
３１.臨床研修指導医（指導医）等の⽒名等   

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
（循環器内科） 塚本 英⼈ ⼟岐市⽴総合病院 病院⻑ 41 ○

⽇本循環器学会循環器専⾨医
プログラム責任者養成講習会受講 30364501 4

外科・救急・⿇酔 伊藤 昭宏 ⼟岐市⽴総合病院 副院⻑ 39 ○ 平成26年度プログラム責任者養成講習会受講 30364501 4

⼩児科 元吉 史昭 ⼟岐市⽴総合病院 ⼩児科医師 41 ○ 平成18年度指導医養成講習会受講 30364501 4

内科
（腎臓内科） 村⼭ 慎⼀郎 ⼟岐市⽴総合病院 副院⻑兼内科部⻑ 31 ○ 第10回岐⾩県医師育成･確保ｺﾝｿｰｼｱﾑ養成臨床研修指導医講習会受講 30364501 4

内科
（⾎液内科） ⼭内 ⾠也 ⼟岐市⽴総合病院 内科医師 41 × ⽇本⾎液学会指導医 30364501 上級医

病理
検査科 森 良雄 ⼟岐市⽴総合病院 検査部⻑兼検査科部⻑ 33 ○ 岐⾩県医師育成･確保ｺﾝｿｰｼｱﾑ養成臨床研修指導医講習会受講 30364501 4

産婦⼈科 ⽯原 豊 ⼟岐市⽴総合病院 産婦⼈科部⻑ 35 ○ 名⼤ﾈｯﾄﾜｰｸ臨床研修指導医講習会受講 30364501 4

内科
（神経内科） ⼤塚 康史 ⼟岐市⽴総合病院 神経内科部⻑ 35 ○ 平成18年度指導医養成講習会受講 30364501 4

精神科 加藤 美樹 ⼟岐市⽴総合病院 精神科部⻑ 29 ○ 精神保健指定医、岐⾩県医師育成･確保ｺﾝｿｰｼｱﾑ養成臨床研修指導医講習会受講 30364501 4

外科 成⽥ 公昌 ⼟岐市⽴総合病院 外科部⻑ 29 ○
⽇本外科学会専⾨医
令和2年度指導医講習会受講 30364501 4

脳神経外科 北島 英⾂ ⼟岐市⽴総合病院
副院⻑兼脳卒中センター⻑
臨床研修委員⻑ 25 ○ 平成22年度指導医養成講習会受講、令和3年度プログラム責任者養成講習会受講 30364501 1、3、4

脳神経外科 辻本 真範 ⼟岐市⽴総合病院 脳神経外科部⻑ 15 ○ 岐⾩県医師育成･確保ｺﾝｿｰｼｱﾑ養成臨床研修指導医講習会受講 30364501 4

脳神経外科 ⽔⾕ ⼤佑 ⼟岐市⽴総合病院 脳神経外科部⻑医師 医⻑ 11 ○ 岐⾩県医師育成･確保ｺﾝｿｰｼｱﾑ養成臨床研修指導医講習会受講 30364501

⼩児科 渡邉 翔太 ⼟岐市⽴総合病院 ⼩児科医師 10 ○ 岐⾩県医師育成･確保ｺﾝｿｰｼｱﾑ養成臨床研修指導医講習会受講 30364501 4

精神科 ⽥伏 英晶 特定医療法⼈社団聖泉会聖⼗字病院 理事⻑ 29 ○ 精神保健指定医、臨床研修指導医講習会受講済 30364501 3,4

精神科 村上 俊⼆ 特定医療法⼈社団聖泉会聖⼗字病院 副院⻑ 39 ○ 精神保健指定医、臨床研修指導医講習会受講済 30364501 4

精神科 ⾦⼭ 直⼦ 特定医療法⼈社団聖泉会聖⼗字病院 医局⻑ 23 ○ 精神保健指定医、臨床研修指導医講習会受講済 30364501 4

精神科 江⼝  研 医療法⼈仁誠会⼤湫病院 院⻑ 37 ○ 精神保健指定医、臨床研修指導医講習会受講済 30364501 3,4
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精神科 ⼾崎 慎太郎 医療法⼈仁誠会⼤湫病院 医⻑ 26 ○ 精神保健指定医、臨床研修指導医講習会受講済 30364501 4

