
（No.１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

 

 

 

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 

在宅医療 
高田 泰治 

社会医療法人同心会 

西条中央病院 
名誉院長 46年 ○ 

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・指

導医、日本呼吸器学会専門医・指

導医、日本腎臓学会専門医、日医

認定産業医、日本高血圧学会指導

医、愛媛大学医学部臨床教授 

031994401 

031994402 
4 

内 科 

循環器内科 
風谷 幸男 

社会医療法人同心会 

西条中央病院 
院長 40年 ○ 

日本循環器学会専門医、日本高血

圧学会専門医・指導医、日本心血

管インターベンション治療学会

名誉専門医、日本内科学会認定

医、日本老年医学会老年病専門

医・指導医、愛媛大学医学部臨床

教授 

031994401 

031994402 
4 

内 科 

循環器内科 
中村 真胤 

社会医療法人同心会 

西条中央病院 
部 長 25年 ○ 

日本内科学会総合内科専門医、日

本循環器学会専門医、日本腎臓学

会専門医、日本老年医学会専門

医、日本心臓血管内視鏡学会認定

医、日本医師会認定産業医 

031994401 

031994402 
4 

内 科 

循環器内科 
入田 純 

社会医療法人同心会 

西条中央病院 

部 長 20年 ○ 

日本内科学会総合内科認定医、日

本循環器学会専門医 
031994401 

031994402 
4 

内 科 森 英城 
社会医療法人同心会 

西条中央病院 
主任医長 21年 ○ 

日本医師会認定産業医平成 27 年

度愛媛大学指導医養成講習会受

講済、R 元年度プログラム責任者

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内 科 

一般外来 
太宰 康伸 

社会医療法人同心会 

西条中央病院 
 36年 ○ 

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・指

導医、日本呼吸器学会専門医、日

本消化器学会専門医、日本老年医

学会専門医、日本医師会認定産業

医、ICD、平成 18年度愛媛大学指

導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

別紙４ 



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：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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） 

救急部門 

外 科 

一般外来 

在宅医療 

地域保健 

小野 仁志 
社会医療法人同心会 

西条中央病院 
副院長 39年 ○ 

日本外科学会専門医・指導医、日

本消化器外科専門医・指導医、日

本がん治療認定医、マンモグラフ

ィ読影認定医、日本医師会認定産

業医 
031994401 

031994402 
1,4 

救急部門 

救急科 
池上 徹則 倉敷中央病院 

主任部長（兼）副

センター長 
22 年 ○ 

指導医のための教育ワークショ
ップ、日本救急医学会専門医、 

JATEC インストラクター 

031994401 

031994402 
4 

救急部門 

救急科 
佐々木 暁 倉敷中央病院 医長 23 年 ○ 

第 5 回徳洲会臨床研修病院指導
医講習会 
日本内科学会総合内科専門医、日

本救急医学会専門医、他 

031994401 

031994402 
4 

救急部門 

救急科 
市川 元啓 倉敷中央病院 部長 19 年 ○ 

名古屋掖済会病院指導医養成講
習会 

日本救急医学会専門医、JATECイ
ンストラクター 

031994401 

031994402 
4 

救急部門 

救急科 
越後谷 良介 倉敷中央病院 医長 16 年 ○ 

臨床研修指導医養成講習会 
日本内科学会認定医、日本救急医
学会専門医 

031994401 

031994402 
4 

救急部門 

救急科 
栗山 明 倉敷中央病院 医長 14 年 ○ 

VHJ機構指導医養成講座 

日本内科学会総合内科専門医、指
導医、日本救急医学会専門医、他 

031994401 

031994402 
4 

救急部門 

救急科 
漆谷 成悟 倉敷中央病院 医長 14 年 ○ 

第 108 回臨床研修指導医養成講
習会 
日本内科学会総合内科専門医 

日本救急医学会専門医、他 

031994401 

031994402 
4 

救急部門 

救急科 
山本 篤史 倉敷中央病院 医長 12 年 ○ 

第 21回 VHJ機構臨床研修指導医

養成講座 
日本救急医学会専門医 
JATEC インストラクター 

031994401 

031994402 
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：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

 

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） 

救急部門 

救急科 
小野寺 睦雄 倉敷中央病院 主任部長 24 年 ○ 

第 21回 VHJ機構臨床研修指導医

養成講座 
日本集中治療医学会専門医 

031994401 

031994402 
4 

救急部門 

救急科 
大竹 孝尚 倉敷中央病院 部長 22 年 ○ 

第 105 回臨床研修指導医養成講
習会 

日本麻酔科学会専門医・指導医、
日本集中治療医学会専門医、他 

031994401 

031994402 
4 

救急部門 

救急科 
藤永 潤 倉敷中央病院 医長 11 年 ○ 

平成 29 年度東京医科歯科大学医

学部附属病院指導医講習会 

031994401 

031994402 
4 

麻酔科 

救急部門 

外 科 

葛川 洋介 
社会医療法人同心会 

西条中央病院 
医 長 14年 ○ 

麻酔科標榜医，日本麻酔科学会専

門医、H30年度愛媛大学指導医養

成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

麻酔科 高崎 康史 
愛媛大学 

医学部附属病院 

集中治療部 

部長 
33年 ○ 

H19年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 
031994301 

031994401 
3,4 

麻酔科 萬家 俊博 
愛媛大学 

医学部附属病院 

麻酔科 

蘇生科長 
36年 ○ 

麻酔指導医、ペインクリニック学

会認定医 

H16年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994301 

031994401 
3,4 

麻酔科 藤井 知美 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 27年 ○ 

麻酔科指導医、ペインクリニック

専門医、日本緩和医療学会暫定指

導医 

H23年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

別紙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：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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 檜垣 暢宏 
愛媛大学 

医学部附属病院 

麻酔科蘇生科 

外来医長 
26年 ○ 

麻酔科専門医、ペインクリニック

専門医、H18 年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

麻酔科 藤井 園子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

麻酔科指導医 

H20年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

麻酔科 北村 咲子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 20年 ○ 

麻酔科専門医 

H25年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

麻酔科 藤岡 志帆 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 17年 ○ 

麻酔科専門医、日本緩和医療学会

認定医 

H27年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

麻酔科 菊池 幸太郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 15年 ○ 

H27年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 
031994401 

031994402 
4 

麻酔科 西原 佑 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 15年 ○ 

H27年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 
031994401 

031994402 
4 

麻酔科 渡邊 愛沙 
愛媛大学 

医学部附属病院 

麻酔科蘇生科 

病棟医長 
15年 ○ 

麻酔科指導医、ペインクリニック

専門医、H27 年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

麻酔科 阿部 尚紀 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

H30年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 
031994401 

031994402 
4 

麻酔科 南立 秀幸 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 ○ 

日本麻酔科学会専門医 

H26年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

麻酔科 関谷 慶介 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 × 

日本麻酔科学会専門医 031994401 

031994402 
 

 



（No.５） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 安平 あゆみ 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 ○ 

H28年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 
031994401 

031994402 
4 

麻酔科 浦田 恵理 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 8年 × 

 031994401 

031994402 
 

麻酔科 山本 和一 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 7年 × 

 031994401 

031994402 
 

麻酔科 武内 三希子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 7年 × 

 031994401 

031994402 
 

麻酔科 中田 行洋 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 7年 × 

 031994401 

031994402 
 

外 科 松野 裕介 
社会医療法人同心会 

西条中央病院 
医長 17年 ○ 

日本外科学会外科専門医、H30年

度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

外 科 佐藤 元通 
社会医療法人同心会 

西条中央病院 

 41年 ○ 

 031994401 

031994402 
4 

小児科 

一般外来 
西村 幸士 

社会医療法人同心会 

西条中央病院 
医長 12年 × 

日本小児科学会専門医、 

日本アレルギー学会専門医 
031994401 

031994402 
 

小児科 檜垣 高史 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 32年 ○ 

日本小児科学会専門医、日本小児

循環器学会専門医、日本周産期・

新生児学会暫定指導医、H16 年度

愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 

小児科 田内 久道 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 31年 ○ 

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

学会暫定指導医、日本感染症学会

専門医、H20 年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
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：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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） 

