
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院        

 

※ 「担当分野」欄には、様式８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。）。 

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 井上 賀元 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

科長 20年 ○ 

日本内科学会認定医・総合内科専門医､日本腎臓学

会専門医､日本救急医学会 ICLS認定インストラク

ター､日本医師会「指導医のための教育ワークショ

ップ」受講(2005年 1月 30日)､プログラム責任者

養成講習会受講(平成 19年 12月 1日) 

030484701 １、４ 030484701 

内科 垣尾 匡史 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

副院長 30年 ○ 

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、日本心大血管インターベンション

学会専門医、臨床研修指導医（平成 20年 11月 24

日武田総合病院臨床研修指導医養成講座受講） 

030484701 ４ 030484701 

内科 神渡 翔子 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

 11年 ○ 
臨床研修指導医（平成 24年 1月 9日京都府医師会

臨床研修指導医養成講座受講） 
030484701 ４ 030484701 

救急部

門 

内科 

四方 典裕 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

副院長 24年 ○ 

日本内科学会認定医・専門医、循環器学会専門医、

プライマリケア学会認定医・指導医、医療研修推

進財団臨床研修指導医養成講習会(2003年 9月 20

日) 

030484701 ４ 030484701 

内科 鳥橋 貞好 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

医長 15年 ○ 
臨床研修指導医（平成 22年 3月 14日城北病院臨

床研修指導医養成講座受講） 
030484701 ４ 030484701 

内科 

病理 
山田 豊 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

科長 15年 ○ 
臨床研修指導医(耳原総合病院臨床研修指導医養

成講習会受講平成 20年 11月 24日)、プログラム

責任者養成講習会受講(平成 29年 10月 26日) 

030484701 ４ 030484701 

内科 横溝 大 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

科長 30年 ○ 
日本医師会「第六回指導医のための教育ワークシ

ョップ」受講(平成 22年 1月 11日) 
030484701 ４ 030484701 

内科 吉中 丈志 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

理事長 42年 ◯ 

日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専

門医、社会医学系専門医機構社会医学系専門医・

指導医、京都大学医学部 臨床教授、4病院団体

協議会臨床研修指導者養成課程修了 

030484701 4 030484701 

別紙４ 



 ＊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。 

（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等     病院施設番号： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院      

 
※ 「担当分野」欄には、様式８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 

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 大矢 亮 耳原総合病院 部長 16年 ○ 日本内科学会認定医 

2006年11月近畿地方協議会指導医講習会修了、

2013年プログラム責任者要請講習会受講 

030517501 

030484701 

１，４ 030517501 

３、４ 030484701 

内科 落合 甲太 西淀病院 副病院長 17年 ○ 内科認定医、総合内科専門医、平成 17年度東

海北陸臨床研修指導医養成講習会修了 

031800401 

030484701 

１、４ 03800401 

３、４ 03048701 

内科 中田 均 尼崎医療生協病院 病棟医長 19年 ○ 日本内科学会認定医 

総合内科専門医 

031822601 

030484701 

１，４ 031822601 

３、４ 030484701 

内科 畑 伸弘 和歌山生協病院 部長 35年 ○ 
ｱﾚﾙｷﾞｰ学会専門医、内科学会認定医、平成 16

年 7月日本医師会「指導医のための教育ワーク

ショップ」 

031857401 

030484701 

１，４ 031857401 

３，４ 030484701 

 

内科 山西 行造 
特定医療法人健生会

土庫病院 
院長 39年 ○ 

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 

平成 16年度近畿地方協議会臨床研修指導医養

成講習会 

 

031062401 

030484701 

 

３，４ 031062401 

３，４ 030484701 

救急部門 田端 志郎 耳原総合病院 副院長 31年 ○ 
日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会

専門医、2006年 11月近畿地方協議会指導医講

習会修了 

030517504 

030484701 

４ 030517501 

４ 030484701 

 