３１.臨床研修指導医（指導医）等の⽒名等   
産婦⼈科 堀部 秀樹 地⽅⾏政法⼈岐⾩県⽴多治⾒病院 臨床研修センター⻑ 26 ○ 臨床研修指導医養成講習会受講 30364501 3

産婦⼈科 中村 浩美 地⽅⾏政法⼈岐⾩県⽴多治⾒病院 周産期⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ部⻑兼産婦⼈科部⻑ 31 ○ 臨床研修指導医養成講習会受講 30364501 4

産婦⼈科 成瀬 友彦 春⽇井市⺠病院 院⻑ 32 ○ 指導医講習会受講済 30364501 3

産婦⼈科 伊藤 充彰 春⽇井市⺠病院 産婦⼈科部⻑ 24 ○
⽇本産婦⼈科学会専⾨医
名⼤ネットワーク指導医講習会受講済 30364501 4

産婦⼈科 錦織 宏 名古屋⼤学医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア形成⽀援センター⻑ 24 ○ 臨床研修指導医養成講習会受講 30364501 3

産婦⼈科 後藤 真紀 名古屋⼤学医学部附属病院 准教授 24 ○
⽇本産婦⼈科学会専⾨医
臨床研修指導医講習会受講済 30364501 4

地域医療 藤⽥ 恭明 国⺠健康保険坂下診療所 所⻑ 18 ○ 臨床研修指導医養成講習会受講 30364501 3,4

保健・医療⾏政 ⾼橋 健 岐⾩県⾚⼗字⾎液センター 所⻑ 40 ○ 臨床研修指導医講習会修了 30364501 3,4

保健・医療⾏政 中村 俊之 東濃保健所 所⻑ 4 × 30364501 指導者

保健・医療⾏政 三⽵ 愛⼦ ⽼⼈保健施設やすらぎ ⽼⼈保健施設やすらぎ施設⻑ 40 × 30364501 3

外科
内科
選択

⾼⼭ 悟 名古屋徳洲会総合病院 副院⻑ 29 ○

⽇本消化器外科学会専⾨医、⽇本外科学会認定医・専⾨医・指導医、⽇本消化器内視鏡学会専⾨医・指導医・評議員、
⽇本内視鏡外科学会技術認定医、⽇本消化器病学会専⾨医・評議員、⽇本消化管学会認定医・代議員、
⽇本肝臓病学会専⾨医、⽇本臨床外科学会評議員、⽇本⼤腸肛⾨病学会専⾨医、
アメリカ内視鏡外科学会会員、医学博⼠、四階段注射法（ジオン注）研修修了

30364501 1,4

内科
循環器内科
選択

⻲⾕ 良介 名古屋徳洲会総合病院 病院⻑ 23 ○
⽇本内科学会認定医・指導医、⽇本循環器学会専⾨医、医学博⼠、⽇本⼼⾎管インターベンション学会指導医、
CRT-D研修証取得、⽇本内科学会東海⽀部評議員プログラム責任者講習会受講 30364501 3,4

地域医療 ⼭⽥ 誠史 市⽴恵那病院 内科部⻑ 30 ○ 臨床研修指導医養成講習会受講 30364501 3,4

地域医療 ⻄脇 巨記 国⺠健康保険上⽮作病院 病院⻑ 33 ○ 臨床研修指導医養成講習会受講 30364501 3,4

内科
選択 安藤 修久 東濃厚⽣病院 病院⻑ 34 〇 臨床研修指導医養成講習会受講 30364501 3

内科
選択 柴⽥ 尚宏 東濃厚⽣病院 副院⻑ 29 〇 臨床研修指導医養成講習会受講 30364501 4

外科 ⼤⾕ 聡 東濃厚⽣病院 部⻑ 29 〇

⽇本外科学会認定医
愛知県厚⽣連臨床研修指導医講習会
外科専⾨医指導医
医療研修推進財団プログラム責任者養成講習会

30364501 1、3、4

※ 「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。
※ 「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
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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
※ 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
※ 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。