小児科 江口 真理子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
小児科長 29年 ○ 

日本小児科学会 小児科専門

医・指導医、日本血液学会 血液

専門医・指導医、日本人類遺伝学

会認定 臨床細胞遺伝学認定

士・指導士、日本小児血液・がん

学会 暫定指導医、H17年度独協

医科大学指導医養成講習受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

小児科 石前 峰斉 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 29年 ○ 

日本小児科学会専門医、臨床遺伝

専門医・指導医、臨床細胞遺伝学

認定士・指導士、H17 年度独協医

科大学指導医養成講習受講済 

031994401 

031994402 
4 

小児科 太田 雅明 
愛媛大学 

医学部附属病院 

NICU 病棟 

医長 
22年 × 

日本小児科学会専門医 031994401 

031994402 
 

小児科 高田 秀実 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

日本小児科学会専門医、 

H21年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

小児科 日野 ひとみ 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

日本小児科学会専門医、 

H21年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

小児科 濱田 淳平 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 18年 ○ 

日本小児科学会専門医・認定指導

医、日本糖尿病学会専門医・研修

指導医、第 16 回小児科医のため

の臨床研修指導医講習会（H27年

度・日本小児科学会）受講済 

031994401 

031994402 
4 

小児科 千阪 俊行 
愛媛大学 

医学部附属病院 

小児科 

病棟医長 
18年 ○ 

日本小児科学会専門医、 

H23年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

小児科 森谷 京子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 17年 ○ 

日本小児科学会専門医・指導医、

日本血液学会専門医、H25 年度日

本小児科学会指導医養成講習受

講済 

031994401 

031994402 
4 

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：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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） 

小児科 森谷 友造 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 17年 × 

小児科専門医 031994401 

031994402 
 

小児科 元木 崇裕 
愛媛大学 

医学部附属病院 

小児科 

外来医長 
15年 ○ 

日本小児科学会専門医、小児科神

経学会専門医、 

H29年度日本小児科学会指導医養

成講習受講済 

031994401 

031994402 
4 

小児科 越智 史博 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 × 

小児科学会専門医、小児科学会指

導医（認定小児科指導医）、小児

感染症学会暫定指導医、感染症学

会専門医、抗菌薬化学療法認定

医、ＩＣＤ 

031994401 

031994402 
 

小児科 城賀本 敏宏 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 ○ 

小児科専門医、 

H26年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

小児科 宮脇 零士 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 × 

小児科専門医 031994401 

031994402 
 

小児科 渡部 竜助 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 × 

小児科学会専門医 031994401 

031994402 
 

小児科 宮田 豊寿 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 11年 × 

日本小児科学会専門医 031994401 

031994402 
 

小児科 岩田 はるか 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 11年 × 

日本小児科学会専門医 031994401 

031994402 
 

小児科 桑原 優 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 11年 ○ 

小児科学会専門医、日本アレルギ

ー学会専門医、 

第 26回小児科医のための臨床研

修指導医講習会（令和元年度・日

本小児科学会）受講済 

031994401 

031994402 
4 

小児科 伊藤 敏恭 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 × 

日本小児科学会専門医 031994401 

031994402 
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（No.８） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

 

 

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） 

小児科 奥 貴幸 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 7年 × 

 031994401 

031994402 
 

小児科 上田 茉世 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 7年 × 

小児科専門医 031994401 

031994402 
 

産婦人科 村上 雅博 
社会医療法人同心会 

西条中央病院 
主任医長 17年 ○ 

日本産婦人科学会専門医・指導医、 

日本内分泌学会内分泌代謝科専門

医・指導医、母体保護法指定医 

031994401 

031994402 
4 

産婦人科 吉田 望 
社会医療法人同心会 

西条中央病院 

医 長 16年 ○ 

産婦人科学会認定医，母体保護法指

定医、平成 23 年度がん診療に携わ

る医師に対する緩和ケア研修会受

講済、平成 27 年度日本母乳の会主

催の母乳育児支援研究会受講済、新

生児蘇生法「専門」コース修了認定

（A認定）、平成 26 年度愛媛大学指

導医養成講座受講済 

031994401 

031994402 
4 

産婦人科 松元 隆 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 33年 ○ 

日本産科婦人科学会専門医、日本婦

人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医、日

本がん治療認定医機構がん治療認

定医、日本がん治療認定医機構暫定

教育医、日本臨床細胞学会細胞診専

門医、H16 年度愛媛大学指導医養成

講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

産婦人科 杉山 隆 
愛媛大学 

医学部附属病院 
産婦人科長 32年 ○ 

産婦人科専門医、母体・胎児指導

医・母体・胎児・専門医、内分泌代

謝科専門医・内分泌代謝科指導医、

日本肥満学会認定指導医・専門医、

母体保護法指定医師、日本東洋医学

会認定専門医、H18 年度第 4回ＭＭ

Ｃ新医師臨床研修指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 
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（No.９） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 松原 圭一 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 32年 ○ 

日本産科婦人科学会専門医、日本周

産期・新生児学会（周産期（母体・

胎児））専門医、日本臨床遺伝学会

専門医、日本妊娠高血圧学会評議

員、The Open Biochemistry 

Journal（Editorial Biochemistry 

Member）、日本産婦人科内視鏡学会

技術認定医、H17 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

産婦人科 藤岡 徹 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 29年 ○ 

日本産科婦人科学会専門医、日本婦

人科腫瘍学会専門医・評議員、母体

保護法指定医、卒後臨床研修指導

医、H21年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

産婦人科 松原 裕子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

日本産科婦人科学会専門医、日本人

類遺伝学会専門医、H21 年度愛媛大

学指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

産婦人科 宇佐美 知香 
愛媛大学 

医学部附属病院 

産婦人科長 

病棟医長 
16年 ○ 

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、日本がん治療認定医機構が

ん治療認定医、日本臨床細胞学会細

胞診専門医、R1 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

産婦人科 髙木 香津子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 16年 ○ 

日本産婦人科学会（専門医）、日本

産婦人内視鏡学会（技術認定医）、

H29年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

産婦人科 内倉 友香 
愛媛大学 

医学部附属病院 

産婦人科長 

外来医長 
15年 × 

日本産婦人科学会専門医 031994401 

031994402 
 

産婦人科 井上 彩 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 × 

日本産科婦人科学会（専門医） 031994401 

031994402 
 

別紙４ 



別紙４ 

（No.１０） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

 

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 安岡 稔晃 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 11年 × 

産科婦人科専門医、がん治療認定

医、母体保護法指定医 
031994401 

031994402 
 

精神科 上野 修一 
愛媛大学 

医学部附属病院 
精神科長 35年 ○ 

日本精神神経学会（専門医・指導

医）、日本総合病院精神医学会（一

般病院連携精神医学専門医・指導

医）、徳島県卒後臨床研修「第 1

回指導医講習会」（H17 年 3月）

受講済 

031994401 

031994402 
4 

精神科 堀内 史枝 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

日本神経精神医学（指導医、専門

医）、日本児童青年精神医学会（認

定医）、日本小児神経学会、日本

睡眠医学会（認定医）、H18年度

愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 

精神科 伊賀 淳一 
愛媛大学 

医学部附属病院 

精神科 

副科長 
20年 ○ 

日本精神神経学会（専門医、指導

医）、日本臨床精神神経薬理学会

（専門医）、日本うつ病学会（双

極性障害委員会フェロー）、H21

年度徳島県指導医講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

精神科 森 崇明 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 20年 ○ 

日本老年精神医学会（専門医）、

H19年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

精神科 清水 秀明 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 18年 ○ 

日本精神神経学会（専門医、指導

医）、日本老年精神医学会（専門

医、指導医）、日本臨床精神神経

薬理学会（専門医）、H22 年度全

国自治体病院協議会第 89回臨床

研修指導医講習会受講済 

031994301 

031994401 
4 

精神科 越智 紳一郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 

精神科 

外来医長 
15年 ○ 

精神保健指定医、日本臨床精神神

経薬理学会専門医、日本老年精神

医学会専門医、H24 年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

 



別紙４ 

（No.１１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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 河邉 憲太郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 