救急部門 北山 仁士 耳原総合病院 部長 38 ○ 

平成 22年近畿大学指導医講習会修了（近

畿大学） 心臓血管外科専門医 日本外科

学会専門医 

030517504 

030484701 

４ 031800401 

４ 030484701 

別紙４ 



＊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。 
 

（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等     病院施設番号： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院     

 
※ 「担当分野」欄には、様式８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。）。 

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 福島 啓 西淀病院 副病院長 23年 ○ 内科認定医、呼吸器学会専門医、平成 16年救急

医療研修修了、平成 16年年近畿地方協議会臨床

研修指導医養成講習会修了、内科学会教育関連病

院指導医 

031800401 

030484701 

４ 031800401 

４ 030484701 

救急部門 坂口 学 和歌山生協病院 医長 20年 ○ 
平成21年度第一回医師臨床研修指導医講習会（和

歌山県医師臨床研修連絡協議会主催） 
030484701 ４ 030484701 

救急部門、 

外科 
吉川 周作 

特定医療法人健生会

土庫病院 
副院長 31年 ○ 

日本外科学会外科専門医指導医、日本消化器内視

鏡学会認定専門医指導医、 

大腸肛門学会専門医指導医、平成 16年度近畿地

方協議会臨床研修指導医養成講習会(平成 16年

10月 9日)受講 

 

031062401 

030484701 

 

４ 031062401 

４ 030484701 

救急部門 金田 大成 尼崎医療生協病院 医員 27年 ○ 2004年度近畿地方協議会指導医講習会受講 030484701 ４ 030484701 

救急部門 相馬 祐人 
特定医療法人健康会 

新京都南病院 
 23年 〇 

全日本病院会臨床研修指導医講習会受講(平成 21

年 12月 6日) 

 

110012301 

030484701 

 

４ 110012301 

４ 030484701 

 

救急部門 

(救急科) 

 

寺坂 勇亮 

京都桂病院 部長 13 ○ 日本救急医学会救急科専門医、日本外科学

会専門医、 

民医連関東甲信越医師臨床研修ｾﾝﾀｰ 第 18

回臨床研修指導医講習会(H25.2) 

030480301 

030484701 

１，４ 030480301 

３、４ 030484701 

麻酔科 溝部 俊樹 
京都府立医科大学附

属病院 
医員 36年 ○ 

日本麻酔科学会専門医、京都府立医科大学附属病

院指導医講習会受講(2008年 8月 3日) 
030484701 ４ 030484701 

別紙４ 



  
＊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。 

（No.4） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等     病院施設番号： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院     

 
 
※ 「担当分野」欄には、様式８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 

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 太田 凡 
京都府立医科大学 

附属病院 
教授 31年 〇 

平成２４年度プログラム責任者養成 

第 5回徳洲会臨床研修病院指導医講習会 
030484701 ４ 030484701 

救急 竹上 哲郎 京都第一赤十字病院 診療科部長 26年 ○ 

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医、 
日本脳神経血管内治療学会専門医、日本脳 
卒中学会専門医、日本救急医学学会救急科 
専門医、社会医学系専門医協会専門医・指 

導医 

030476204 

030476205 

030476206 

030484701 

４ 030476204 

４ 030476205 

４ 030476206 

４ 030484701 

救急 安 炳文 京都第一赤十字病院 診療科部長 22年 ○ 
日本小児科学会小児科専門医 
日本救急医学会救急科専門医 

030476204 

030476205 

030476206 

030484701 

４ 030476204 

４ 030476205 

４ 030476206 

４ 030484701 

救急 堀口 真仁 京都第一赤十字病院 
診療科副部

長 
21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 
日本救急医学会救急科専門医 
日本循環器学会循環器専門医 

