
（No.1 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０６３８   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会呉共済病院    

※ 「担当分野」欄には、様式８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。 
※ 「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。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、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。）。 
  
＊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 
 
※ 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。 
 

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 岡村 緑 呉共済病院 副院長 39 ○ 

日本糖尿病学会指導医・専門医 

日本内科学会指導医 

日本内科学会総合内科専門医 

030638501 

030638601 
4 

内科 岡本 志朗 呉共済病院 部長 38 × 
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 

日本消化管学会指導医・専門医 

030638501 

030638601 
 

内科 堀田 尚克 呉共済病院 部長 31 × 
日本内科学会指導医・専門医 

日本呼吸器内視鏡学会指導医・専門医 

日本呼吸器学会指導医・専門医 

030638501 

030638601 

4 

内科 友弘 康之 呉共済病院 部長 34 × 
日本内科学会認定医 

日本循環器学会専門医 
030638501 

030638601 

 

内科 児玉 寛治 呉共済病院 診療部長 31 × 
日本内科学会認定医 

日本消化器病学会指導医・専門医 

日本消化器内視鏡学会指導医・専門医 

030638501 

030638601 

 

内科 平位 有恒 呉共済病院 医長 26 ○ 
日本内科学会認定医 

日本循環器学会専門医 

日本不整脈心電学会専門医 

030638501 

030638601 
4 

内科 野間 文次郎 呉共済病院 医長 25 × 
日本内科学会認定医 

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 

030638501 

030638601 

 

別紙４ 



（No.2 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０６３８   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会呉共済病院    

 

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 畠山 剛 呉共済病院 医長 24 ○ 
日本内科学会認定医 

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 

030638501 

030638601 
4 

内科 土肥 由裕 呉共済病院 医長 24 ○ 

日本内科学会専門医 

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 CVJT認定医 

030638501 

030638601 4 

内科 吉岡 京子 呉共済病院 医長 23 ○ 
日本消化器病学会指導医・専門医 

日本消化器内視鏡学会指導医・専門医 

日本消化管学会胃腸科指導医・専門医 

030638501 

030638601 
4 

内科 河瀨 成穂 呉共済病院 医長 21 〇 

日本アレルギー学会アレルギー専門医 

日本呼吸器学会指導医・専門医 

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡指導

医・専門医 

030638501 

030638601 4 

内科 川岡 孝一郎 呉共済病院 部長 21 ○ 
日本内科学会総合内科専門医指導医 

日本腎臓内科学会専門医指導医・専門医 

日本透析医学会透析指導医・専門医 

030638501 

030638601 

4 

内科 阿座上 隆広 呉共済病院 医長 21 ○ 
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 

030638501 

030638601 
4 

内科 曽爾 浩太郎 呉共済病院 医長 18 ○ 
日本外科学会総合内科専門医 

日本腎臓学会指導医・専門医 

日本透析医学会専門医 

030638501 

030638601 
4 

内科 武本 知子 呉共済病院 医員 13 ○ 
日本内科学会認定医・指導医 

日本糖尿病学会専門医 

病態栄養専門医 

030638501 

030638601 
4 

外科 田原 浩 呉共済病院 副院長 36 × 
日本外科学会指導医・専門医 

日本静脈経腸栄養学会指導医 
030638501 

030638601 
 

外科 布袋 裕士 呉共済病院 部長 38 ○ 
日本外科学会専門医 

 
030638501 

030638601 
4 
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（No.3 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０６３８   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会呉共済病   

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 坂部 龍太郎 呉共済病院 部長 22 × 
日本外科学会認定医 

日本外科学会外科指導医・専門医 

日本消化器外科学会指導医・専門医 

030638501 

030638601 
 

外科 中島 亨 呉共済病院 医長 22 〇 
日本外科学会指導医。専門医 

日本膵臓学会指導医 

日本肝胆膵外科高度技能専門医 

030638501 

030638601 

4 

外科 桒田 亜希 呉共済病院 医長 20 〇 
日本外科学会認定医 

日本外科学会外科指導医・専門医 

 

030638501 

030638601 

4 

外科 村尾 直樹 呉共済病院 医長 19 〇 
日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医 
030638501 

