
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０５４８          臨床研修病院の名称：多根総合病院   

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 瓦林 孝彦 多根総合病院 
副院長 

内科統括部長 
42年 ◯ 

大阪市立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プ（H18/2/5） 

日本内科学会認定内科医・指導医 

日本循環器学会認定循環器専門医 

030548403 4 

内科 福田 圭祐 多根総合病院 
循環器内科 

部長 
15年 ◯ 

令和 3年度臨床研修指導医講習会（大阪大学

医学部附属病院）（R3/9/4） 

日本内科学会認定医 

日本循環器学会認定循環器専門医 

030548403 4 

内科 髙宮 みさき 多根総合病院 
感染症内科 

部長 
16年 ◯ 

平成27年度浜松医療センター臨床研修指導医

講習会（H28/1/10） 

日本内科学会認定内科医、日本感染症学会感

染症専門医、インフェクションコントロール

ドクター 

030548403 4 

内科 白石 翔一 多根総合病院 
脳神経内科 

部長 
15年 ◯ 

大阪市立大学医学部附属病院臨床研修指導医

養成のためのワークショップ（H28/2/7） 

日本神経学会専門医・指導医 

日本内科学会認定総合内科専門医・指導医 

030548403 4 

内科 田中 なつき 多根総合病院 
脳神経内科 

医長 
11年 ○ 

令和 4年度大阪府医師会「臨床研修指導医の

ための教育ワークショップ」（R4/10/2） 

日本内科学会認定内科医 

030548403 4 

内科 淺井 哲 多根総合病院 
消化器内科 

部長 
16年 ◯ 

平成 29年度奈良医大臨床研修指導医講習会

（H29/12/2） 

日本内科学会認定総合内科専門医・認定医 

日本消化器病学会専門医・指導医 

030548403 4 

内科 赤峰 瑛介 多根総合病院 
消化器内科 

副部長 
12年 ◯ 

令和 2年度臨床研修指導医養成講習会（大阪

大学医学部附属病院）（R2/9/5） 

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 

030548403 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：  ０３０５４８          臨床研修病院の名称：多根総合病院                  

 

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 森 琢児 多根総合病院 
副院長・ 

卒後臨床研修 
ｾﾝﾀｰ長 

28年 ◯ 

平成 21年度プログラム責任者養成講習会（厚

生労働省後援）（H21/11/10）、日本病院会臨床

研修指導医養成講習会（H2012/7）日本外科学

会指導医、日本消化器外科学会指導医 

030548403 1、3、4 

外科 小川 稔 多根総合病院 院長 29年 ◯ 
日本病院会臨床研修指導医養成講習会

（H24/12/23）、日本外科学会専門医、日本消

化器外科学会専門医 

030548403 4 

外科 西 敏夫 多根総合病院 
副院長・がん 
診療ｾﾝﾀｰ長 

41年 ◯ 

第 28回新臨床研修指導医講習会（全国自治体

病院協議会）（H17/2/27） 

日本外科学会指導医・専門医、日本乳癌学会

指導医・専門医 

030548403 4 

外科 小川 淳宏 多根総合病院 
副院長 

外科統括部長 
33年 ◯ 

日本医師会「指導医のための教育ワークショ

ップ」（大阪府医師会主催）（H24/12/23） 

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 

030548403 4 

外科 石丸 英三郎 多根総合病院 外科部長 31年 ○ 
臨床研修指導者のためのワークショップ（近

畿大学医学部附属病院主催）（H20/9/27） 
030548403 4 

緩和ケア 柄池真規子 多根総合病院 外科部長 29年 ◯ 
平成 27年度奈良医大臨床研修指導医講習会

（H27/7/11）、日本精神神経学会精神科専門

医・指導医・認知症診療医 

030548403 4 

外科 細田 洋平 多根総合病院 肝胆膵外科部長 18年 ◯ 

第 30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プ（R1/9/13） 

日本外科学会指導医・専門医、日本消化器外

科学会専門医 

030548403 4 

救急部門 柳 英雄 多根総合病院 救急科部長 18年 ◯ 
平成 27年度奈良医大臨床研修指導医講習会

（H27/7/11） 

日本救急医学会救急科専門医 

030548403 4 

救急部門 朴 將輝 多根総合病院 救急科医長 14年 ◯ 
日本医師会「指導医のための教育ワークショ

ップ」（大阪府医師会主催）（H30/10/7） 

日本救急医学会救急科専門医 

030548403 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：  ０３０５４８          臨床研修病院の名称：多根総合病院                 