精神科 

病棟医長 
15年 ○ 

日本児童青年精神医学会認定

医、日本臨床精神神経薬理学会

専門医、H24 年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

精神科 吉野 祐太 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 11年 ○ 

日本精神神経学会（専門医）、H28

年度愛媛大学指導医養成講習会

受講済み 

031994401 

031994402 
4 

精神科 稲見 康司 西条道前病院  38年 ○ 

精神科専門医、産業医 031994401 

031994402 
4 

精神科 平島 正敏 西条道前病院  34年 × 

 031994401 

031994402 
 

精神科 曽根 啓一 西条道前病院  22年 × 

 031994401 

031994402 
 

地域医療 村上 重人 村上記念病院 院長補佐 34年 ○ 

日本内科学会・日本消化器学

会・日本肝臓学会専門医 
031994401 

031994402 
4 

地域医療 西野 圭一郎 村上記念病院 内科部長 33年 ○ 

日本消化器学会専門医 031994401 

031994402 
4 

地域医療 森 公介 村上記念病院 内科医長 44年 × 

日本呼吸器学会・日本内科学会

総合内科専門医 
031994401 

031994402 
 

地域医療 山上 隆司 村上記念病院 内科医長 20年 ○ 

日本消化器病学会専門医・指導

医 
031994401 

031994402 
4 

地域医療 日野 惠 村上記念病院 内科医長 41年 ○ 

日本核医学会専門医 031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.１２） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 伊藤 俊雄 村上記念病院 整形外科部長 38年 × 

日本整形外科学会専門医 031994401 

031994402 
 

地域医療 小野 敦美 村上記念病院 外科部長 38年 ○ 

日本外科学会専門医 031994401 

031994402 
4 

地域医療 徳増 善治 村上記念病院 リハビリ科長 37年 ○ 

日本整形外科学会専門医、運動

器リハビリテーション認定医 
031994401 

031994402 
4 

地域医療 村上 省吾 村上記念病院 放射線科部長 35年 × 

日本放射線学会専門医 031994401 

031994402 
 

地域医療 青木 克徳 村上記念病院 泌尿器科部長 30年 ○ 

日本泌尿器科学会専門医・指導

医 
031994401 

031994402 
4 

地域医療 雁木 淳一 
西条市立 

周桑病院 
院長 39年 ○ 

医学博士、日本外科学会認定

医・専門医、日本医師会認定産

業医、ＩＣＤ、麻酔科標榜医、

指導医講習会受講済（H20） 

031994401 

031994402 
4 

地域医療 大野 靖彦 
西条市立 

周桑病院 
診療部長 48年 ○ 

医学博士、日本外科学会認定

医・専門医・指導医、日本肝臓

学会肝臓専門医、日本消化器外

科学会認定医、日本消化器学会

指導医、ＩＣＤ、麻酔科標榜医、

指導医講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

地域医療 奥田 俊介 
西条市立 

周桑病院 
医長 20年 ○ 

日本整形外科学会専門医、H23 年

度愛媛大学指導医講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

地域医療 越智 淳三 
西条市立 

周桑病院 
副院長 37年 ○ 

日本泌尿器科学会専門医、日本

泌尿器科学会指導医、指導医講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

地域医療 小林 瑞 
西条市立 

周桑病院 
医長 26年 × 

日本眼科学会専門医、医学博士 031994401 

031994402 
 

 



（No.１３） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 矢野 春海 
西条市立 

周桑病院 
副院長 31年 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本消

化器病学会認定医、日本消化器内

視鏡学会認定医、日本医師会認定

産業医、指導医講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

地域医療 藤澤 友樹 
西条市立 

周桑病院 
診療部長 31年 ○ 

医学博士、日本内科学総合内科専

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、日

本肝臓学会専門医、日本糖尿病学

会専門医、日医認定産業医、指導

医講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

地域医療 中原 弘雅 
西条市立 

周桑病院 
医長 14年 ○ 

日本内科学会認定内科医、指導医

講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

地域医療 岡部 恭典 
西条市立 

周桑病院 
医長 18年 ○ 

日本脳神経外科学会専門医、日本

定位・機能神経外科学会機能的定

位脳手術技術認定医、H28指導医講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

病理 北澤 理子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 35年 ○ 

日本病理学会専門医、H27年度愛媛

大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
3,4 

内科 高田 清式 
愛媛大学 

医学部附属病院 

地域医療支援 

センター長 
39年 ○ 

内科学会(専門医･指導医)､感染症

学会(専門医･指導医)､血液学会

(専門医･指導医)老年病学会(専門

医･指導医)､消化器内視鏡学会(専

門医･指導医)､ｱﾚﾙｷﾞｰ学会(専門

医･指導医)､消化器病学会専門医､

吸器病学会専門医､ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰ

ﾙﾄﾞｸﾀｰ､日本ｴｲｽﾞ学会(専門医･指

導医)､日本臨床腫瘍学会指導医､

日本性感染症学会専門医､日本渡

航医学会認定医療職､評議委員､日

本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会(専門医･指導医)､日

本ﾘｳﾏﾁ学会専門医､H12 年度医療研

修推進財団指導医養成講習会受講

済み､H16 年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成

講習会受講、第 1 回医師臨床研修

制度･研修管理委員会･委員長研修

(特定研修)受講済 

031994401 

031994402 
4 

別紙４ 



別紙４ 

（No.１４） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

 

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 竹中 克斗 
愛媛大学 

医学部附属病院 
第一内科長 29年 × 

内科認定医、総合内科専門医、日本

血液学会認定医、日本血液学会指導

医、日本がん治療認定医、日本臨床

腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本

臨床腫瘍学会指導医、日本造血細胞

移植学会造血細胞移植認定医、日本

輸血・細胞治療学会認定医 

031994401 

031994402 
 

内科 山之内 純 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 25年 ○ 

日本内科学会認定内科医、総合内科

専門医、日本血液学会専門医・指導

医、日本消化器内視鏡学会専門医、

日本がん治療認定医、H19 年度愛媛

大学指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

内科 谷本 一史 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 21年 ○ 

内科学会認定医、総合内科専門医、

血液学会専門医、がん治療認定医、

インフェクションコントロールド

クター、H30 年度愛媛大学指導医養

成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 波呂 卓 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 21年 ○ 

日本内科学会総合内科専門医・指導

医、日本血液学会専門医、日本救急

医学会専門医、H23 年度第 13 回日

本赤十字社臨床研修指導医養成講

習会受講済(主催：日本赤十字社) 

031994401 

031994402 
4 

内科 末盛 浩一郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 
第一内科副科長 18年 ○ 

日本リウマチ学会専門医、日本血液

学会専門医・指導医、日本感染症学

会専門医、日本消化器内視鏡学会専

門医、日本がん治療認定医、インフ

ェクションコントロールドクター、

H26年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 越智 俊元 
愛媛大学 

医学部附属病院 

第一内科 

外来医長 
17年 ○ 

認定内科医、日本血液学会認定血液

専門医、日本がん治療認定医、H29

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.１５） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 松本 卓也 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 16年 ○ 

日本リウマチ学会専門医、H26年

度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 池田 祐一 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 15年 ○ 

日本内科学会認定内科医、総合内

科専門医、日本血液学会認定血液

専門医、H26 年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 石﨑 淳 
愛媛大学 

医学部附属病院 

第一内科 

病棟医長 
14年 × 

日本内科学会認定医・指導医、日

本リウマチ学会専門医・指導医 
031994401 

031994402 
 

内科 丸田 雅樹 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 9年 ○ 

臨床研修指導医、緩和ケア研修

会・フォローアップ研修会修了、

緩和ケアの基本教育に関する指

導者研修会修了、がんコミュニケ

ーション技術研修会修了、がんの

リハビリテーション研修終了、日

本内科学会認定内科医、日本血液

学会認定血液専門医、日本臨床腫

瘍学会認定がん薬物療法専門医、

H30年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 名部 彰悟 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 8年 × 

日本内科学会認定内科医 031994401 

031994402 
 

内科 高橋 光司 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 36年 × 

総合内科専門医、循環器専門医 031994401 

031994402 
 

内科 池田 俊太郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 28年 ○ 

日本内科学会総合内科専門医、日

本心血管インターベンション学

会指導医、日本老年医学会専門

医、日本循環器学会認定循環器専

門医 JMECC インストラクター、

H19年度京都大学医学部附属病院

指導医講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.１６） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 野上 尚之 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 27年 × 

