
（No.１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０８４８    臨床研修病院の名称：徳島健生病院    

 

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 古川 民夫 徳島健生病院  ４６ × 
日医産業医、日医かかりつけ医、徳島県

医師会糖尿病認定医、徳島県医師会学校

医 
030848301  

内科 阿部 潤一 徳島健生病院  ４６ × 
神経学会専門医、日本内科学会認定医 

030848301  

内科 今井 正雄 徳島健生病院  ４２ ○ 

徳島県卒後臨床研修第１回指導医講習

会修了、平成 17 年度プログラム責任者

養成講習会修了、日本プライマリ・ケア

連合学会認定医・指導医・プログラム統

括責任者、日医産業医、日医かかりつけ

医、総合診療領域特任指導医・プログラ

ム統括責任者、家庭医療専門研修プログ

ラム責任者、徳島県医師会糖尿病認定医 

030848301 ４（030848301） 

内科 村野 栄一 徳島健生病院  ４１ ○ 
日医認定産業医、日本プライマリ・ケア

連合学会認定医・指導医、令和元年度徳

島県臨床研修指導医講習会修了 
030848301 ４（030848301） 

内科 山下 英世 徳島健生病院  ４１ ○ 

平成 25 年度徳島県臨床研修指導医養成

講習会修了、日本プライマリ・ケア連合

学会認定医・指導医、総合診療領域特任

指導医 

030848301 ４（030848301） 

内科 松田 知子 徳島健生病院 副院長 ３３ ○ 

徳島県卒後臨床研修第１回指導医講習

会修了、日本プライマリ・ケア連合学会

認定医・指導医、総合診療領域特任指導

医、ICD、日本病院総合診療医学会認定

医 

030848301 ４（030848301） 

内科 岸田 典子 徳島健生病院  ３２ ○ 

平成 28 年度徳島県臨床研修指導医養成

講習会修了、平成 30 年度プログラム責

任者養成講習会修了、日本プライマリ・

ケア連合学会認定医・指導医、総合診療

領域特任指導医・プログラム責任者、日

本病院総合診療医学会認定医 

030848301 １、４（030848301） 

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：０３０８４８    臨床研修病院の名称：徳島健生病院    

 

 

  

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 中野 万有里 徳島健生病院  １８ ○ 

日本内科学会認定医、日本内科学会総合

内科専門医、日本呼吸器学会呼吸器専門

医、日本感染症学会感染症専門医・認定

医、日本結核病学会結核・抗酸菌症指導

医・認定医、平成 28 年度徳島県臨床研

修指導医養成講習会修了、ICD 

030848301 ４（030848301） 

麻酔科 佐々木 清美 徳島健生病院 病院長 ３４ ○ 

徳島県卒後臨床研修第１回指導医講習

会修了、日本外科学会専門医、日本外科

学会専門研修指導医、麻酔科標榜医、マ

ンモグラフィー検診制度管理中央委員

会認定医、緩和ケア研修会修了 

030848301 ３、４（030848301） 

外科 美馬 一正 徳島健生病院  ４４ × 

日本外科学会専門医、日本外科学会専門

研修指導医、日本消化器外科学会認定

医、麻酔科標榜医、マンモグラフィー検

診制度管理中央委員会認定医、日本医師

会認定産業医 

030848301  

外科 吉田 禎宏 徳島健生病院  ４０ 〇 

平成 23 年度徳島県臨床研修指導医養成

講習会修了、日本外科学会認定外科専門

医・指導医、日本消化器外科学会認定消

化器外科専門医・指導医、麻酔科標榜医 

030848301 ４（030848301） 

外科 美馬 惇 徳島健生病院  １０ 〇 
日本外科学会専門医、令和 3年度徳島県

臨床研修指導医養成講習会修了 030848301 ４（030848301） 

脳神経外

科 
藤本 尚巳 徳島健生病院  ４４ × 

医学博士、日本脳神経外科学会専門医、

日本脳卒中学会専門医 030848301  

眼科 西内 貴子 徳島健生病院  ４３ ○ 
医学博士、日本眼科学会 眼科専門医、

令和元年度徳島県臨床研修指導医養成

講習会修了 
030848301 ４（030848301） 

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：０３０８４８    臨床研修病院の名称：徳島健生病院    

 

