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３１.臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：０３０８６０

救急部門 竹之内　靖 常滑市民病院 副院長 29年 ○
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会指導医・専門医、日本
消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、マンモグラフィー読
影医、第9回名大ネットワーク指導医講習会受講済

30860401 1.4

内科 野﨑　裕広 常滑市民病院 副院長 33年 ○
総合内科専門医、呼吸器専門医、アレルギー学会指導医、結核・
抗酸菌症指導医、禁煙認定専門指導医、プライマリケア認定医、
平成16年度臨床研修指導医養成講習会受講済

30860401 4

内科 富田　亮 常滑市民病院 副院長 35年 ○
日本内科学会認定内科医、日本透析医学会専門医、日本腎臓病専
門医、第3回藤田保健衛生大学病院臨床研修指導医講習会 30860401 4

内科 髙木　規夫 常滑市民病院 内科部長 37年 ○ 指導医のための教育ワークショップ受講済 30860401 4

内科 越村　仁一 常滑市民病院 内科部長 28年 ○ 総合内科専門医、指導医のための教育ワークショップ受講済 30860401 4

内科 杉山　和寛 常滑市民病院 内科部長 19年 ○
日本内科学会認定内科医、日本透析医学会専門医、第14回藤田保
健衛生大学病院臨床研修指導医講習会受講済 30860401 4

内科 横山　敬史 常滑市民病院 内科部長 15年 ○
総合内科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、日
本消化器病学会消化器病専門医、名大ネットワーク指導医講習会
受講済

30860401 4

内科 岩川　直樹 常滑市民病院 内科部長 12年 ○ 日本内科学会専門医、日本循環器学会専門医 30860401 4

内科 岩﨑　仁 常滑市民病院 内科医長 10年 〇 指導医のための教育ワークショップ受講済 30860401 4

外科 宇野　雅紀 常滑市民病院 外科部長 20年 〇
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、消化器がん外
科治療認定医、がん治療認定医、マンモグラフィー読影医、第3回
臨床研修指導医講習会受講済

30860401 4

外科 中島　正彌 常滑市民病院 外科部長 19年 ○
日本外科学会専門医、下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術実施医、
麻酔標榜医、指導医のための教育ワークショップ受講済 30860401 4

外科 渡邉　博行 常滑市民病院 外科部長 17年 ○ 日本外科学会専門医、第8回指導医のための教育ワークショップ受
講済 30860401 4

臨床研修病院の名称：常滑市民病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経

験
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)
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外科 岡田　明子 常滑市民病院 外科部長 16年 ○
日本外科学会専門医、日本乳癌学会認定医、日本乳癌学会乳腺専
門医、がん治療認定医、マンモグラフィー読影医、 JABTS乳房超
音波読影認定医A判定、指導医のための教育ワークショップ受講済 30860401 4

小児科 高橋　秀明 常滑市民病院 小児科部長 34年 ○
日本小児科学会専門医、指導医のための教育ワークショップ受講
済 30860401 4

小児科 山本　光章 常滑市民病院 小児科部長 32年 ○
日本小児科学会専門医、指導医のための教育ワークショップ受講
済 30860401 4

婦人科 黒土　升蔵 常滑市民病院 婦人科部長 23年 ○
産婦人科指導医・専門医、臨床遺伝専門医、母体保護法指定医、
日本産科婦人科内視鏡学会腹腔鏡技術認定医、麻酔科認定医、が
ん治療認定医、第9回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導
医講習会受講済

30860401 4

皮膚科 稲葉　浩子 常滑市民病院 皮膚科部長 25年 ○
日本皮膚科学会専門医、第10回名大ネットワーク指導医講習会受
講済 30860401 4

耳鼻咽喉科 岩垣　俊憲 常滑市民病院 耳鼻咽喉科部長 29年 ○
日本耳鼻咽喉科学会指導医・専門医、第9回名大ネットワーク指導
医講習会受講済 30860401 4

リハビリテー
ション科

岩田　欣造 常滑市民病院
リハビリテーション科部

長
39年 ○

日本医師会認定産業医、日本温泉気候物理医学会温泉療法医、日
本脳神経外科学会専門医 30860401 4

リハビリテー
ション科

深田　伸二 常滑市民病院
リハビリテーション科部

長
41年 ○

日本外科学会指導医・専門医、日本乳癌学会認定医、日本消化器
病学会専門医、日本大腸肛門病専門医、日本消化器外科学会専門
医、・指導医、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、
平成19年度国立病院機構臨床研修指導医講習会受講済

