
（No.1） 

33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030799         臨床研修病院の名称：茨城西南医療センター病院                   

 

 

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 飯塚 正 西南 
副院長兼 

部長 
38 ○ 

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/指導医 

日本透析学会専門医/指導医 

030799503 

030799504 
4 

内科 前田 裕史 西南 
副院長 

兼部長 
38 ○ 

日本内科学会認定医 

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ認定医/指導

医 

日本循環器学会専門医 

030799503 

030799504 
4 

内科 野村 明広 西南 院長 39 ○ 

日本内科学会認定医 

日本呼吸器学会専門医/指導医 

日本がん治療認定医 

030799503 

030799504 
4 

内科 松村 壮 西南 科長 31 ○ 茨城県指導医養成講習会 
030799503 

030799504 
4 

内科 羽鳥 光晴 西南 部長 24 ○ 
日本内科学会認定医 

日本循環器学会専門医 

030799503 

030799504 
4 

内科 岡部 裕一 西南 科長 22 ×  
030799503 

030799504 
 

内科 林 士元 西南 科長 19 ○ 
日本内科学会認定医 

日本呼吸器学会専門医 

総合内科専門医 

030799503 

030799504 
4 

別紙４ 



（No.2） 

33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030799         臨床研修病院の名称：茨城西南医療センター病院   

 
 

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 江辺 広志 西南 科長 13 ○ 

日本リウマチ学会専門医/指導医 

日本内科学会認定医 

総合内科専門医 

030799503 

030799504 
4 

小児科 石川 伸行 西南 科長 18 ○ 
日本小児科学会専門医 

日本小児循環器学会専門医 

030799503 

030799504 
4 

外科 福澤 淳也 西南 部長 25 ○ 

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 

消化器がん外科治療認定医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

日本消化器病学会専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認

定医 

030799503 

030799504 
4 

外科 市岡 恵美香 西南 医師 16 ○ 
日本外科学会専門医 

日本乳癌学会専門医 

030799503 

030799504 
4 

救急 

部門 
藤原 明 西南 

副センター

長 
38 ○ 

日本外科学会認定医 

日本胸部外科学会認定医 

日本気管支学会気管支鏡指導医 

日本救急医学会救急科専門医 

030799503 

030799504 
4 

救急 

部門 
武田 多一 西南 センター長 33 ○ 

日本救急医学会専門医/指導医 

日本外科学会認定登録医 

日本外傷学会専門医 

日本熱傷学会専門医 

日本組織移植学会認定医 

030799503 

030799504 
4 

麻酔科 山口 浩史 西南 部長 41 ○ 日本麻酔科専門医指導医 
030799503 

030799504 
4 

別紙４ 



（No.3） 

33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030799         臨床研修病院の名称：茨城西南医療センター病院   

 

 
 

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 染谷 勝巳 西南 
副院長 

兼部長 
33 ○ 日本産婦人科学会専門医 

030799503 

030799504 
4 

産婦人科 野口 里枝 西南 医師 18 ○ 日本産婦人科学会専門医 
030799503 

030799504 
4 

心臓血管

外科 
小石沢 正 西南 医師 43 ○ 

3 学会構成心臓血管外科専門医認定

機構専門医 

3 学会構成心臓血管外科専門医認定

機構修練指導者 

日本外科学会専門医 

030799503 

030799504 
4 

眼科 周藤 真 西南 科長 14 ○ 日本眼科学会専門医 
030799503 

030799504 
4 

脳神経外

科 
藤田 桂史 西南 部長 29 ○ 

日本脳神経外科学会専門医/指導医 

日本脳卒中学会専門医 

日本頭痛学会専門医 

030799503 

030799504 
4 

脳神経外

科 
津田 恭治 西南 医師 20 ○ 

日本脳神経外科学会専門医/指導医 

日本脳卒中学会専門医/指導医 

日本脳神経血管内治療学会専門医 

030799503 

030799504 
4 

整形外科 上杉 雅文 西南 
副院長 

兼部長 
31 ○ 

日本整形外科学会専門医 

日本整形外科学会脊椎脊髄症医 

030799503 

030799504 
4 

整形外科 田中 ハルカ 西南 科長 24 ○  
030799503 

030799504 
4 

別紙４ 



（No.4） 

33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030799         臨床研修病院の名称：茨城西南医療センター病院   