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 
（麻酔科） 

棚橋 識生 多根総合病院 麻酔科部長 26年 ◯ 

全日本病院協会・日本医療法人協会「臨床研

修指導医講習会」（H20/10/12）、厚生労働省許

可麻酔科標榜医、日本麻酔科学会認定麻酔指

導医・専門医 

030548403 4 

救 急 
（麻酔科） 

井上 由紀子 多根総合病院 麻酔科副部長 15年 ◯ 
平成25年度近畿ブロック臨床研修指導医講習

会（独立行政法人国立病院機構）（H25/8/31）、

日本麻酔科学会認定麻酔専門医 

030548403 4 

病理 
（CPC） 

橋本 和明 多根総合病院 
病理診断部 

部長 
42年 ◯ 

第17回全国済生会臨床研修指導医のためのワ

ークショップ（H22/2/28） 

日本病理学会認定病理専門医、日本臨床細胞

学会細胞診指導医・専門医 

030548403 4 

脳神経 

外科 
多根 一之 多根総合病院 理事長 37年 ◯ 

第 8回臨床研修指導医養成のためのワークシ

ョップ（大阪市大医学部附属病院）（H23/2/6） 

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医 

030548403 4 

脳神経 

外科 
小川 竜介 多根総合病院 

副院長・ 

神経脳卒中 

ｾﾝﾀｰ長 

37年 ◯ 

臨床研修指導医講習会（全日本病院協会）

（H20/11/9）、日本脳神経外科学会脳神経外科

専門医、日本脳卒中学会脳卒中専門医・指導

医 

030548403 4 

脳神経 

外科 
三木 義仁 多根総合病院 

脳神経外科 

部長 
20年 ◯ 

第 5回国際医療福祉大学・高邦会グループ臨

床研修指導医養成ワークショップ（H21/11/1）

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・指導

医、日本脳卒中学会脳卒中専門医・指導医 

030548403 4 

泌尿器科 細川 幸成 多根総合病院 
泌尿器科 

部長 
25年 ◯ 

令和 4年度第 1回奈良医大臨床指導医養成講

習会（R4/6/18） 

日本泌尿器科学会指導医・専門医 

030548403 4 

泌尿器科 飯田 孝太 多根総合病院 
泌尿器科 

医長 
12年 ◯ 

平成 30 年度奈良医大臨床研修指導医講習会

（H30/11/3） 

日本泌尿器科学会専門医・指導医 

030548403 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：  ０３０５４８          臨床研修病院の名称：多根総合病院                  

 

