 

臨床内科学 

臨床腎臓学 

透析医療 

臨床研究 

助教 
（循環器腎

臓内科） 

片山 鑑 
日本内科学会認定専門医・指導医 

日本腎臓学会専門医 

臨床内科学 

腎臓病学 

助教 村田智博 

日本内科学会認定専門医・指導医 

日本腎臓学会専門医・指導医 

日本透析医学会専門医・指導医 

臨床内科学 

臨床腎臓学 

透析医療 

助教 藤本美香 

日本内科学会認定専門医・指導医 

日本腎臓学会専門医・指導医 

日本透析医学会専門医 

臨床内科学 

臨床腎臓学 

透析医療 

助教 
（臨床研

修・キャリ

ア支援部） 

伊藤貴康 

日本内科学会認定専門医・指導医 

日本内科学会認定 JMECC ディレクター 

日本腎臓学会専門医 

日本救急医学会推薦 ICD 

日本急性血液浄化学会認定指導者 

臨床内科学 

臨床腎臓学 

透析医療 

急性血液浄化 

助教 春木あゆみ 日本内科学会認定内科医 
臨床内科学 

透析医療 

医員 
（リウマ

チ・膠原病

センター） 

鈴木康夫 
日本内科学会認定内科医 

日本腎臓学会専門医 

臨床内科学 

臨床腎臓学 

リウマチ・膠原病 

医員 平林陽介 日本内科学会認定内科医 

臨床内科学 

臨床腎臓学 

透析医療 



 

臨床研修・キャリア支援部 初期研修センター 

職名 指導医師名 学会専門医等 研修指導の専門分野 

教授 須藤啓広 

日本整形外科学会専門医 

日本整形外科学会リウマチ医 

日本整形外科学会スポーツ医 

日本整形外科学会脊椎脊髄病医 

日本リウマチ学会リウマチ指導医 

日本リウマチ学会専門医 

関節外科 

人工関節 

代謝性骨疾患 

講師 山本憲彦 

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 

日本肝臓学会専門医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

がん治療認定医専門医 

国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター 

消化器・肝臓内科 

助教 杦本由香 

日本内科学会専門医（指導医） 

日本血液学会専門医（指導医） 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

血液・腫瘍内科 

助教 伊藤貴康 

日本内科学会認定専門医・指導医 

日本内科学会認定 JMECC ディレクター 

日本腎臓学会専門医 

日本救急医学会推薦 ICD 

日本急性血液浄化学会認定指導者 

臨床内科学 

助教 中村知樹 

日本整形外科学会専門医 

がん治療認定医 

国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター 

骨軟部腫瘍 

助教 西濵康太   


