
（No.1 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：030256   臨床研修病院の名称：社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院  

 
 
 
 
 
 
 

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） 

循環器内科 清水 誠 国際親善総合病院 副院長 31 ○ 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／

日本心血管インターベンション

治療学会専門医・指導医／日本救

急医学会救急科専門医／日本高

血圧学会高血圧指導医／日本プ

ライマリケア連合学会認定医／

横浜市立大学臨床教授 

030256401 

030256501 

030256502 

2・4 

消化器内科 日引 太郎 国際親善総合病院 部長 25 ○ 日本プライマリケア連合学会認

定指導医／PEACE プロジェクト

指導者／（厚労省、緩和ケア学会、

サイコオンコロジー学会） 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

腎臓内科 安藤 大作 国際親善総合病院 部長 19 ○ 日本内科学会認定内科医／日本

腎臓学会専門医／日本透析医学

会指導医／日本高血圧学会専門

医／日本アフェレシス学会専門

医 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

別紙４ 



（No.2 ） 
 

 

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） 

腎臓内科 千葉 恭司 国際親善総合病院 医長 12 ○ 日本内科学会認定内科医/日本内

科学会総合内科専門医/日本腎臓

学会専門医/日本透析医学会専門

医・指導医/身体障害者福祉法指

定医/日本静脈経腸栄養学会 TNT 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

脳神経内科 三富 哲郎 国際親善総合病院 部長 32 ○ 日本内科学会認定専門医／日本

神経学会神経内科専門医／日本

医師会認定産業医／厚生省社会

援護義肢装具等適合判定医 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

外科 佐藤 道夫 国際親善総合病院 副院長 31 ○ 日本外科学会指導医・専門医／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／

日本食道学会評議員・食道外科専

門医・食道科認定医／日本がん治

療認定医機構暫定教育医・がん治

療認定医／日本静脈経腸栄養学

会認定医・TNT／創傷治癒学会評

議員／神奈川食道疾患研究会幹

事／緩和ケア指導者研修終了／

日本 DMAT 隊員／マンモグラフ

ィー読影認定医 

030256401 

030256501 

030256502 

1・3 

別紙４ 



（No.3 ） 
 

 
 

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 飯田 秀夫 国際親善総合病院 副院長 37 ○ 日本脳神経外科学会脳神経外科

専門医・指導医／日本脊髄学会外

科学会認定医／身体障害者福祉

法指定医（肢体不自由）／難病指

定医／小児難病指定医 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

脳神経外科 谷﨑 義徳 国際親善総合病院 医長 23 ○ 日本脳神経外科学会脳神経外科

専門医・指導医／日本神経内視鏡

学会技術認定医／日本がん治療

認定医／身体障害者福祉法指定

医（肢体不自由）／厚生省社会援

護義肢装具等適合判定医／難病

指定医／小児難病指定医 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

緩和ケア内科 村井 哲夫 国際親善総合病院 部長 35 ○ 日本緩和医療学会緩和医療認定

医／日本泌尿器科学会指導医・専

門医／日本がん治療認定医機構

がん治療認定医 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

産婦人科 多田 聖郎 国際親善総合病院 部長 33 ○ 日本臨床細胞学会細胞診専門医

／日本産婦人科学会産婦人科専

門医・指導医／新生児蘇生法「一

次」コースインストラクター 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

別紙４ 



（No.4 ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 滝沢 明利 国際親善総合病院 部長 23 ○ 日本泌尿器科学会泌尿器科専門

医・指導医／日本がん治療認定医

機構がん治療認定医／日本泌尿

器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術

認定医／日本内視鏡外科学会技

術認定医（泌尿器腹腔鏡）／難病

指定医、緩和ケア研修修了 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

麻酔科 佐藤 玲恵 国際親善総合病院 部長 31 ○ 日本麻酔科学会専門医／ペイン

クリニック学会ペインクリニッ

ク専門医／ボトックス注射®認定

医 

030256401 

030256501 

030256502 

4 

画像診断・Ｉ

ＶＲ科 

加山 英夫 国際親善総合病院 部長 39 × 日本医学放射線学会放射線科診

断専門医／日本 IVR学会専門医 

030256401 

030256501 

030256502 

 

ＣＰＣ担当 光谷 俊幸 国際親善総合病院 部長 46 × 日本病理学会認定病理医／日本

病理学会病理専門医研修指導医 

030256401 

030256501 

030256502 

 

別紙４ 



※ 「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。 