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 

診断科 
松尾 良一 多根総合病院 

放射線診断科 

部長 
35年 ◯ 

令和元年近畿厚生局指導医講習会

（R1/11/30） 

日本医学放射線学会放射線診断専門医 

030548403 4 

整形外科 永井 宏和 多根総合病院 
整形外科 

部長 
19年 ◯ 

第 15回滋賀医科大学医師臨床研修指導

医講習会（R1/12/1） 

日本整形外科学会整形外科専門医、日本

体育協会公認スポーツドクター 

030548403 4 

整形外科 八木 桂太郎 多根総合病院 
整形外科 

医長 
13年 ◯ 

第 12回滋賀医科大学医師臨床研修指導

医講習会（H28/12/3） 

日本整形外科学会整形外科専門医 

030548403 4 

形成外科 若見 暁樹 多根総合病院 
形成外科 

部長 
30年 ◯ 

日本医師会「指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ」（大阪府医師会）（H23/2/13） 

日本形成外科学会専門医・指導医 

030548403 4 

形成外科 上野 真理恵 多根総合病院 
形成外科 

医長 
10年 ◯ 

第 19 回臨床研修指導医養成のためのワ

ークショップ（大阪市立大学）（R4/2/4） 

日本形成外科学会専門医 

030548403 4 

皮膚科 中井 大介 多根総合病院 
皮膚科 

部長 
16年 ◯ 

令和元年度臨床研修指導医養成講習会

（大阪大学医学部附属病院）（R1/9/7） 

日本皮膚科学会皮膚科専門医 

030548403 4 

耳鼻 

咽喉科 
天津 久郎 多根総合病院 

耳鼻咽喉科 

部長 
20年 ◯ 

2019年度第 1回臨床研修指導医講習会

（一般社団法人日本病院会）（R1/6/2） 

日本耳鼻咽喉科学会専門研修指導医、日

本気管食道科学会認定気管食道科専門医 

030548403 4 

小児科 中村 寛子 多根総合病院 小児科副部長 14年 ◯ 
日本医師会「指導医のための教育ワーク

ショップ」（大阪府医師会）（R1/12/15） 

日本小児科学会専門医 

030548403 4 

精神科 田村善史 貝塚中央病院 理事長 15年 〇 
精神科七者懇臨床研修指導医講習会

（H22/1/31） 
030548403 3、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：  ０３０５４８          臨床研修病院の名称：多根総合病院                  

 

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 吉井 勝彦 千船病院 院長 40年 ○ 
小児科学会専門医､日本医師会｢指導医のた

めの教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣（H16.11.7) 
030548403 3、4 

産婦人科 本山 覚 千船病院 名誉院長 47年 ○ 
日本産科婦人科学会専門医､VHJ機構主催

｢指導医養成講座｣(H19.2.12) 
030548403 4 

小児科 牟禮 岳男 千船病院 
小児科 

主任部長 
21年 ○ 

小児科学会認定医､小児神経学会専門医､日

本病院会主催｢臨床研修指導医養成講習会｣

(H23.6.12) 

030548403 4 

小児科 横田 知之 千船病院 
新生児小児科 

主任部長 
20年 ○ 

日本小児科学会専門医･指導医､日本周産

期･新生児医学会 新生児専門医･指導医､日

本周産期･新生児医学会 新生児蘇生法ｲﾝｽﾄ

ﾗｸﾀｰ､医学博士､ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ､神戸

大学医師臨床研修指導医講習会(H26.1.11) 

030548403 4 

小児科 西野 昌光 千船病院 
小児科 

部長 
46年 ○ 

小児科学会専門医､日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会専門医､

医療研修推進財団主催｢平成 10年度臨床研

修医養成講習会｣(H10.12.12) 

030548403 4 

小児科 水野 洋介 千船病院 
小児科 

医長 
18年 ○ 

小児科学会専門医､日本病院会主催｢臨床研

修指導医養成講習会｣(H27.2.8) 
030548403 4 

小児科 藤坂 方葉 千船病院 
小児科 

医長 
15年 ○ 

小児科学会専門医､平成 28年度大阪府医師

会主催｢指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣

(H28.10.9) 

030548403 4 

産婦人科 吉田 茂樹 千船病院 
周産期系 

副院長 
34年 ○ 

産科婦人科学会専門医・指導医、がん治療

認定医・暫定指導医ダ・ヴィンチサージカ

ルシステム認定医、日本病院会主催「臨床

研修指導医養成講習会」（H24.9.16) 

030548403 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：  ０３０５４８          臨床研修病院の名称：多根総合病院            

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 岡田 十三 千船病院 
産婦人科 

主任部長 
30年 ○ 

産科婦人科学会専門医・指導医、周産期・

新生児医学会母体・胎児専門医・指導医、

大阪府医師会主催「指導医のための教育ワ

ークショップ」（H21.2.22) 

030548403 4 

産婦人科 村越 誉 千船病院 
先進医療担当

主任部長 
28年 ○ 

産科婦人科学会専門医・指導医、周産期・

新生児医学会母体・胎児専門医、内視鏡外

科学会技術認定医、産科婦人科内視鏡学会

技術認定医、がん治療認定医、ダ・ヴィン

チサージカルシステム認定医、第 2回神戸

大学医師臨床研修指導医講習（H20.9.6) 