日本集中治療医学会集中治療専門医 

030476204 

030476205 

030476206 

030484701 

４ 030476204 

４ 030476205 

４ 030476206 

４ 030484701 

救急 春藤 啓介 京都第一赤十字病院 医長 34年 ○ 

日本外科学会認定医 
日本外科学会外科専門医 3学会構成心臓血 
管外科専門医認定機構心臓血管外科専門医 

日本胸部外科学会認定医 

030476204 

030476205 

030476206 

030484701 

４ 030476204 

４ 030476205 

４ 030476206 

４ 030484701 

救急 榎原 巨樹 京都第一赤十字病院 医長 10年 ○ 日本救急医学会救急科専門医 

030476204 

030476205 

030476206 

030484701 

４ 030476204 

４ 030476205 

４ 030476206 

４ 030484701 

別紙４ 



＊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。 
 

 

（No.5） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等     病院施設番号： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院     

※ 「担当分野」欄には、様式８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。 

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 髙階 謙一郎 京都第一赤十字病院 
救命救急
センタ
ー長 

35年 ○ 
日本救急医学会救急科専門医 

外科専門医 

030476204 

030476205 

030476206 

030484701 

４ 030476204 

４ 030476205 

４ 030476206 

４ 030484701 

 

救急部門 

(麻酔科) 

 

小山 智弘 

京都桂病院 部長 18 ○ 日本麻酔科学会指導医・専門医、日本周術期経食

道心エコー委員会認定医、日本集中治療医学会専

門医、 

第18回京都大学 臨床研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ(H25.9) 

030480301 

030484701 

４ 030480301 

４ 030484701 

産婦人科 中村 光佐子 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

科長 25年 ○ 
産婦人科学会専門医、母体保護法指定医 

東海北陸臨床研修指導医養成講習会受講(2005年

12月 18日) 

030484701 

110012301 

４ 030484701 

３、４ 110012301 

産婦人科 古板 規子 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

医長 16年 ○ 
日本産科婦人科学会専門医、母体保護法指定医、

東海北陸臨床研修指導医養成講習会受講(平成 19

年 11月 18日) 

030484701 ４ 030484701 

産婦人科 山西 歩 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

医員 11年 ○ 
日本産科婦人科学会専門医、母体保護法指定医、

民医連関西臨床研修センター臨床研修指導医養

成講習会受講(平成 28年 7月 10日) 

030484701 ４ 030484701 

産婦人科 坂本能基 耳原総合病院 副病院長 32年 ○ 
日本産婦人科学会専門医、母体保護法指定医、

2004年 10月近畿地方協議会指導医講習会修了 

030517404 

030484701 

４ 030517404 

４ 030484701 

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： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院     

 
 
※ 「担当分野」欄には、様式８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。 
 

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 三宅 麻由 尼崎医療生協病院  11年 ○ 
家庭医療専門医 

2016年度民医連近畿地方協議会関西臨床研修セン

ター指導医講習会受講済 

031822501 

030484701 

４ 031822501 

４ 030484701 

小児科 松原 為人 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

院長 34年 ○ 
小児科学会専門医、 

近畿地方協議会臨床研修指導医養成講習会受講

(2004年 10月 11日) 

030484701 ４ 030484701 

小児科 冨永 弘久 尼崎医療生協病院 部長 38年 ○ 
日本小児科学会専門医、日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会認定医、

2004年度近畿地方協議会指導医講習会受講、2005

年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講座受講 

031822501 

030517202 

030484701 

４ 031822501 

４ 030517202 

４ 030484701 

小児科 横山 知司 
特定医療法人健生会

土庫病院 
理事長 34年 ○ 

日本プライマリケア学会認定医、日本小児科学会認

定医専門医、日本医師会認定産業医、日本医師会認

定健康スポーツ医奈良県医師会主催指導医のため

の研修ワークショップ(平成 16年 11月 27日)受講 

 

031062501 

030484701 

 