呼吸器学会専門医、臨床腫瘍学会が

ん薬物療法専門医、内科学会認定内

科医・指導医、日本がん治療認定医

機構がん治療認定医 

031994401 

031994402 
 

内科 山口 修 
愛媛大学 

医学部附属病院 
第二内科長 25年 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本循環

器学会循環器専門医、H28 年度大阪

大学医学部附属病院指導医講習会

受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 井上 勝次 
愛媛大学 

医学部附属病院 

第二内科 

副科長 
24年 ○ 

日本内科学会認定医、日本循環器学

会認定循環器専門医、H21 年度愛媛

大学指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

内科 鈴木 純 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 24年 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本循環

器学会認定循環器専門医、内科指導

医、H19年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 西村 和久 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

日本内科学会認定医、日本循環器学

会専門医、日本禁煙学会認定専門指

導医、H18 年度愛媛大学指導医養成

講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 永井 啓行 
愛媛大学 

医学部附属病院 

第二内科 

病棟医長 
21年 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本循環

器学会専門医、H20 年度愛媛大学指

導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 三好 賢一 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 21年 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本腎臓

専門医、H18 年度愛媛大学指導医養

成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 青野 潤 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 20年 ○ 

内科認定医、循環器内科専門医、日

本心臓血管内視鏡学会認定医、H28

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 上谷 晃由 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 19年 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本循環

器学会認定循環器専門医、日本老年

医学会認定専門医、日本内科学会総

合内科専門医、日本内科学会指導

医、日本医師会認定産業医、日本禁

煙学会認定専門指導医、米国内科学

会上級会員、H26 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.１７） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

 

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 濱口 直彦 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 19年 ○ 

日本内科学会認定医、総合内科専門

医・指導医、日本呼吸器学会専門

医・指導医、日本呼吸器内視鏡学会

気管支鏡専門医、日本がん治療認定

医機構がん治療認定医・指導医、日

本結核病学会結核・抗酸菌症認定

医、日本禁煙学会認定禁煙専門医、

H24年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 坂上 智城 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 18年 × 

内科学会認定医、循環器学会専門医 031994401 

031994402 
 

内科 三好 誠吾 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 17年 ○ 

内科学会認定医、日本がん治療認定

医機構がん治療認定医、H25年度愛

媛大学指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 長尾 知明 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 17年 ○ 

内科認定医、総合内科専門医、腎臓

学会専門医、H30 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 東 晴彦 
愛媛大学 

医学部附属病院 

第二内科 

外来医長 
16年 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本内科

学会総合内科専門医、日本循環器学

会専門医、日本禁煙学会認定指導

医、心臓リハビリテーション指導

士、H29年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 佐々木 康浩 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 16年 × 

日本内科学会総合内科専門医、日本

循環器学会循環器専門医 
031994401 

031994402 
 

内科 川上 大志 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 × 

内科学会人認定医・専門医、循環器

学会専門医 
031994401 

031994402 
 

内科 濵田 千鶴 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 ○ 

日本内科学会認定医、日本呼吸器学

会専門医、R1年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.１８） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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 赤澤 祐介 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 8年 ○ 

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、R1 年度愛媛大学指導医養成

講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 松浦 文三 
愛媛大学 

医学部附属病院 

第三内科 

副科長 
36年 ○ 

日本内科学会専門医・指導医、日本

消化器病学会専門医・指導医・評議

員、日本消化器内視鏡学会専門医・

指導医、日本肝臓学会専門医・指導

医、日本内分泌学会専門医・指導医、

日本糖尿病学会専門医・指導医、日

本甲状腺学会専門医・指導医、日本

病態栄養学会専門医、NST コーディ

ネーター、日本消化管学会認定医、

がん治療暫定教育医、H10 年臨床研

修指導医養成講習会（医療研修推進

財団）受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 日浅 陽一 
愛媛大学 

医学部附属病院 
第三内科長 30年 ○ 

日本内科学会専門医・指導医、消化

器内視鏡学会専門医・指導医、日本

消化器学会専門医・四国地方会評議

員、日本肝臓学会専門医・指導医・

西部会評議員、日本超音波医学会専

門医・指導医、日本アレルギー学会

専門医・指導医、日本医師会認定産

業医、アメリカ肝臓学会会員、H16

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 池田 宜央 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 28年 ○ 

消化器病専門医、消化器内視鏡専門

医、H17年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

内科 竹下 英次 
愛媛大学 

医学部附属病院 

第三内科 

病棟医長 
24年 ○ 

内視鏡学会専門医、消化器病学会専

門医、内科学会認定内科医、H24年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 

内科 廣岡 昌史 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

消化器病専門医、肝臓専門医、超音

波専門医、消化器内視鏡専門医、H19

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.１９） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 阿部 雅則 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 26年 ○ 

日本消化器内視鏡学会専門医、日本

内科学会総合内科専門医、日本消化

器病学会専門医、日本老年医学会専

門医、日本肝臓学会専門医、日本超

音波医学会専門医、日本消化器内視

鏡学会指導医、日本病態栄養学会専

門医、日本肝臓学会指導医、日本老

年医学会指導医、日本内科学会指導

医、日本超音波医学会指導医、日本

糖尿病学会専門医、日本消化管学会

認定医、日本消化器病学会指導医、

日本プライマリケア連合学会認定

医・指導医、日本消化管学会専門医、

H18年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 德本 良雄 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

日本内科学会総合内科専門医・四国

支部評議員、日本消化器病学会専門

医・指導医・学会評議員・四国支部

評議員、日本消化器内視鏡学会専門

医・指導医・四国支部評議員、日本

肝臓学会専門医・指導医・西部会評

議員、日本移植学会移植認定医、H21

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 三宅 映己 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 18年 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本糖尿

病学会専門医、日本内分泌学会専門

医、H22年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 吉田 理 
愛媛大学 

医学部附属病院 

第三内科 

外来医長 
18年 ○ 

日本内科学会認定医、日本肝臓学会

専門医、日本消化器病学会専門医、

H27年度松山赤十字病院指導医講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 小泉 洋平 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 16年 ○ 

消化器病専門医、H23年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

内科 山本 安則 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 16年 ○ 

消化器病専門医、肝臓専門医、消化

器内視鏡専門医、H25年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.２０） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

 

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 渡辺 崇夫 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 15年 ○ 

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、H26 年度愛媛大学指導医養

成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 富田 英臣 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

日本内科学会認定医・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・

四国支部評議員・学術評議員、日本

肝臓学会専門医、R1年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 小泉 光仁 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 ○ 

日本内科学会認定医、日本消化器内

視鏡学会専門医、H26年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 川村 智恵 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 ○ 

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、日本肝臓学会専門医、R1

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 田中 孝明 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 ○ 

日本内科学会認定医、日本肝臓学会

専門医、H28 年度愛媛大学指導医養

成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 中村 由子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 11年 × 

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 
031994401 

031994402 
 

内科 兼光 梢 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 × 

日本内科学会認定医、日本がん治療

認定医機構がん治療認定医 
031994401 

031994402 
 

内科 中口 博允 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 × 

日本内科学会認定内科医 031994401 

031994402 
 

内科 今村 良樹 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 ○ 

日本内科学会認定医、日本消化器病

学会専門医、H30 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.２１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

 

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 大八木 保政 
愛媛大学 

医学部附属病院 
脳神経内科長 35年 ○ 

内科学会認定内科医、神経内科専門

医・指導医、認知症専門医・指導医、

H17年度第 1回九州大学病院臨床研

修指導医講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 伊賀瀨 道也 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 28年 ○ 

循環器専門医、老年病専門医、H27

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 越智 博文 
愛媛大学 

医学部附属病院 

脳神経内科 

副科長 
27年 ○ 

神経内科専門医、H29年度松山赤十

字病院指導医講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

内科 三浦 史郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 

脳神経内科 

外来医長 
22年 ○ 

総合内科専門医・指導医、神経内科

専門医・指導医、第 25 回久留米大

学指導医講習会（H28 年度）受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 越智 雅之 
愛媛大学 

医学部附属病院 

脳神経内科 

病棟医長 
18年 ○ 

神経内科専門医、老年病専門医、H25

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

 