030638601 

4 

外科 瀬尾 信吾 呉共済病院 医員 13 〇 
日本消化器外科学会専門医 

日本外科学会専門医 

日本肝胆膵外科高度技能専門医 

030638501 

030638601 

4 

外科 寺元 秀文 呉共済病院 副院長 31 〇 
日本整形外科学会専門医 

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会指導医・専門医 

 

030638501 

030638601 

4 

外科 内田 圭治 呉共済病院 部長代理 28 〇 
日本整形外科学会専門医 030638501 

030638601 

4 

外科 寺坂  薫 呉共済病院 院長 41 × 

日本脳神経外科学会専門医 

日本脳卒中学会専門医 

日本頭痛学会専門医 

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導医・専門医 

030638501 

030638601 

 

外科 栗山 充夫 呉共済病院 部長 34 × 
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 

日本脳卒中学会専門医 

030638501 

030638601 
 

外科 藤田 康文 呉共済病院 部長 30 〇 
心臓血管外科専門医 

日本外科学会専門医 
030638501 

030638601 
4 
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（No.4 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０６３８   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会呉共済病院    

 

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） 

外科 杉本 龍士郎 呉共済病院 部長 22 〇 
日本呼吸器外科専門医 

日本外科学会指導医・専門医 
030638501 

030638601 

4 

外科 松本 理恵 呉共済病院 部長 22 × 
日本外科学会専門医 

日本呼吸器外科専門医 

 

030638501 

030638601 
 

外科 能勢 宏幸 呉共済病院 部長 22 〇 
日本泌尿器科学会指導医・専門医 

 
030638501 

030638601 

4 

外科 笹木 慶子 呉共済病院 部長 13 〇 
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医 

 

 

030638501 

030638601 

4 

外科 髙橋 宏幸 呉共済病院 部長 37 ○ 
日本気管食道科学会専門医 

日本耳鼻咽喉科学会専門医 

日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会指導医 

030638501 

030638601 
4 

外科 小林 友哉 呉共済病院 部長 21 × 
日本形成外科学会専門医 030638501 

030638601 
 

外科 水戸川 芳巳 呉共済病院 部長 34 × 
日本血管造影・インターベンショナ

ルラジオロジー学会指導医 

日本医学放射線学会専門医 

030638501 

030638601 
 

外科 吉田 敦史 呉共済病院 医長 27 × 
日本医学放射線学会専門医 

 

 

030638501 

030638601 
 

外科 小柳 由季 呉共済病院 医員 15 × 
日本放射線科専門医 

日本放射線学会放射線診断専門医 

 

030638501 

030638601 
 

麻酔科 東  龍哉 呉共済病院 部長 35 × 
日本麻酔科学会麻酔指導医 

 

 

030638501 

030638601 
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（No.5 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０６３８   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会呉共済病院  

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） 

麻酔科 永田 紗弥子 呉共済病院 医員 16 〇 
日本麻酔科学会指導医・専門医 

 

 

030638501 

030638601 
4 

麻酔科 川久保 弥知 呉共済病院 医員 12 〇 
日本麻酔科学会専門医 030638501 

030638601 
4 

病理（CPC） 浦岡 直礼 呉共済病院 医長 15 × 
日本病理学会指導医・専門医 

日本細胞診専門医 

日本病理学会分子病理専門医 

030638501 

030638601 
 

救急部門 石川 雅巳 呉共済病院 部長 39 ○ 
日本麻酔科学会指導医 

日本集中治療医学会専門医 

 

030638501 

030638601 
1,3,4 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

別紙４ 



（No.6 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０６３８   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会呉共済病院    

 
 