４ 031062501 

４ 030484701 

小児科 田中 充 耳原総合病院 医長 37年 ○ 日本小児科学会専門医、日本小児神経学会認定医、

2005年 12月東海北陸指導医講習会修了 
030517404 

030484701 

４ 030517404 

４ 030484701 

外科 川島 市郎 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

副院長 33年 ○ 

日本外科学会専門医 

近畿地方協議会臨床研修指導医養成講習会受講

(2005年 3月 21日)、プログラム責任者養成講習会

受講(2006年 11月 23日) 

030484701 ４ 030484701 

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： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院   

※ 「担当分野」欄には、様式８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。 
 

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 陳 孟鳳 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

科長 34年 〇 

日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医・

指導医、日本肝胆膵外科学会高度技能指導医、日本

内視鏡外科学会技術認定医、日本消化器病学会専門

医、臨床研修指導医（平成 24年 6月 10日上尾中央

総合病院指導医のための教育ワークショップ受講） 

030484701 ４ 030484701 

外科 鳥取 洋昭 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

医長 15年 ○ 
日本外科学会専門医、臨床研修指導医（平成 28年

7月 10日民医連関西臨床研修センター指導医講習

会受講） 

030484701 ４ 030484701 

外科 名嘉山 一郎 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

科長 30年 ○ 
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会認定医、

京都府医師会臨床研修指導医養成講習会受講(2010

年 1月 11日) 

030484701 ４ 030484701 

外科 平林 邦昭 耳原総合病院 部長 30年 ○ 
日本外科学会指導医、日本消化器外科学会認定医、

2008年 10月 TMR指導医講習会修了 

030517404 

030484701 

４ 030517404 

４ 030484701 

外科 田端 好成 和歌山生協病院 部長 36年 ○ 外科学会専門医 

平成 16 年度近畿地方協議会臨床研修指導医養成講

習会 

031857301 

030484701 

４ 031857301 

４ 030484701 

外科、選択

(整形外科) 
中川 洋寿 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

副院長 31年 ○ 
臨床研修指導医（平成 18年 11月 5日民医連近畿地

方協議会臨床研修指導医養成講習会受講） 
030484701 ４ 030484701 

外科、選択

(整形外科) 
村上 純一 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

科長 15年 ○ 
臨床研修指導医（平成 19 年 11 月 18 日民医連東海

北陸地方協議会臨床研修指導医養成講習会受講） 
030484701 ４ 030484701 

別紙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： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院        

※ 「担当分野」欄には、様式８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 

 

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、選択

(整形外科) 
浅妻 敢 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

 10年 ○ 
臨床研修指導医（平成 27年 1月 25日京都府医師会

臨床研修指導医養成講座受講） 
030484701 ４ 030484701 

緩和ケア科 荻野 行正 

公益社団法人京都保

健会京都民医連中央

病院 

科長 32年 ○ 
全国自治体病院協議会臨床研修指導医養成講習会

受講（平成 21年 12月 13日） 
030484701 ４ 030484701 

精神科 宮野 栄三 
医療法人平和会吉田

病院 
院長 39年 ○ 

精神保健指定医、精神科指導医・専門医、臨床指導

医養成研修受講 
030484701 ３、４ 030484701 

選択（眼科、

耳鼻咽喉科） 
池田 栄人 京都第一赤十字病院 院長 36年 ○ 

日本救急医学会認定医、日本外科学会指導医、日本

消化器外科学会指導医、平成 11年度臨床研修指導

医養成講習会受講（2000年 1月 15日） 

030476204 

030476205 

030476206 

030484601 

３，４ 030476204 

３，４ 030476205 

３，４ 030476206 

３、４ 030484701 

地域医療 川崎繁 

公益社団法人京都保

健会たんご協立診療

所 

所長 43年 × 日本外科学会指導医、消化器外科学会指導医 030484701 ３ 030484701 

地域医療 寺本敬一 

公益社団法人京都保

健会ふくちやま協立

診療所 

所長 23年 ○ 
日本プライマリケア連合学会 近畿地方協議会臨

床研修指導医養成講習会(平成 16年 10月 11日) 
030484701 ３ 030484701 

地域医療 高塚光二郎 

公益社団法人京都保

健会まいづる協立診

療所 

所長 37年 ×  030484701 ３ 030484701 



※ 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。 

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： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院         