031994401 

031994402 
3,4 

内科 岡田 陽子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 17年 × 

神経内科専門医 031994401 

031994402 
 

内科 千崎 健祐 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 ○ 

内科認定医、H29 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

内科 大澤 春彦 
愛媛大学 

医学部附属病院 

糖尿病内科 

臨床検査医学科長 
36年 × 

日本内科学会認定医・指導医、日本

糖尿病学会専門医・指導医、日本内

分泌学会特例指導医、日本臨床検査

医学会臨床検査専門医 

031994401 

031994402 
 

内科 高田 康徳 
愛媛大学 

医学部附属病院 

糖尿病内科 臨床 

検査医学副科長 
26年 ○ 

日本内科学会認定内科専門医・指導

医、日本糖尿病学会認定専門医・指

導医、日本循環器学会認定専門医、

日本腎臓学会認定専門医、日本高血

圧学会専門医・指導医、H20年度愛

媛大学指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 



別紙４ 

（No.２２） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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 川村 良一 
愛媛大学 

医学部附属病院 

糖尿病内科 臨床 

検査医学病棟科長 
17年 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本糖尿

病学会専門医、H23 年度愛媛大学指

導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 池田 陽介 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 9年 ○ 

日本内科学会認定医、日本糖尿病学

会専門医、R1年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 永井 将弘 
愛媛大学 

医学部附属病院 

臨床薬理神経 

内科長 
32年 ○ 

日本神経学会専門医・指導医、本内

科学会認定医、日本臨床薬理学会専

門医、H16 年度愛媛大学指導医養成

講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

内科 安藤 利奈 
愛媛大学 

医学部附属病院 

臨床薬理神経内科 

外来医長 
8年 × 

日本臨床薬理学会専門医、日本神経

学会専門医 
031994401 

031994402 
 

内科 川本 龍一 
愛媛大学 

医学部附属病院 
総合診療科長 35年 ○ 

日本プライマリ・ケア学会認定医・

指導医、日本内科学会総合内科専門

医・指導医、日本糖尿病学会専門

医・指導医、日本老年医学会専門

医・指導医、日本超音波医学会専門

医・指導医、日本消化器内視鏡学会

専門医、日本公衆衛生学会専門医、

第 16回新臨床研修指導医養成講習

会（H16年度社団法人全国自治体病

院協議会・社団法人全国国民健康保

険診療施設協議会）受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 二宮 大輔 
愛媛大学 

医学部附属病院 

総合診療科 

外来医長 
16年 ○ 

日本プライマリ・ケア連合学会認定

医・指導医、日本内科学会認定医、

H26年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

内科 薬師神 芳洋 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 32年 ○ 

内科学会認定医・指導医、血液学会

専門医・指導医、臨床腫瘍学会指導

医、感染症学会専門医、インフェク

ションコントロールドクター、老年

病学会専門医・指導医、日本医師会

認定健康スポーツドクター、H16年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.２３） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 竹内 一人 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 24年 ○ 

日本内科学会総合内科専門医・指導

医、日本血液学会血液専門医、日本

がん治療認定医機構がん治療認定

医、日本医師会認定産業医、H19年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 

内科 長谷部 晋士 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 17年 × 

日本内科学会認定総合内科専門医 031994401 

031994402 
 

内科 岡 靖哲 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 27年 × 

日本神経学会専門医・指導医、日本

精神神経学会専門医、日本内科学会

認定医、日本睡眠学会認定医、日本

臨床神経生理学会脳波認定医、日本

医師会、認定産業医 

031994401 

031994402 
 

内科 永井 彩子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

老年病専門医、総合内科専門医、H21

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

救急科 佐藤 格夫 
愛媛大学 

医学部附属病院 
救急科長 25年 ○ 

日本救急医学会指導医・評議員、日

本外科学会専門医、日本集中治療医

学会専門医、日本静脈経腸栄養学会

指導医・日本腹部救急医学会暫定教

育医・評議員、日本呼吸療法医学会

専門医、日本外傷学会評議員、日本

Acute careu surgery学会評議

員、日本 Shock 学会評議員、統括Ｄ

ＭＡＴ、アメリカ外科学会 ATOM ｺｰ

ｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、ﾖｰﾛｯﾊﾟ経腸栄養学会

LLL ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、第 23 回京都大学

医学部附属病院医師臨床研修指導

医のためのワークショップ（2015

年度）受講済 

031994401 

031994402 
4 

救急科 竹葉 淳 
愛媛大学 

医学部附属病院 
救急科副科長 24年 ○ 

日本整形外科学会専門医、H26 年度

愛媛大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
3,4 

救急科 菊池 聡 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 18年 ○ 

外科専門医、救急科専門医、H20年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.２４） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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） 

救急科 松本 紘典 
愛媛大学 

医学部附属病院 

救急科 

病棟医長 
15年 ○ 

日本救急医学会専門医、H27年度愛

媛大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

救急科 邑田 悟 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 × 

日本外科学会専門医、日本救急医学

会専門医、統括ＤＭＡＴ隊員 
031994401 

031994402 
 

救急科 大下 宗亮 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 ○ 

日本救急医学会専門医、H27年度愛

媛大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

救急科 播摩 裕 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 ○ 

日本外科学会専門医、日本救急医学

会専門医、H30年度京都府医師会主

催指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

救急科 安念 優 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 8年 × 

日本救急医学会専門医 031994401 

031994402 
 

外科 渡部 祐司 
愛媛大学 

医学部附属病院 

消化器腫瘍 

外科長 
37年 ○ 

外科学会指導医、消化器外科指導

医、H16年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

外科 惠木 浩之 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 26年 × 

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

本大腸肛門病学会専門医・指導医、

日本内視鏡外科学会（技術認定医

（大腸）、技術審査員（消化器・一

般外科領域 大腸班）、評議員）、da 

Vinchi Robot Surgery 術者 

Certification、消化器がん外科治

療認定医 

031994401 

031994402 
 

外科 石丸 啓 
愛媛大学 

医学部附属病院 

消化器腫瘍 

外科外来医長 
25年 ○ 

日本外科学会認定医・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、日

本癌治療認定医機構がん治療暫定

教育医・認定医、日本消化器がん外

科治療認定医、日本静脈経腸栄養学

会認定医、日本大腸肛門病学専門

医、H20年度浜松医科大学医学部附

属病院指導医講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.２５） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 古賀 繁宏 
愛媛大学 

医学部附属病院 

消化器腫瘍 

外科病棟医長 
22年 × 

外科専門医 031994401 

031994402 
 

外科 吉田 素平 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 21年 × 

日本外科学会指導医・専門医・認定

医、日本消化器外科学会指導医・専

門医、消化器がん外科治療認定医

医、日本癌治療認定医機構癌治療認

定医 

031994401 

031994402 
3 

外科 秋田 聡 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 19年 ○ 

日本外科学会認定医・専門医、H20

年度全日本病院協会指導医講習会

受講済 

031994401 

031994402 
4 

外科 桑原 淳 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 15年 × 

外科専門医 031994401 

031994402 
 

外科 谷川 和史 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

日本外科学会専門医、H24 年度日本

医師会指導医養成講習受講済 
031994401 

031994402 
4 

外科 松井 さゆり 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 7年 × 

 031994401 

031994402 
 

外科 高田 泰次 
愛媛大学 

医学部附属病院 

肝臓・胆のう・膵

臓・移植外科長 
37年 × 

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・認

定医、日本肝胆膵外科学会（胆膵外

科高度技能指導医）、日本肝臓学会

専門医、日本移植学会認定医 

031994401 

031994402 
 

外科 小川 晃平 
愛媛大学 

医学部附属病院 

肝臓・胆のう・膵

臓・移植外科 

副科長 

28年 × 

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・消

化器がん外科治療認定医、日本移植

学会移植認定医、日本肝胆膵外科学

会高度技能指導医 

031994401 

031994402 
 

外科 髙井 昭洋 
愛媛大学 

医学部附属病院 

肝臓・胆のう・膵

臓・移植外科 

外来医長 

26年 ○ 

日本外科学会専門医、日本内視鏡外

科学会技術認定医、H23 年国立病院

機構中国四国ブロック指導医養成

講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 



別紙４ 

（No.２６） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 船水 尚武 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 19年 ○ 