 

 

 

 

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） 

整形外科 市村 晴充 西南 部長 26 ○ 日本整形外科学会専門医 
030799503 

030799504 
4 

放射線科 和田 光功 西南 部長 42 ○  
030799503 

030799504 
4 

形成外科 知久 明義 西南 部長 30 ○ 日本形成外科学会専門医 
030799503 

030799504 
4 

泌尿器科 末富 崇弘 西南 科長 27 ○ 
日本泌尿器科学会専門医 

日本性機能学会専門医 

030799503 

030799504 
4 

病理診断

科(CPC) 

 

永田 千草 西南 科長 19 ○ 
日本病理学会病理専門医/指導医 

細胞診専門医 

030799503 

030799504 
4 

耳鼻いん

こう科 
上前泊 功 西南 部長 22 ○ 

日本耳鼻咽喉科学会認定専門医 

日本頭頸部外科学会専門医/指導医 

030799503 

030799504 
4 

リハビリ

テーショ

ン科 

上野 友之 西南 科長 20 ○ 

日本内科学会認定医 

日本障がい者スポーツ協会認定障が

い者スポーツ医 

日本神経学会専門医 

日本体育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専門

医/指導医 

030799503 

030799504 
4 

別紙４ 



（No.5） 

33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030799         臨床研修病院の名称：茨城西南医療センター病院   

 

 

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 加藤 徹男 

茨城西南医療セ

ンター病院附属

八千代診療所 

所長 20 ○ 
日本プライマリーケア連合学

会指導医 

日本医師会認定産業医 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

臨床研修プログラム 

3 

4 

精神科 冨田 和学 ホスピタル坂東 副院長 21 × 

日本精神神経学会認定専門

医・指導医 

精神保健指定医 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

臨床研修プログラム 

 

精神科 久永 明人 ホスピタル坂東 病棟医長 28 ○ 

精神科七者懇臨床研修 

指導医講習会修了 

精神保健指定医 

日本精神神経学会認定 

専門医・指導医 

日本認知症学会認定 

専門医・指導医 

日本睡眠学会認定医 

日本老年精神医学会 

専門医・指導医 

日本東洋医学会専門医 

認知症サポート医 

養成研修修了 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

臨床研修プログラム 

3 

別紙４ 



（No.6） 

33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030799         臨床研修病院の名称：茨城西南医療センター病院   
 

 

 

 

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 野村 正文 ホスピタル坂東 病棟医長 29 ○ 

精神保健指定医 

日本精神神経学会認定 

専門医・指導医 

精神科七者懇臨床研修 

指導医講習会修了 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

臨床研修プログラム 

4 

精神科 佐藤 洋平 ホスピタル坂東 医局長 10 × 

日本医師会認定産業医 

精神保健指定医 

日本精神神経学会専門医 

日本認知症学会認定 

専門医・指導医 

認知症サポート医 

養成研修修了 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

臨床研修プログラム 

4 

精神科 三浦 宗克 ホスピタル坂東 病棟医長 45 ○ 

精神保健指定医 

日本精神神経学会認定 

専門医・指導医 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

臨床研修プログラム 

4 

精神科 長谷川 恵 ホスピタル坂東 常勤医 23 × 

日本医師会認定産業医 

精神保健指定医 

日本精神神経学会専門医 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

臨床研修プログラム 

4 

別紙４ 



（No.7） 

33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030799         臨床研修病院の名称：茨城西南医療センター病院   

 

※ 「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） 

精神科 河野 敬明 ホスピタル坂東 非常勤医 14 ○ 

日本医師会認定産業医 

精神保健指定医 

日本精神神経学会 

専門医・指導医 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

臨床研修プログラム 

4 

精神科 水上 勝義 ホスピタル坂東 非常勤医 38 ○ 

精神保健指定医 

日本精神神経学会 

専門医・指導医 

日本老年精神医学会 

専門医・指導医 

日本東洋医学会 

専門医・指導医 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

臨床研修プログラム 

4 

別紙４ 