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） 

整形外来 岡田 正彦 徳島健生病院  ４１ ○ 

平成 30 年度徳島県臨床研修指導医養成

講習会修了、日本整形外科学会専門医 

、日本整形外科学会運動器リハビリテー

ション医、日本整形外科学会スポーツ認

定医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病

医、日本脊髄病学会脊椎脊髄外科専門

医・指導医、日本リウマチ学会専門医、

臨床研修指導医、日本整形外科学研修指

導者、日本脊椎脊髄病学会指導医 

030848301 ４（030848301） 

整形外科 峯田 和明 徳島健生病院  １２ 〇 

日本整形外科学会専門医、博士(医学)、 

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、 

日本人工関節学会認定医、令和 3 年度徳

島県臨床研修指導医養成講習会修了 

030848301 ４（030848301） 

病理 泉 啓介 

徳島大学病院 

徳島県地域医療

支援センター 

 ４９ × 
医学博士 

030848301  

地域医療 林 和廣 健生阿南診療所 所長 ３５ 〇 

日本プライマリ・ケア連合学会認定医・

指導医、総合診療領域特任指導医、日本

医師会認定産業医、日本禁煙学会認定禁

煙専門指導者、日本禁煙科学会認定上級

禁煙支援士 、日本臨床内科医会認定医 

030848301 ３、４（030848301） 

地域医療 石川 長英 健生西部診療所 所長 ４９ ○ 
令和元年度徳島県臨床研修指導医養成

講習会修了、総合診療領域特任指導医 030848301 ３、４（030848301） 

地域医療 樋端 規邦 
健生石井クリニ

ック 
所長 ５２ × 

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、日本医師

会認定産業医、日本産業衛生学会専攻

医、労働衛生コンサルタント、社会医学

系専門医協会指導医 

030848301 ３（030848301） 

地域医療 吉田 全夫 
健生石井クリニ

ック 
 ４２ ○ 

日本糖尿病協会療養指導医、令和元年度

徳島県臨床研修指導医養成講習会修了 030848301 ４（030848301） 

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：０３０８４８    臨床研修病院の名称：徳島健生病院    
 

 

 

 

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 田中 宏実 
健生きたじまク

リニック 
所長 ３０ ○ 

平成 28 年度徳島県臨床研修指導医養成

講習会修了 030848301 ３、４（030848301） 

小児科 岡島 文男 
健生きたじまク

リニック 
 ４４ ○ 

日本小児科学会専門医、令和元年度徳島

県臨床研修指導医養成講習会修了 
030848301 ４（030848301） 

小児科 山崎 環 
健生きたじまク

リニック 
 １４ × 

日本小児科学会専門医 
030848301  

産婦人科 土肥 直子 
つるぎ町立半田

病院 
副院長 ２８ ○ 

・日本産婦人科学会専門医・平成 27 年

度徳島県臨床研修指導医養成講習会修

了 
030848301 ３、４（030848301） 

産婦人科 沖津 修 
つるぎ町立半田

病院 
顧問 ４１ ○ 

・日本産婦人科学会指導医 

・優生保護法指定医、 

・日本救急医学会認定医、 

・平成 20 年度第 62回全国自治体病院協議会

主催臨床研修指導医養成講習会修了 

030848301 ４（030848301） 

産婦人科 笠井 可奈 
つるぎ町立半田

病院 
医長 １３ ○ 

・日本産婦人科学会指導医 

・令和 2 年度第 72 回日本産科婦人科学

会産婦人科未来委員会【WEB】 

・第 69 回、第 70 回指導医講習会【e ﾗｰ

ﾆﾝｸﾞ】 

030848301 ４（030848301） 

産婦人科 新居 真理 
つるぎ町立半田

病院 
医長 １０ × 

日本産婦人科学会専門医 
030848301 

 

精神科 橋本 台 
TAOKAこころの

医療センター 
病院長 38 × 

精神保健指定医 
030848301 3(030848301) 

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：０３０８４８    臨床研修病院の名称：徳島健生病院    
 

 

 

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 真鍋 正広 
TAOKAこころの医

療センター 
副院長 ３８ 〇 

精神保健指定医、第 16 回指導医講習会(精神

科専門医制度)(2016年 9月 24日開催)修了、

プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習

会(特定研修第 4 回臨床研修指導医養成コー

ス修了(平成 15年度)、令和 3 年度徳島県臨床

研修指導医養成講習会修了 

030848301 4(030848301) 