030548403 4 

産婦人科 稲垣美恵子 千船病院 
女性科 

主任部長 
27年 ○ 

産科婦人科学会専門医・指導医、頭痛学会

専門医・指導医、産科婦人科内視鏡学会技

術認定医、大阪府医師会主催「指導医のた

めの教育ワークショップ」（H25.12.23) 

030548403 4 

産婦人科 大木 規義 千船病院 
婦人科 

主任部長 
26年 ○ 

産科婦人科学会専門医・指導医、周産期・

新生児医学会母体・胎児専門医、がん治療

認定医、日本医師会「指導医のための教育

ワークショップ」（H25.7.14) 

030548403 4 

産婦人科 城 道久 千船病院 
産婦人科 

医長 
18年 ○ 

日本産科婦人科学会 専門医･指導医､日本

周産期･新生児医学会 母体胎児専門医､

ALSO認定ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ､J-MELS ﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ受講

認定､新生児蘇生法 A ｺｰｽ修了、緩和ｹｱ研修

会修了､医学博士､和歌山医科大学附属病院

｢平成 28年度医師臨床研修指導医講習会｣

(H28.12.11) 

030548403 4 

地域医療 山口 真弘 小豆島中央病院 院長 31年 〇 
独立行政法人国立病院機構北海道東北ブロ

ック平成 21年度臨床研修指導医講習会 030548403 3、4 

地域医療 岩藤 泰慶 小豆島中央病院 病院教授 27年 〇 
香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導
医養成講習会（第 2回） 030548403 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：  ０３０５４８          臨床研修病院の名称：多根総合病院            

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 原 大雅 小豆島中央病院 病院教授 23年 〇 
香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導
医養成講習会（第 6回） 030548403 4 

地域医療 三村 志麻 小豆島中央病院 病院教授 17年 〇 
香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導

医養成講習会（第 14回） 030548403 4 

地域医療 中澤 亨 小豆島中央病院 医療監 34年 〇 
全国自治体病院協議会第 66 回臨床研修指
導医養成講習会 030548403 4 

地域医療 林 敬二 小豆島中央病院 上席副院長 36年 〇 
香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導

医養成講習会（第 3回） 030548403 4 

地域医療 山本 真由美 小豆島中央病院 部長 23年 〇 
香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導
医養成講習会（第 5回） 030548403 4 

地域医療 石井 泰則 小豆島中央病院 
副院長兼診療

部長 
37年 〇 

香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導
医養成講習会（第 15回） 030548403 4 

地域医療 臼杵 尚志 小豆島中央病院 病院教授 41年 〇 
日本外科学会指導医 

日本大腸肛門病学会指導医・日本消化器学
会指導医 

030548403 4 

地域医療 増田 高央 小豆島中央病院 医局長 18年 〇 
香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導
医養成講習会（第 15回） 030548403 4 

地域医療 荒井 啓暢 小豆島中央病院 医長 17年 〇 
全国自治体病院協議会第 136 回臨床研修指

導医講習会 030548403 4 

地域医療 新居 広一郎 小豆島中央病院 医長 11年 〇 
香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導
医養成講習会（第 21回） 

030548403 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：  ０３０５４８          臨床研修病院の名称：多根総合病院            

※ 「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。 

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 櫻井 寿也 多根記念眼科病院 院長 35年 × 
眼科専門医 

日本眼科学会指導医 
030548403 4 

眼科 川村 肇 多根記念眼科病院 副院長 32年 ○ 
第 3 回滋賀医科大学医師臨床研修指導医講

習会（H19/10/7） 
030548403 4 

眼科 木下 太賀 多根記念眼科病院 統括部長 23年 × 眼科専門医 030548403 3、4 

地域医療 香山仁志 香山医院 院長 37年 × 
認知症サポート医、産業医 

医師会認定かかりつけ医 
030548403 3、4 
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