
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０９２５    臨床研修病院の名称： 医療法人川崎病院     

※ 「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 中村 正 医療法人川崎病院 院長 39 ○ 

認定内科医 循環器専門医 平成20年度

大阪大学医学部附属病院臨床研修指導医

養成講習会 平成21年度プログラム責任

者講習会 

030925201 1.3.4 

内科 大塚 章人 医療法人川崎病院 副院長 36 ○ 
内科専門医 平成19年度大阪大学医学部

附属病院臨床研修指導医養成講習会 
030925201 4 

内科 飯田 正人 医療法人川崎病院 副院長 39 ○ 
内科専門医 平成20年度大阪大学医学部

附属病院臨床研修指導医養成講習会 
030925201 4 

内科 前田 哲男 医療法人川崎病院 消化器科部長 31 ○ 
内科専門医 平成20年度神戸大学医学部

附属病院臨床研修指導医養成講習会 
030925201 4 

内科 野村 祐介 医療法人川崎病院 消化器科部長 24 ○ 
内視鏡専門医 平成 30年度神戸大学医学

部附属病院臨床研修指導医養成講習会 
030925201 4 

内科 粕本 博臣 医療法人川崎病院 腎臓内科部長 19 × 日本腎臓学会専門医 030925201  

内科 多田 秀敏 医療法人川崎病院 顧問 50 × 認定内科医 内視鏡専門医 030925201  

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： ０３０９２５    臨床研修病院の名称： 医療法人川崎病院     

※ 「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 市原 紀久雄 医療法人川崎病院 常勤顧問 54 × 認定内科医 030925201  

内科 松田 守弘 医療法人川崎病院 

総合診療科部長 

救急科部長 

研修医教育室長 

26 ○ 
日本内科学会総合内科専門医 日本循

環器学会専門医 平成 20年度中国四国

ブロック臨床研修指導医養成研修会 

030925201 4 

外科 谷川 隆彦 医療法人川崎病院 副院長 33 ○ 
日本消化器外科学会・日本外科学会専

門医・指導医 平成 25年度大阪市立大

学附属病院臨床研修指導医養成講習会 

030925201 4 

外科 木村 聡宏 医療法人川崎病院 外科部長 27 × 
外科専門医 

030925201  

外科 星野 宏光 医療法人川崎病院 外科部長 18 ○ 
外科専門医 平成 30年度大阪大学医学

部附属病院臨床研修指導医養成講習会 
030925201 4 

救急部門 丸山 貴生 医療法人川崎病院 循環器科部長 32 ○ 
内科専門医 循環器専門医 平成 19年

度大阪大学医学部附属病院臨床研修指

導医養成講習会 

030925201 4 

救急部門 藤田 幸一 医療法人川崎病院 循環器科部長 21 ○ 
平成 27年度大阪大学医学部附属病院臨

床研修指導医養成講習会 
030925201 4 

別紙４ 



（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０９２５    臨床研修病院の名称： 医療法人川崎病院     

※ 「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） 

救急部門 高田 昌紀 医療法人川崎病院 循環器科部長 20 ○ 
平成 19年度大阪大学医学部附属病院 

臨床研修指導医養成講習会  
030925201 4 

救急部門 児玉 俊一 医療法人川崎病院 麻酔科部長 26 ○ 
麻酔科専門医 平成26年度大阪大学医学

部附属病院臨床研修指導医養成講習会 
030925201 4 

救急部門 西堀 祥晴 医療法人川崎病院 循環器科部長 25 × 循環器専門医 認定内科医 030925201  

小児科 三宅 理 
医療法人社団純心会

パルモア病院 
診療部長 29 〇 

日本小児科学会専門医 臨床研修指導医

講習会(平成 18 年指導医のための教育ワ

ークショップ大阪府医師会主催) 

030925201 3.4 

産婦人科 山崎 峰夫 
医療法人社団純心会

パルモア病院 
院長 39 × 

日本産科婦人科学会専門医 母体保護法

指定医 
030925201  

産婦人科 龍見 信哉 
医療法人社団純心会

パルモア病院 
顧問 47 × 

日本産科婦人科学会専門医 日本性感染

症学会認定医 母体保護法指定医 
030925201  

産婦人科 杉本 久秀 
医療法人社団純心会

パルモア病院 
        36 〇 

産婦人科専門医 母体保護法指定医 

平成23年度関西医科大学主催指導医養成

講習会 

030925201 4 

別紙４ 



（No.4） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０９２５    臨床研修病院の名称： 医療法人川崎病院     

※ 「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） 

産婦人科 酒井 理恵 
医療法人社団純心会

パルモア病院 
        13 〇 

日本産科婦人科学会専門医 平成 29 年度第 138

回全国自治体病院協議会主催指導医養成講習会 
030925201 3.4 

臨床病理

学 
伊藤 彰彦 医療法人川崎病院 

神戸大学外

科病理学助

教授 

32 ×  030925201  

精神科 白井 豊 
医療法人尚生会湊川

病院 
病院長 32 〇 

精神科専門医 精神保健指定医 平成 16 年度近

畿地区精神科七者懇臨床研修指導医講習会 
030925201 3.4 

精神科 細見 和代 
医療法人尚生会湊川

病院 
理事長 27 × 精神科専門医 精神保健指定医 030925201 4 

精神科 桐村 真一 
医療法人尚生会湊川

病院 
副院長 38 × 精神保健指定医 030925201 4 

精神科 松長 正成 
医療法人尚生会湊川

病院 
副院長 29 × 精神保健指定医 030925201 4 

精神科 塚元 二郎 
医療法人尚生会湊川

病院 
医局長 14 × 精神科専門医 精神保健指定医 030925201 4 

別紙４ 



（No.5） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０９２５    臨床研修病院の名称： 医療法人川崎病院     

※ 「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） 

精神科 前川 かおり 
医療法人尚生会湊川

病院 
 18 × 精神科専門医 精神保健指定医 030925201 4 

内科 本田宜久 頴田病院 院長  ○ 総合内科専門医 

プライマリ・ケア学会認定指導医 

 3 

内科 

救急 

小児科 

吉田伸 頴田病院 家庭医療セン

ター長 

総合診療科長 

 × 総合内科専門医 

プライマリ・ケア学会認定指導医 

  

内科 

救急 

小児科 

茂木千明 頴田病院 家庭医療セン

ター医長 

 × 総合内科専門医 

プライマリ・ケア学会認定指導医 

 

  

内科 

救急 

小児科 

金弘子 頴田病院 在宅医療セン

ター医長 

 × プライマリ・ケア学会認定指導医 

日本在宅医学会認定指導医 

  

内科 

救急 

小児科 

赤岩喬 頴田病院 回復期病棟セ

ンター長 

 × プライマリ・ケア学会認定指導医   

 

別紙４ 