日本外科学会外科専門医、日本消化

器外科専門医・指導医、第 18 回日

本医師会指導医のための教育ワー

クショップ（H28年度）受講済 

031994401 

031994402 
4 

外科 坂元 克考 
愛媛大学 

医学部附属病院 

肝臓・胆のう・膵

臓・移植外科 

病棟医長 

16年 ○ 

日本外科学会外科専門医、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）日本内視鏡

外科学会技術認定医、日本肝胆膵外

科学会評議員、日本肝臓学会専門

医、H30年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

外科 田村 圭 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 ○ 

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、H30

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

外科 亀井 義明 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 25年 ○ 

日本外科学会指導医・専門医、日本

乳癌学会乳腺専門医、日本ｵﾝｺﾌﾟﾗｲ

ｽﾃｨｯｸｻｰｼﾞｪﾘｰ学会責任医師、ﾏﾝﾓｸﾞ

ﾗﾌｨ読影認定医、乳房超音波読影認

定医、日本がん治療認定医機構がん

治療認定医、日本消化器外科学会専

門医・指導医、消化器がん治療認定

医、日本消化器病学会専門医、H22

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
3,4 

外科 山下 美智子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

日本乳癌学会乳腺専門医、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌ

ｨ読影認定医(Ａ)、乳腺超音波読影

認定医、日本家族性腫瘍学会家族性

腫瘍専門医、日本外科学会外科専門

医、日本がん治療認定医機構がん治

療認定医、日本ｵﾝｺﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｻｰｼﾞｬﾘ

ｰ学会責任医師 

031994401 

031994402 
4 

外科 村上 朱里 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 ○ 

日本乳癌学会乳腺専門医、日本外科

学会外科専門医、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影認定

医(AS)、乳房超音波読影認定医、日

本ｵﾝｺﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｻｰｼﾞｪﾘｰ学会責任医

師、H28年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.２７） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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 佐野 由文 
愛媛大学 

医学部附属病院 

心臓血管・呼吸器

外科副科長 
35年 × 

外科専門医、皮膚科専門医、日本外

科学会外科認定医・外科専門医、日

本呼吸器外科学会専門医・指導医、

がん治療認定医、日本呼吸器学会呼

吸器専門医 

031994401 

031994402 
 

外科 泉谷 裕則 
愛媛大学 

医学部附属病院 

心臓血管・ 

呼吸器外科長 
32年 × 

日本外科学会専門医・指導医、心臓

血管外科専門医・修練指導者 
031994401 

031994402 
 

外科 打田 俊司 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 30年 ○ 

心臓血管外科専門医・修練指導医、

日本外科学会認定医・専門医・指導

医、日本胸部外科学会認定医・専門

医・指導医、日本移植学会認定医、

H20年度和歌山県立医科大学附属

病院指導医講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

外科 西村 隆 
愛媛大学 

医学部附属病院 

心臓血管・呼吸器 

外科病棟医長 
28年 × 

日本外科学会専門医・指導医、心臓

血管外科専門医・修練指導者 
031994401 

031994402 
 

外科 太田 教隆 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 23年 ○ 

日本外科学会専門医、心臓血管外科

専門医・修練指導医、小児補助人工

心臓実施認定医、R1年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

外科 黒部 裕嗣 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 20年 ○ 

日本外科学会専門医・指導医、心臓

血管外科専門医・修練指導者、第

61 回新臨床研修指導医養成講習会

（H19 年度・社団法人全国自治体病

院協議会・社団法人全国国民健康保

険診療施設協議会）受講済 

031994401 

031994402 
4 

外科 杉本 龍士郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 

心臓血管・呼吸器 

外科外来医長 
19年 ○ 

日本外科専門医、呼吸器外科専門

医、がん治療認定医、H25 年度中国

四国ブロック臨床研修指導医養成

研修会（独立行政法人国立病院機構

中国四国ブロック）受講済 

031994401 

031994402 
4 

外科 杉浦 純也 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 18年 ○ 

外科専門医、心臓血管外科専門医、

H23年度日本医師会指導医のため

の教育ワークショップ受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.２８） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

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 小嶋 愛 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 16年 × 

心臓血管外科専門医 031994401 

031994402 
 

救急部門 

外科 

整形外科 

竹田 治彦 
社会医療法人同心会 

西条中央病院 
部長 22年 ○ 

日本整形外科専門医，日本整形外科

学会認定運動器リハビリテーショ

ン医，平成 26 年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

外科 

整形外科 
中田 浩史 

社会医療法人同心会 

西条中央病院 
医長 13年 ○ 

H29年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 
031994401 

031994402 
4 

整形外科 三浦 裕正 
愛媛大学 

医学部附属病院 
附属病院長 38年 × 

日本整形外科学会専門医、日本整形

外科学会スポーツ医 
031994401 

031994402 
 

整形外科 間島 直彦 
愛媛大学 

医学部附属病院 

 33年 ○ 

日本整形外科学会専門医、日本体育

協会公認スポーツドクター、H19年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 

4 

 

整形外科 鴻上 繁 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 29年 ○ 

リハビリテーション専門医、整形外

科専門医、R1年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

整形外科 今井 浩 
愛媛大学 

医学部附属病院 
整形外科医長 27年 ○ 

日本整形外科学会専門医、H24 年度

愛媛大学指導医養成講習会 
031994401 

031994402 
4 

整形外科 森野 忠夫 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 26年 ○ 

日本整形外科学会専門医、H23 年度

愛媛大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

整形外科 木谷 彰岐 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 24年 ○ 

日本整形外科学会専門医、日本体育

協会公認スポーツドクター、H25年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
3,4 

整形外科 日野 和典 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 ○ 

日本整形外科学会専門医、日本体育

協会公認スポーツドクター、H27年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.２９） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

 

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） 

整形外科 藤渕 剛次 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 21年 ○ 

日本整形外科学会専門医、H26 年度

愛媛大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

整形外科 渡邊 誠治 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 21年 ○ 

日本整形外科学会専門医、H26 年度

愛媛大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

整形外科 宮脇 城二 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 19年 ○ 

日本整形外科学会専門医、H29 年度

愛媛大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

整形外科 日野 雅之 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 19年 ○ 

日本整形外科学会専門医、H24 年度

全国社会保険協会指導医講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

整形外科 忽那 辰彦 
愛媛大学 

医学部附属病院 

整形外科 

病棟医長 
18年 ○ 

日本整形外科学会専門医、H23 年度

全日本病院協会指導医講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 

整形外科 清松 悠 
愛媛大学 

医学部附属病院 

整形外科 

外来医長 
14年 ○ 

整形外科専門 

H29年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

整形外科 見崎 浩 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 × 

日本整形外科学会専門医 031994401 

031994402 
 

整形外科 渡森 一光 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 × 

 031994401 

031994402 
 

形成外科 中岡 啓喜 
愛媛大学 

医学部附属病院 
形成外科長 37年 × 

日本形成外科学会専門医、皮膚腫瘍

外科指導医・専門医、日本レーザー

医学会レーザー専門医、日本頭蓋顎

外科専門医 

031994401 

031994402 
3 

形成外科 松本 麻由 
愛媛大学 

医学部附属病院 

形成外科 

外来医長 
13年 × 

日本形成外科学会専門医、日本形成

外科学会小児形成外科分野指導医

専門医 

031994401 

031994402 
 



別紙４ 

（No.３０） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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） 

脳神経外科 渡邉 英昭 
愛媛大学 

医学部附属病院 

脳神経外科 

副科長 
28年 ○ 

日本脳神経外科学会専門医、日本脳

卒中学会専門医、日本神経内視鏡学

会技術認定医、H16 年度愛媛大学指

導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

脳神経外科 伊賀瀨 圭二 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 28年 ○ 

内科指導医、老年病専門医・指導医、

循環器専門医、高血圧専門医・指導

医、抗加齢医学専門医・指導医、H18

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

脳神経外科 國枝 武治 
愛媛大学 

医学部附属病院 
脳神経外科長 27年 ○ 

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、日本て

んかん学会専門医・専門医指導医、

日本神経内視鏡学会技術認定医、日

本定位・機能外科学会技術認定医、

H17年度神戸市立中央市民病院新

臨床研修指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

脳神経外科 重川 誠二 
愛媛大学 

医学部附属病院 

脳神経外科 

外来医長 
25年 ○ 

日本脳神経外科学会専門医、H23年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 

脳神経外科 田川 雅彦 
愛媛大学 

医学部附属病院 

 23年 ○ 

脳神経外科専門医、脳血管内治療専

門医、H20 年度愛媛大学指導医養成

講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

脳神経外科 井上 明宏 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 18年 ○ 

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、日本が

ん治療認定医機構がん治療認定医、

H24年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

脳神経外科 末廣 諭 
愛媛大学 

医学部附属病院 

脳神経外科 

病棟医長 
14年 ○ 

日本脳神経外科学会専門医、H28年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 

脳神経外科 山下 大介 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

日本脳神経外科学会専門医、日本脳

卒中学会専門医、日本がん治療認定

医機構がん治療認定医、H26年度愛

媛大学指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.３１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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） 