※ 「担当分野」欄には、様式８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。 
 
 

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 水野隆元 
公益社団法人信和会 

東山診療所 
所長 26年 × 泌尿器科学会専門医 030484701 ３ 030484701 

地域医療 藤本眞次 
公益社団法人信和会 

大宅診療所 
所長 39年 × 日本内科学会認定医、アレルギー学会認定医 030484701 ３ 030484701 

地域医療 宮川 卓也 

公益社団法人信和会

京都民医連あすかい

病院 

医長 15年 ○ 
家庭医療専門医、臨床研修指導医（平成 23年 1月

10日京都府医師会臨床研修指導医養成講座受講） 
030484701 ３、４ 030484701 

地域医療 近藤 悟 

公益社団法人信和会

京都民医連あすかい

病院 

科長 18年 ○ 
精神保健指定医、近畿地方協議会臨床指導医養成講

習会受講(平成 18年 11月 5日) 
030484701 ４ 030484701 

地域医療 玉木 千里 
公益社団法人京都保

健会京都協立病院 
院長 20年 ○ 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認定指導医、日本内科学会

総合内科専門医、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会専門医 

近畿地方協議会臨床研修指導医養成講習会(平成 16

年 10月 11日) 

030484701 ３、４ 030484701 

地域医療 門 祐輔 
公益社団法人京都保

健会京都協立病院 
医局長 34年 ○ 

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会専門医・指導医、日本神経学

会神経内科専門医･指導医、日本内科学会総合内科

専門医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認定指導医 

京都府医師会臨床研修指導医養成講習会受講(2009

年 1月 11日) 

030484701 ３、４ 030484701 



（No.10） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 030484   臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院        

※ 「担当分野」欄には、様式８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。 

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 清洲 早紀 
公益社団法人京都保

健会吉祥院病院 
院長 30年 ○ 

内科認定医、循環器専門医、臨床研修指導医（耳原

総合病院臨床研修指導医養成講習会受講平成 20年

11月 24日) 

030484701 ３、４ 030484701 

地域医療 高木 幸夫 
公益社団法人京都保

健会上京診療所 
所長 27年 ○ 

日本内科学会認定医、プライマリケア学会認定医、

日本家庭医療学会認定医・指導医、厚生労働省・文

部科学省主催「第 28回医学教育者のためのワーク

ショップ」受講(2001年 12月 2～7日)、プログラ

ム責任者養成講習会受講(2004年 9月 16日)、 

030484701 ３、４ 030484701 

地域医療 澤田 いづみ 
公益社団法人京都保

健会仁和診療所 
所長 

23年 

○ 
耳原総合病院臨床研修指導医養成講習会受講（平成

20年 11月 24日） 
030484701 ３、４ 030484701 

地域医療 尾崎 望 

公益社団法人京都保

健会かどの三条こど

も診療所 

所長 36年 ○ 
日本小児科学会専門医、日本医師会指導医講習会

(平成 22年 1月 24日)受講 
030484701 ３、４ 030484701 

地域医療 小田垣愛子 

公益社団法人京都

保健会吉祥院こども

診療所 

所長 22年 ×  030484701 ３ 030484701 

地域医療 宮岡 博之 

公益社団法人京都保

健会京都民医連太子

道診療所 

所長 43年 × 日本内科学会認定医 030484701 ３ 030484701 

地域医療 高橋 朗 
公益社団法人京都保

健会春日診療所 
所長 22年 × 日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医 030484701 ３ 030484701 

         

別紙４ 