30860401 4

麻酔科 中川　隆 常滑市民病院 麻酔科部長 43年 〇
麻酔科指導医・専門医、日本救急医学会指導医・専門医、日本蘇
生学会指導医、集中治療専門医、呼吸療法専門医、社会医学系指
導医・専門医、航空医療医師指導者、産業医、臨床研修医指導の
ための教育ワークショップ受講済

30860401 4

産婦人科 諸井博明 半田市立半田病院 産婦人科統括部長 16年 ○ 日本産婦人科学会専門医
臨床研修指導医 30860401 3.4

脳神経外科 栗本　太志 半田市立半田病院 脳神経外科統括部長 25年 〇 日本脳神経外科学会専門医
臨床研修指導医 30860401 3.4

整形外科 三竹辰徳 半田市立半田病院 整形外科部長 13年 〇 日本整形外科学会専門医
臨床研修指導医講習会受講済 30860401 3.4
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精神科 岡田　寿夫 大府病院 院長 36年 ○ 平成21年度東日本地区精神科七者懇臨床研修指導医講習会受講済
み 30860401 3.4

救急部門 大須賀　章倫 中京病院 第一救命救急センター長 20年 ○
日本救急医学会救急科専門医
日本外科学会外科専門医
麻酔科標榜医
全社連　臨床研修指導医講習会受講済

30860401 3

地域医療 冨本　茂裕 知多厚生病院

第２診療部長
兼総合診療部長
兼臨床研修部長
兼循環器内科部長

31年 ○
第5回　愛知県厚生連臨床研修指導医講習会受講済、
日本内科学会専門医、日本消化器学会専門医、日本肝臓病学会専
門医

30860401 3.4

地域医療 保里　惠一 知多厚生病院附属篠島診
療所 篠島診療所長 39年 ○

日本外科学会専門医・指導医、日本乳癌学会専門医、
日本消化器外科学会専門医・指導医、日本肝臓病学会専門医、日
本消化器病学会専門医、日本医師会認定専門医、第15回愛知県厚
生連臨床研修指導医講習会

30860401
3

上級医

地域医療 安井　健三 日間賀島診療所 日間賀島診療所長 47年 ○ 日本外科学会指導医 30860401
3

上級医

地域医療 石賀　丈史 いしが在宅ケア
クリニック 理事長 20年 × 日本内科学会認定医 30860401

3
上級医

地域医療 竹田　泰史 鷹津内科 院長 24年 ○ 日本内科学会認定内科医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消
化器病学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医　日本医師会産業医 30860401

3
上級医

地域医療 安富　義親 本郷安富クリニック 院長 10年 × 日本内科学会認定 30860401
3

上級医

地域医療 安富　義哲 本郷安富クリニック 副院長 35年 × 形成外科専門医 30860401 上級医

地域医療 大島　景 おおしまハート
クリニック 院長 19年 ○ 日本循環器学会専門貴、日本内科学会認定医、第10回名大ネット

ワーク指導医講習会 30860401 3.4

地域医療 竹内　圭子 きほくクリニック 院長 24年 × 30860401
3

上級医

地域医療 小出　正文 常滑いきいきクリニック 院長 37年 × 循環器専門医 30860401
3

上級医
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地域医療 伊藤　久史 伊藤クリニック 院長 31年 × 総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医 30860401
3

上級医

地域医療 内田　英哉 内田眼科 院長 36年 × 眼科専門医 30860401
3

上級医

地域医療 嶋津　和弘 常滑眼科クリニック 院長 33年 × 医学博士、眼科専門医、産業医認定医 30860401
3

上級医

地域医療 鯉江　伸 こいえ内科 副院長 30年 × 30860401
3

上級医

地域医療 横井　正英 とこなめ横井クリニック 院長 16年 × 30860401
3

上級医

内科 大島　啓嗣 常滑市民病院 内科部長 14 × 30860401
3

上級医

内科 篭谷　泰代 常滑市民病院 内科部長 13年 × 日本内科学会専門医、日本循環器学会専門医 30860401 上級医

内科 村上　靖 常滑市民病院 内科部長 12年 × 日本内科学会専門医、呼吸器専門医、気管支鏡専門医 30860401 上級医

内科 平松　美穂 常滑市民病院 内科医長 8年 × 日本内科学会認定 30860401 上級医

病理 稲垣　宏 常滑市民病院
非常勤 医師 53年 × 30860401 指導者

※　「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
※　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。