脳神経外科 尾崎 沙耶 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 × 

脳神経外科専門医、脳卒中専門医、

日本脳神経血管内治療専門医 
031994401 

031994402 
 

眼科 松岡 美紀子 
社会医療法人同心会 

西条中央病院 
部 長 33年 ○ 

日本眼科学会専門医，平成 28 年度

愛媛大学指導医養成講座受講済 
031994401 

031994402 
4 

眼科 白石 敦 
愛媛大学 

医学部附属病院 
眼科長 34年 ○ 

眼科学会指導医、眼科専門医、日本

外科学会認定医、H21年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

眼科 原 祐子 
愛媛大学 

医学部附属病院 

眼科 

外来医長 
25年 ○ 

眼科専門医、H20 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

眼科 溝上 志朗 
愛媛大学 

医学部附属病院 
眼科副科長 25年 ○ 

眼科専門医、日本眼科学会指導医、

H30年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

眼科 鎌尾 知行 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 17年 ○ 

日本眼科学会専門医、H26 年度愛媛

大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

眼科 鄭 暁東 
愛媛大学 

医学部附属病院 
眼科病棟医長 17年 ○ 

眼科専門医、H22 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

眼科 浪口 孝治 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

日本眼科学会専門医、H27 年度愛媛

大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

眼科 竹澤 由起 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

日本眼科学会専門医、R1 年度愛媛

大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

眼科 小林 武史 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

日本眼科学会専門医、H27 年度愛媛

大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.３２） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院                 

 

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） 

眼科 三谷 亜里沙 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

眼科専門医、H30 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

眼科 鳥山 浩二 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 × 

日本眼科学会専門医 031994401 

031994402 
 

眼科 池川 泰民 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 × 

日本眼科学会専門医 031994401 

031994402 
 

眼科 飯森 宏仁 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 × 

日本眼科学会専門医 031994401 

031994402 
 

眼科 井上 英紀 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 9年 ○ 

日本眼科学会専門医、第 42 回全国

済生会臨床研修指導医のためのワ

ークショップ（H30 年度）受講済 

031994401 

031994402 
4 

耳鼻咽喉科 羽藤 直人 
愛媛大学 

医学部附属病院 
耳鼻咽喉科長 31年 × 

耳鼻咽喉科専門医 031994401 

031994402 
3 

耳鼻咽喉科 山田 啓之 
愛媛大学 

医学部附属病院 

耳鼻咽喉科 

副科長 
22年 ○ 

耳鼻咽喉科専門医、H25 年度愛媛大

学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

耳鼻咽喉科 西田 直哉 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 20年 ○ 

気管食道科専門医、耳鼻咽喉科専門

医、H22年度日本赤十字社指導医養

成講習受講済 

031994401 

031994402 
4 

耳鼻咽喉科 寺岡 正人 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 19年 × 

日本耳鼻咽喉科学会認定専門医 031994401 

031994402 
 

耳鼻咽喉科 田中 加緒里 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 18年 ○ 

日本耳鼻咽喉科学会認定専門医 031994401 

031994402 
 



別紙４ 

（No.３３） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院          

 

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） 

耳鼻咽喉科 岡田 昌浩 
愛媛大学 

医学部附属病院 

耳鼻咽喉科 

外来医長 
17年 × 

日本耳鼻咽喉科学会認定専門医 031994401 

031994402 
 

耳鼻咽喉科 眞田 朋昌 
愛媛大学 

医学部附属病院 

耳鼻咽喉科 

病棟医長 
15年 × 

日本耳鼻咽喉科学会認定専門医 031994401 

031994402 
 

耳鼻咽喉科 三谷 壮平 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 ○ 

H28年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 
031994401 

031994402 
4 

耳鼻咽喉科 木谷 卓史 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 ○ 

日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉

科専門医、H30年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

耳鼻咽喉科 勢井 洋史 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 ○ 

耳鼻咽喉科専門医、臨床栄養医、摂

食嚥下リハビリテーション認定士、 

R1 年度愛媛大学指導医養成講習会

受講済 

031994401 

031994402 
4 

耳鼻咽喉科 髙木 太郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 × 

耳鼻咽喉科専門医 031994401 

031994402 
 

内科 

放射線科 
二宮 克彦 

社会医療法人同心会 

西条中央病院 

副院長 39年 ○ 

日本放射線科学会専門医、H26 年度

愛媛大学指導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

内科 

放射線科 
吾妻 佐奈江 

社会医療法人同心会 

西条中央病院 
主任医長 22年 ○ 

日本放射線科学会専門医、日本医師

会認定産業医 
031994401 

031994402 
4 

放射線科 宮川 正男 
愛媛大学 

医学部附属病院 

放射線科 

副科長 
37年 ○ 

日本医学放射線学会専門医、日本核

医学会専門医・評議員、ＰＥＴ核医

学認定医、日本心臓核医学会評議

員、日本医師会認定産業医、H20年

度広島大学病院指導医養成講習受

講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.３４） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院          

 

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） 

放射線科 田中 宏明 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 32年 ○ 

日本医学放射線学会専門医、日本

IVR学会専門医、日本脈管学会専門

医、検診マンモグラフィ読影認定

医、日本医師会認定産業医、H25年

度愛媛大学指導医養成講習会受講

済 

031994401 

031994402 
4 

放射線科 倉田 聖 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 22年 × 

日本内科学会認定内科医、日本循環

器学会認定循環器専門医 
031994401 

031994402 
 

放射線科 城戸 輝仁 
愛媛大学 

医学部附属病院 
放射線科長 19年 × 

日本医学放射線学会放射線科専門

医、PET核医学認定医、日本脈管学

会認定脈管専門医、検診マンモグラ

フィ読影認定医 

031994401 

031994402 
 

放射線科 城戸 倫之 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 15年 × 

日本医学放射線科専門医、日本核医

学専門医、PET核医学認定医、検診

マンモグラフィ読影認定医 

031994401 

031994402 
 

放射線科 松田 恵 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 15年 × 

日本医学放射線学会診断専門医、

PET核医学認定医、検診マンモグラ

フィ読影認定医 

031994401 

031994402 
3 

放射線科 上津 孝太郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 15年 × 

日本医学放射線学会・放射線治療専

門医 
031994401 

031994402 
 

放射線科 川口 直人 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 14年 × 

日本医学放射線学会診断専門医、日

本 IVR 学会専門医、日本核医学専門

医、検診マンモグラフィ読影認定医 

031994401 

031994402 
 

放射線科 中村 壮志 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 ○ 

日本医学放射線学会診断専門医、

H27年度愛媛大学指導医養成講習

会受講済 

031994401 

031994402 
4 

放射線科 松田 卓也 
愛媛大学 

医学部附属病院 

放射線科 

病棟医長 
12年 × 

日本医学放射線学会診断専門医 031994401 

031994402 
 



別紙４ 

（No.３５） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院          

 

 

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） 

放射線科 海老原 るい 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 × 

日本医学放射線学会診断専門医 031994401 

031994402 
 

放射線科 田邊 裕貴 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 11年 ○ 

日本医学放射線学会診断専門医、検

診マンモグラフィ読影認定医、R1

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済 

031994401 

031994402 
4 

放射線科 高田 紀子 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 9年 × 

日本医学放射線学会治療専門医、日

本医学放射線学会専門医（一次）、

検診マンモグラフィ読影認定医 

031994401 

031994402 
 

放射線科 小川 遼 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 10年 ○ 

日本医学放射線学会診断専門医、検

診マンモグラフィ読影認定医、第

41 回全国済生会臨床研修指導医の

ためのワークショップ受講済 

031994401 

031994402 
4 

皮膚科 佐山 浩二 
愛媛大学 

医学部附属病院 
皮膚科長 38年 × 

皮膚科学会専門医 031994401 

031994402 
 

皮膚科 村上 正基 
愛媛大学 

医学部附属病院 
皮膚科副科長 29年 ○ 

皮膚科専門医 

H23年度旭川医科大学指導医講習

会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

皮膚科 森 秀樹 
愛媛大学 

医学部附属病院 

形成外科 

副科長 
26年 ○ 

日本形成外科学会専門医、皮膚腫瘍

外科指導専門医、日本がん治療認定

機構がん治療認定医、H25 年度愛媛

大学指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

皮膚科 武藤 潤 
愛媛大学 

医学部附属病院 

皮膚科 

病棟医長 
21年 ○ 

皮膚科学会専門医、臨床研修指導医

のための教育ワークショップ（H27

年度・愛知医科大学病院）受講済 

031994401 

031994402 
4 

皮膚科 白石 研 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 20年 ○ 

皮膚科専門医、H26 年度愛媛大学指

導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.３６） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院          