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） 

精神科 長尾 正嗣 ほうゆう病院 院長 41 ○ 
精神保健指定医 

臨床研修指導医養成講習会受講済み 
030638501 

3,4 

精神科 寺本 勝哉 ほうゆう病院 部長 29 ○ 
精神保健指定医 

臨床研修指導医養成講習会受講済み 
030638501 

4 

小児科 岡野 里香 
広島市立舟入

市民病院 
副院長 36 〇 

日本小児科学会専門医 

 
030638501 

030638601 
3,4 

小児科 小野 厚 
広島市立舟入

市民病院 
主任部長 31 ○ 

日本小児科学会専門医 

 
030638501 

030638601 
4 

産婦人科 藤原 久也 中国労災病院 部長 38 ○ 
日本産婦人科学会指導医・専門医 

 
030638501 

030638601 
4 

内科 北村  健 中国労災病院 部長 31 ○ 
日本内科学会総合内科専門医 

臨床研修指導医養成講習会受講済み 
030638501 

030638601 
4 

小児科 磯島 豪 虎の門病院 部長 22 〇 
小児科専門医、腎臓専門医、腎臓指

導医、小児科指導医、小児泌尿器認

定医 

030638501 

030638601 
3,4 

小児科 小川 哲史 虎の門病院 医長 32 ○ 
小児科専門医、腎臓専門医、腎臓指

導医、小児科指導医、小児泌尿器認

定医 

030638501 

030638601 
4 

地域医療 高杉 香志也 
与論徳洲会 

病院 
院長 23 ○ 

第 7 回徳洲会臨床研修病院指導医養

成講習会受講済み 
030638501 

3,4 

地域医療 桐林  慶 
クレア焼山 

クリニック 
院長 31 × 

日本腎臓学会専門医 

日本透析医学会専門医 

日本内科学会認定医 

030638501 
3 

別紙４ 



 

（No.7 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０６３８   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会呉共済病院   

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） 

地域医療 星川 聖人 瀬戸内徳洲

会病院 

院長 10 〇 日本消化器内視鏡学会専門医 

日本消化器病学会専門医 

日本内科学会認定医 

日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医 

ICD 制度協議会ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ 

第 28 回徳洲会ｸﾞﾙｰﾌﾟ臨床研修指導医養成講習会

修了（R5.2.26） 

03638501 3 

地域医療 髙橋 祐美 瀬戸内徳洲

会病院 

なし 32 〇 日本外科学会認定医 

日本褥瘡学会認定医 

日本医師会認定産業医 

第 163 回全国自治体病院臨床研修指

導医講習会修了（R4.10.9） 

030638501 4 

地域医療 満元 洋二郎 
名瀬徳洲会 

病院 
院長 36 × 

日本外科学会 認定医 

日本消化器外科学会 認定医 

030638501 
3 

地域医療 松浦 甲彰 
名瀬徳洲会 

病院 
総長 36 ○ 

H17 年度第 3 回医師研修制度・研修管理委

員会・委員長研修（特定研修受講） 

第 11 回徳州会グループ指導医養成講習会

受講 

030638501 

4 

地域医療 平島  修 
名瀬徳洲会 

病院 
副院長 18 ○ 

日本内科学会専門医 

日本プライマリケア学会指導医 

指導医講習会受講済み 

030638501 
4 

地域医療 新納 直久 
徳之島徳洲会 

病院 
院長 31 ○ 

日本臨床研修医指導医 

日本産婦人科学会 専門医・指導医 

母体保護法指定医 

ALSOインストラクター 

030638501 

3,4 

別紙４ 



別紙 4 

（No.8） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０６３８   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会呉共済病院    

 

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） 

産婦人科 土谷 治子 土谷総合病院 院長 41 ○ 
日本産科婦人科学会専門医・指導医 

日本母体保護法指導医 
030638501 

030638601 
3,4 

産婦人科 金子 朋子 土谷総合病院 部長 32 × 
日本産科婦人科学会専門医・指導医 

日本母体保護法指導医 
030638501 

030638601 
 

心臓血管

外科 
望月 高明 土谷総合病院 顧問 52 ○  

030638501 

030638601 
4 

心臓血管

外科 
山田 和紀 土谷総合病院 主任部長 34 ○ 

外科専門医 

心臓血管外科専門医 

030638501 

030638601 
3 

精神科 
髙見 浩 ふたば病院 院長 30 ○ 

日本精神神経学会専門医 030638501 

 

1.4 

精神科 
小鶴 俊郎 ふたば病院 副院長 29 ○ 

日本精神神経学会専門医 030638501 

 

2.4 

      
  

 

      
  

 

      
  

 