精神科 鳥海 和広 
TAOKAこころの医

療センター 
主任医長 １６ × 

精神保健指定医 
030848301  

精神科 松村 慶寿 
TAOKAこころの医

療センター 
病棟医長 ２５ × 

精神保健指定医 
030848301  

精神科 井下 真利 
TAOKAこころの医

療センター 
総務医長 １４ × 

精神保健指定医 
030848301  

精神科 元木 洋介 藍里病院 院長 ３１ ○ 

H16 年度中国・四国地区精神科七者懇「臨
床研修指導医講習会」 031848301 ３，４（030848301） 

精神科 久保 一弘 藍里病院 理事長 ４９ ○ 

H16 年度中国・四国地区精神科七者懇「臨
床研修指導医講習会」 030848301 ４（030848301） 

精神科 岡部 浩通 
あいざとﾊﾟﾃｨｵｸﾘﾆ

ｯｸ 
院長 ２７ ○ 

H27 年度中国・四国地区精神科七者懇「臨
床研修指導医講習会」 030848301 ４（030848301） 

精神科 大森 哲郎 精神医療研究所 所長 ４１ ○ 

H16 年度中国・四国地区精神科七者懇「臨
床研修指導医講習会」 030848301 ４（030848301） 

精神科 井上 麻由 藍里病院 医局長 １７ ○ 

H24 年度徳島県臨床研修指導医養成講習
会 030848301 ４（030848301） 

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：０３０８４８    臨床研修病院の名称：徳島健生病院    
 

 

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 江西 孝仁 藍里病院 診療技術部長 １８ ○ 
H23 年度徳島県臨床研修指導医養成講習

会 030848301 ４（030848301） 

精神科 小谷 泰教 
むつみホスピ

タル 
院長 ３０ ○ 

精神保健指定医、平成 16 年度中国四国

地区精神科七者懇「臨床研修指導医講習

会」 
030848301 ３、４（030848301） 

精神科 井上 和俊 
むつみホスピ

タル 
 ４５ ○ 

精神保健指定医、平成 16 年度中国四国

地区精神科七者懇「臨床研修指導医講習

会」 
030848301 ４（030848301） 

精神科 勝瀬 烈 
むつみホスピ

タル 
 ５３ ○ 

精神保健指定医、平成 18 年度第 2 回徳

島県臨床研修指導医養成講習会 030848301 ４（030848301） 

小 児 科 木下 ゆき子 徳島市民病院 主任医長 ２１ ○ 
日本小児科学会専門医・指導医、日

本腎臓学会専門医、平成 18 年度指導

医講習会受講済 

030848301 ４（030848301） 

救急部門 岸   史子 徳島市民病院 総括部長 ３０ ○ 

日本内科学会総合内科専門医、日本消化

器病学会認定消化器病専門医・指導医、

日本循環器学会認定循環器専門医、日本

救急医学会専門医、日本消化器内視鏡学

会専門医・指導医、日本がん治療認定機

構認定医、日本消化管学会専門医・指導

医、平成 20 年度指導医講習会受講済、

令和 2 年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会受

講済 

030848301 ４（030848301） 

病理診断

科 
堀口 英久 徳島市民病院 総括部長 ３３ ○ 

日本病理学会病理専門医・研修指導医・

学術評議員、日本臨床細胞学会細胞診専

門医、日本脳神経外科学会脳神経外科専

門医、平成 26 年度指導医講習会受講済、

平成28年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会受

講済 

030848301 ３、４（030848301） 

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：０３０８４８    臨床研修病院の名称：徳島健生病院    
 

 

 