 

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） 

皮膚科 戸澤 麻美 
愛媛大学 

医学部附属病院 

形成外科 

病棟医長 
19年 ○ 

形成外科学会専門医、皮膚腫瘍外科

指導専門医、がん治療認定医、H28

年度愛媛大学指導医養成講習会受

講済み 

031994401 

031994402 
4 

皮膚科 宇都宮 亮 
愛媛大学 

医学部附属病院 
皮膚科外来医長 10年 ○ 

皮膚科専門医、R1 年度愛媛大学指

導医養成講習会受講済 
031994401 

031994402 
4 

皮膚科 八束 和樹 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 7年 × 

皮膚科専門医 031994401 

031994402 
 

泌尿器科 雑賀 隆史 
愛媛大学 

医学部附属病院 
泌尿器科長 32年 ○ 

日本泌尿器科学会認定専門医・指導

医、日本癌治療学会臨床試験登録

医、泌尿器腹腔鏡技術認定制度認定

医日本内視鏡外科学会技術認定医、

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、手術支援ロボット Da Vinci

使用認定医、手術支援ロボット Da 

Vinci 見学対象認定医、H18 年度第

3 回岡山大学病院卒後臨床研修指

導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

泌尿器科 菊川 忠彦 
愛媛大学 

医学部附属病院 
泌尿器科副科長 24年 ○ 

日本泌尿器科学会指導医、日本透析

医学会指導医、日本がん治療認定

医、泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本

内視鏡外科学会技術認定医（泌尿器

腹腔鏡）、H21年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

泌尿器科 宮内 勇貴 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 23年 ○ 

日本泌尿器科学会指導医、日本透析

医学会専門医、日本がん治療認定

医、泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本

内視鏡外科学会技術認定医（泌尿器

腹腔鏡）、日本移植学会認定医、臨

床腎移植認定医、H23年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.３７） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院          

 

 

 

 

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） 

泌尿器科 三浦 徳宣 
愛媛大学 

医学部附属病院 

泌尿器科 

病棟医長 
19年 ○ 

日本泌尿器科学会指導医、日本がん

治療認定医、泌尿器腹腔鏡技術認定

医、H24年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

泌尿器科 福本 哲也 
愛媛大学 

医学部附属病院 

泌尿器科 

外来医長 
17年 ○ 

日本泌尿器科学会指導医・専門医、

日本がん治療認定医、日本泌尿器科

腹腔鏡技術認定医、日本内視鏡外科

学会技術認定医、H22年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

泌尿器科 西村 謙一 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 16年 ○ 

日本泌尿器科学会認定(専門)医、日

本泌尿器科学会認定(指導)医、日本

癌治療学会臨床試験登録医、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、日本がん治療

認定医機構がん治療認定医、手術支

援ロボット Da Vinci 使用認定医、

手術支援ロボット Da Vinci 見学対

象認定医、H24年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

泌尿器科 野田 輝乙 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 15年 ○ 

日本泌尿器科学会専門医、日本透析

医学会専門医、日本がん治療認定

医、H27年度愛媛大学指導医養成講

習会受講済 

031994401 

031994402 
4 

泌尿器科 沢田 雄一郎 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 13年 ○ 

泌尿器科専門医、H30年度愛媛大学

指導医養成講習会受講済み 
031994401 

031994402 
4 

泌尿器科 小山 花南江 
愛媛大学 

医学部附属病院 
 12年 ○ 

日本泌尿器科学会専門医、泌尿器腹

腔鏡技術認定医、日本小児泌尿器科

学会認定医、H29 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
4 



別紙４ 

（No.３８） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院          

 

 

 

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） 

循環器内科 門田 一繁 倉敷中央病院 
副院長 

主任部長 
37年 ○ 

京都大学医学部附属病院医師臨床

研修指導医講習会、日本内科学会認

定医、総合内科専門医・指導医、日

本循環器学会専門医、他 

031994401 

031994402 
3,4 

循環器内科 後藤 剛 倉敷中央病院 顧問 41年 ○ 

ＶＨＪ機構指導医養成講座、日本内

科学会認定医・指導医、日本循環器

学会専門医、他 

031994401 

031994402 
4 

循環器内科 加藤 晴美 倉敷中央病院 部長 31年 ○ 

第 2 階京都大学医学部附属病院医

師臨床研修指導医講習会、日本内科

学会認定医、総合内科専門医、日本

循環器学会専門医、他 

031994401 

031994402 
4 

循環器内科 福 康志 倉敷中央病院 部長 25年 ○ 

ＫＣＨ－ＪＲＬＰ指導医講習会、日

本内科学会認定医、総合内科専門

医、日本循環器学会専門医、他 

031994401 

031994402 
4 

循環器内科 田中 裕之 倉敷中央病院 部長 23年 ○ 

指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日本

内科学会認定医、日本循環器学会専

門医、他 

031994401 

031994402 
4 

循環器内科 多田 毅 倉敷中央病院 部長 23年 ○ 

ＶＨＪ機構指導医養成講座、日本内

科学会認定医、総合内科専門医、日

本循環器学会専門医、他 

031994401 

031994402 
4 

循環器内科 川瀬 裕一 倉敷中央病院 医長 14年 ○ 

第 21回京都大学医学部附属病院臨

床研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、日

本内科学会認定医、他 

031994401 

031994402 
4 

循環器内科 村井 亮介 倉敷中央病院 副医長 10年 ○ 

第 129 回臨床研修指導医講習会、日

本内科学会認定医、日本循環器学会

専門医、他 

031994401 

031994402 
4 

 



別紙４ 

（No.３９） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031994         臨床研修病院の名称：西条中央病院          

 

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） 

総合診療科 

内科 
熊木 天児 

愛媛大学 

医学部附属病院 

総合臨床 

センター長 

総合診療科副科長 

25年 ○ 

日本内科学会(総合内科専門医･指

導医)、日本プライマリケア学会(認

定医･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)、日本肝臓

学会(専門医･指導医)、日本膵臓学

会(指導医)、H22 年度愛媛大学指導

医養成講習会受講済、R 元年度プロ

グラム責任者養成講習会修了 

031994401 

031994402 
3,4 

救急部門 

救急科 
福岡 敏雄 倉敷中央病院 

副院長 

センター長 
34年 ○ 

臨床研修指導医養成講習会、日本救

急医学会専門医・指導医、日本集中

治療医学会専門医 

031994401 

031994402 
3,4 

精神科 佐々木 朗 西条道前病院 院長 34年 ○ 

精神科専門医 031994401 

031994402 
3,4 

地域医療 村上 匡人 村上記念病院 院長 35年 ○ 

日本消化器内視鏡学会指導医、日本

消化器学会・日本肝臓学会専門医 
031994401 

031994402 
3,4 

地域医療 八木 大 
西条市立 

周桑病院 
医局長 31年 ○ 

医学博士、放射線科専門医、検診マ

ンモグラフィ読影医、人間ドック認

定指定医、H20年度愛媛大学指導医

養成講習会受講済 

031994401 

031994402 
3,4 

地域医療 土岐 秀夫 土岐医院 院長 42年 × 

日本循環器学会専門医、内科認定医 031994401 

031994402 
3 

地域保健 武方 誠二 
愛媛県 

西条保健所 
所長 36年 ○ 

日本医師会認定産業医 031994401 

031994402 
3,4 

地域保健 真鍋 万里子 

西条中央病院指定 

居宅介護支援

事業所 

所 長 17年 × 

看護師,介護支援専門員 

031994401 

031994402 
3 



 
 
※ 「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 

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。 


