
【指導医】

（令和4年10月時点）
総合診療科 糖尿病・内分泌内科 肝胆膵・移植外科 耳鼻咽喉・頭頸部外科

山本憲彦 矢野　裕 水野修吾 竹内万彦
若林英樹 鈴木俊成 櫻井洋至 小林正佳
和田健治 古田範子 岸和田昌之 石永　一
中村太一 安間太郎 栗山直久 坂井田寛
桑野路矢 上村　明 村田泰洋 北野 雅子
内堀善有 西濵康太 種村彰洋 千代延和貴
山本貴之 岡野優子 飯澤祐介 上田航毅

循環器内科 井上知紗 藤井武宏 眼科
伊藤正明 脳神経内科 尭天一亨 近藤峰生
土肥　薫 谷口　彰 伊藤貴洋 生杉謙吾
岡本隆二 伊井裕一郎 前田光貴 杦本昌彦
中森史朗 松浦慶太 消化管外科 松原　央
藤本直紀 新堂晃大 問山裕二 加藤久美子
栗田泰郎 田村麻子 大井正貴 松井良諭
藤田　聡 松山裕文 吉山繁幸 布目貴康
香川芳彦 水谷あかね 大北喜基 皮膚科
荻原義人 平田佳寛 安田裕美 山中恵一
杉浦英美喜 中村直子 川村幹雄 波部幸司
佐藤　圭 救命救急センター 森本雄貴 中井康雄
石山将希 今井　寛 今岡裕基 北川敬之
佐藤　徹 金子　唯 志村匡信 近藤　誠
伊藤弘将 石倉　健 小児外科 山本晋也

腎臓内科 横山和人 小池勇樹 水谷健人
片山　鑑 川本英嗣 松下航平 放射線科
村田智博 伊藤亜紗実 長野由佳 佐久間肇
平林陽介 家城洋平 心臓血管外科、呼吸器外科 加藤憲幸

血液内科 新貝　達 髙尾仁二 前田正幸
桝屋正浩 赤間悠一 庄村　遊 野本由人
俵　功 池尻　薫 島本　亮 北川覚也
大石晃嗣 江角　亮 伊藤久人 市川泰崇
杦本由香 小児科 梅津健太郎 石田正樹
松本剛史 堀　浩樹 夫津木綾乃 長谷川大輔
宮﨑香奈 平山雅浩 伊藤温志 永田幹紀
伊野和子 三谷義英 金田真吏 海野真記
西村廣明 岩本彰太郎 乳腺外科 山中隆嗣

腫瘍内科 豊田秀実 小川朋子 髙田彰憲
水野聡朗 澤田博文 今井奈央 藤森将志
山下芳樹 大橋啓之 澁澤麻衣 東川貴俊
田丸智巳 淀谷典子 石飛真人 豊増　泰
齋藤佳菜子 天野敬史郎 整形外科 蟹井善統
石原幹也 大矢和伸 湏藤啓広 松下成孝
戸野泰孝 森本真理 長谷川正裕 小久江良太
岡　弘毅 伊藤卓洋 若林弘樹 リウマチ･膠原病センター
角田　瑛 花木　良 明田浩司 中島亜矢子

消化器・肝臓内科 産科婦人科 辻井雅也 山本芳樹
長谷川浩司 近藤英司 西村明展 伊藤有平
小林由直 前沢忠志 中村知樹 リハビリテーション部
岩佐元雄 高山恵理奈 内藤陽平 百崎　良
堀木紀行 鳥谷部邦明 竹上德彦 緩和ケア科
杉本和史 吉田健太 山田淳一 松原貴子
田中匡介 西岡美喜子 刀根慎恵 形成外科
葛原正樹 二井理文 萩　智仁 成島三長
濱田康彦 金田倫子 千賀佳幸 石浦良平
田中秀明 神元有紀 腎泌尿器外科 柤野可南子
山田玲子 真木晋太郎 井上貴博 病理部
杉本龍亮 精神科神経科 西川晃平 渡邉昌俊
小倉　英 岡田元宏 吉尾裕子 今井　裕
中村美咲 谷井久志 加藤　学 広川佳史
坪井順哉 城山　隆 佐々木豪 橋詰令太郎
爲田雅彦 元村英史 景山拓海 小塚祐司
重福隆太 鈴木　大 脳神経外科 内田克典
行本弘樹 樫本香苗 鈴木秀謙 林　昭伸
田中隆光 福山孝治 水野正喜 小林英理子

呼吸器内科 松本龍介 当麻直樹 中央検査部
小林　哲 中野智介 畑崎聖二 田辺正樹
藤本　源 麻酔科 毛利元信 感染症内科
都丸敦史 坂倉庸介 安田竜太 鈴木　圭
岡野智仁 小野大輔 三浦洋一 山口貴則
藤原拓海 漢方医学センター 藤本昌志 ゲノム診療科
鶴賀龍樹 髙村光幸 西川拓文 奥川喜永

辻　正範 北嶋貴仁
北野詳太郎

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。



メディカルスタッフ指導者一覧 

看護師長、看護副師長、薬剤部長、薬剤副部長、技師長など初期研修医に関わる各部署において多

くの経験を有する各部署の長あるいはそれに準ずる者をメディカルスタッフ指導者とする。 

 （令和 4 年 4 月時点） 

職名 指導者名  職名 指導者名 

看護部長 江藤由美  師 長 福島千恵子 

副看護部長 森多佳美  師 長 河俣あゆみ 

副看護部長 水谷泰子  薬剤部長 岩本卓也 

副看護部長 小瀬古隆  副薬剤部長 向原里佳 

副看護部長 福永稚子  技師長 山田 剛 

師 長 本多正繁  技師長 森本 誠 

師 長 竹内美幸    

師 長 濵口栄子    

師 長 濵田美穂    

師 長 信岡友絵    

師 長 堀口美穂    

師 長 逵村真理子    

師 長 村田てるよ    

師 長 新居晶恵    

師 長 武藤昭江    

師 長 大久保真由美    

師 長 石倉夏海    

師 長 奥村 泉    

師 長 大原美佳    

師 長 野津英香    

師 長 田中直子    

師 長 濵口映美子    

師 長 日比美由紀    

師 長 森實かおり    

師 長 冨田真由    

師 長 西川陽子    

師 長 河野由貴    

師 長 金久保小夜子    

師 長 福田みどり    

師 長 塚脇美香子    

師 長 山本貴恵    

師 長 深谷みゆき    

師 長 髙口有香子    
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