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 大藤 純 
大学院医歯薬

学研究部 
教授 ２５ ○ 

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会指導医、

日本集中治療医学会専門医、日本救急医

学会専門医、日本呼吸療法学会専門医、

平成 26 年度指導医講習会受講済 

030848301 ４（030848301） 

形成外科・

美容外科 
安倍 吉郎 

大学院医歯薬

学研究部 
准教授 ２２ ○ 

形成外科専門医,創傷外科専門医、皮膚

腫瘍外科指導専門医、小児形成外科分野

指導医、再建・ﾏｲｸﾛｻｰｼﾞｬﾘｰ分野指導医、

平成 26 年度指導医講習会受講済 

030848301 ４（030848301） 

外科 秦 広樹 
大学院医歯薬

学研究部 
教授 ２５ ○ 

外科専門医、心臓血管外科専門医・修練

指導者、日本移植学会移植認定医、臨床

研修者指導医、植込型補助人工心臓実施

医、日本臓器移植ネットワーク・メディ

カルコンサルタント、難病指定医、日本

組織移植学会認定医、第 97 回臨床研修

指導医養成講習会 

030848301 ４（030848301） 

産婦人科 岩佐 武 
大学院医歯薬

学研究部 
教授 ２０ ○ 

平成２５年度指導医講習会受講済、日本

産科婦人科学会 専門医・指導医、日本

生殖医学会 生殖医療専門医、日本内分

泌学会 内分泌代謝科専門医・指導医

（産婦人科）、日本女性医学学会 女性

ヘルスケア専門医 

030848301 ４（030848301） 

小児科 渡邊 浩良 
大学院医歯薬

学研究部 
准教授 ２８ ○ 

小児科専門医・指導医、血液専門医、が

ん治療認定医、ＩＣＤ、小児血液・がん

専門医・指導医、造血細胞移植認定医 

平成 17 年度指導医講習会受講済、第 5

回小児科医のための臨床研修指導医講

習会済（日本小児科学会主催） 

030848301 ４（030848301） 

整形外科 浜田 大輔 
大学院医歯薬

学研究部 
准教授 ２２ ○ 

日本整形外科学会認定専門医，日本リウマチ

学会専門医・指導医，日本人工関節学会認定

医 

令和 3 年度徳島県指導医養成講習会受講 

030848301 ４（030848301） 

別紙４ 
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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：０３０８４８    臨床研修病院の名称：徳島健生病院    
 

 

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 佐田 政隆 
大学院医歯薬

学研究部 
教授 ３４ ○ 

日本内科学会認定内科医・総合内科専門

医・指導医、循環器専門医、日本高血圧

学会認定高血圧専門医・指導医、日本脈

管学会認定脈管専門医・指導医、日本動

脈硬化学会動脈硬化専門医、日本老年医

学会認定老年病指導医、平成 27 年度指

導医講習会受講済 

030848301 ４（030848301） 

皮膚科 久保 宜明 
大学院医歯薬

学研究部 
教授 ３４ ○ 

皮膚科学会専門医、平成 28 年度臨床研

修指導医養成講習会受講済 030848301 ４（030848301） 

病理部 坂東 良美 徳島大学病院 教授 ３４ ○ 
病理専門医、細胞診専門医、平成 22 年

度指導医講習会受講済 030848301 ４（030848301） 

麻酔科 田中 克哉 
大学院医歯薬

学研究部 
教授 ３２ ○ 

麻酔科標榜医，日本麻酔科学会麻酔科指

導医、平成 18 年度指導医講習会受講済 030848301 ４（030848301） 

リハビリテ

ーション 
松浦 哲也 徳島大学病院 教授 ２９ ○ 

日本整形外科学会認定専門医，日本整形

外科学会認定スポーツ医，日本スポーツ

協会公認スポーツドクター，日本リハビ

リテーション医学会認定臨床医 

030848301 ４（030848301） 

眼科 三田村 佳典 
大学院医歯薬

学研究部 
教授 ３５ ○ 

眼科学会専門医、日本眼科学会指導医   

平成 28 年度指導医講習会受講済 030848301 ４（030848301） 

耳鼻咽喉科・

頭頸部外科 
北村 嘉章 

大学院医歯薬

学研究部 
准教授 ２５ ○ 

耳鼻咽喉科専門医、日本アレルギー専門

医, 頭頸部癌専門医・指導医、がん治療

認定医、、鼻科手術暫定指導医、平成 23

年度指導医講習会受講済 

030848301 ４（030848301） 

精神科神経

科 
友竹 正人 

大学院医歯薬

学研究部 
教授 ２９ ○ 

精神保健指定医、日本精神神経学会精神

科専門医・指導医、難病指定医、中国・四

国地区平成１６年度臨床研修指導医講習

会受講済 

030848301 ４（030848301） 

別紙４ 



（No.９） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３０８４８    臨床研修病院の名称：徳島健生病院    
 

※ 「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） 

脳神経外科 西 京子 徳島大学病院 特任准教授 ３１ ○ 

医学博士、日本脳神経外科学会専門医、

日本脳卒中学会専門医、平成 20 年度指

導医講習会受講済、平成 21 年度プログ

ラム責任者養成講習会受講済 

030848301 ３、４（030848301） 

泌尿器科 山本 恭代 徳島大学病院 准教授 ２６ ○ 
泌尿器科学会専門医，指導医 

平成 20 年度指導医講習会受講済 

排尿機能専門医、がん治療認定医 
030848301 ４（030848301） 

放射線科 大塚 秀樹 
大学院医歯薬

学研究部 
教授 ２８ ○ 

指導医講習会受講済、放射線診断専門

医、核医学専門医、PET 核医学認定医 030848301 ４（030848301） 

  
 

   
   

  
 

   

   

  
 

   
   

別紙４ 


