
別紙4
（No.1）

2022/4/30

臨床研修病院の名称：横須賀市立市民病院

1 外科 横須賀市立市民病院 管理者 38年10月 ○ 3、4

2 消化器内科 横須賀市立市民病院
副病院長
診療部長

36年11月 ○
4

3 消化器内科 横須賀市立市民病院 主任医長 14年0月 ○ 4

4 腎臓内科 横須賀市立市民病院

副病院長
診療部長
プログラム責
任者

24年0月 ○ 1、4

5
循環器内科
救急部門

横須賀市立市民病院 診療部長 20年11月 ○ 4

6 循環器内科 横須賀市立市民病院 主任医長 14年0月 ○ 4

7 血液内科 横須賀市立市民病院 診療部長 38年10月 ○ 4

8
内分泌・糖
尿病内科

横須賀市立市民病院 診療部長 23年11月 ○ 4

9
内分泌・糖
尿病内科

横須賀市立市民病院 医師 8年1月 ○ 4

10 外科 横須賀市立市民病院
副病院長
診療部長

27年11月 ○ 4長嶺　弘太郎

日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本外科学会外科専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
第72回新臨床研修指導医養成講習会修了
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医
インフェクションコントロールドクター
日本がん治療認定医機構がん治療認定医・暫定教育
医  　　　　　　　　　　　　　　　　　日本消化
器外科学会消化器がん外科治療認定医
病態別実践リハビリテーション医学研修会修了
平成２７年度神奈川県災害医療コーディネーター研
修修了

担当
分野

氏名 所属 役職
臨床

経験年数
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 指導医

関戸　仁

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
日本消化器病学会専門医・指導医
日本肝臓学会肝臓専門医
日本内視鏡外科学会 技術認定医
日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能指導医
日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医
米国外科学会（AmericanCollegeofSurgeonns)会員
臨床研修指導医養成研修会修了（独立行政法人国立
病院機構本部）

指導医
講習会
等の受
講経験
有：○
無：×

資格等

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会肝臓専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
第13回JADECOM地域志向型指導医講習会受講済み
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医

土屋　博久

日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会専門医・指導医
日本甲状腺学会専門医
日本内分泌学会内分泌代謝科専門医・指導医
難病指定医
第9回JADECOM地域志向型指導医講習会修了
平成30年度プログラム責任者養成講習会修了

原野　浩

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本血液学会専門医・指導医
難病指定医
第9回横浜市立大学病院群臨床研修指導医養成講習会
修了
平成27年度横浜南共済病院緩和ケア研修会修了
医学博士

國保　敏晴

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本透析医学会専門医・指導医
日本高血圧学会専門医・指導医
日本腎臓学会専門医・指導医
2007年日本病院会主催臨床研修指導医養成講習会修
了
2016年11月プログラム責任者養成講習会修了
日本プライマリ・ケア連合会認定指導医
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医
日本救急医学会認定ICLS
インフェクションコントロールドクター
医学博士

坂　賢一郎

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
日本心血管インターベンション治療学会認定医
第9回JADECOM地域志向型指導医講習会修了
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医
日本救急医学会認定ICLS
2021年度三浦半島地域緩和ケア研修会修了

鈴木　弘之

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会認定循環器専門医
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医
日本心血管インターベンション治療学会認定医
第13回JADECOM地域志向型指導医講習会修了

No

病院施設番号：　030279　　　　　３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

杉浦　康之

日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会専門医
日本内分泌学会内分泌代謝科専門医
日本糖尿病協会療養指導医
横浜市立大学附属市民総合医療センター主催緩和ケ
ア研修会修了
日本病態栄養学会認定NST研修
日本禁煙学会認定禁煙サポーター
難病指定医
第16回JADECOM地域志向型指導医講習会修了

小松　和人

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
2005年三浦半島地域臨床研修指導医養成講習会修了
プライマリ・ケア認定医
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医
医学博士

道端　信貴

※「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。



別紙4
（No.2）

2022/4/30

臨床研修病院の名称：横須賀市立市民病院

担当
分野

氏名 所属 役職
臨床

経験年数
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 指導医

指導医
講習会
等の受
講経験
有：○
無：×

資格等No

病院施設番号：　030279　　　　　３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

11 外科 横須賀市立市民病院 診療部長 27年11月 ○ 4

12 脳神経外科 横須賀市立市民病院 診療部長 22年0月 ○ 4

13 整形外科 横須賀市立市民病院 診療部長 27年11月 ○ 4

14
整形外科
（関節外科）

横須賀市立市民病院 診療部長 27年10月 ○ 4

15 精神科 横須賀市立市民病院 診療部長 23年10月 ○ 4

16 リウマチ科 横須賀市立市民病院 医長 20年11月 ○ 4

17 泌尿器科 横須賀市立市民病院 診療部長 26年0月 ○ 4

18 産婦人科 横須賀市立市民病院 科長 36年11月 ○ 4

19 眼科 横須賀市立市民病院 診療部長 31年11月 ○ 4

20 放射線科 横須賀市立市民病院 診療部長 33年11月 ○ 4

21 病理診断科 横須賀市立市民病院
診療部長
副プログラム
責任者

30年11月 ○ 2、4

22 麻酔科 横須賀市立市民病院 顧問 42年10月 ○ 4

23 麻酔科 横須賀市立市民病院 診療部長 36年11月 ○ 4

石川　博之

医学博士
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
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医
令和3年度横浜市立大学病院群臨床研修指導医養成講
習会修了

吉田　俊

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医
日本神経内視鏡学会神経内視鏡技術認定医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医
第13回JADECOM地域志向型指導医講習会受修了
急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会

野瀬　浩文
日本麻酔科学会専門医・指導医
麻酔科標榜医
第7回JADECOM地域志向型指導医講習会修了

望月　隆男
日本医学放射線学会放射線診断専門医
第７回JADECOM地域志向型指導医講習会修了
医学博士

相原　利男

医学博士
日本整形外科学会専門医
日本スポーツ協会認定スポーツドクター
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本整形外科学会運動器リハビリテーション医
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医
神奈川県医師会主催第5回指導医のための教育ワーク
ショップ修了
日本医師会認定健康スポーツ医

浅見　由希子

日本内科学会認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本リウマチ学会専門医・指導医
第11回横浜市立大学病院群診療研修指導医養成講習
会修了
難病指定医

藤川　敦

日本泌尿器学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医
平成24年指導医のための教育ワークショップ修了
（神奈川県医師会主催）
横浜医療センター緩和ケア研修会修了
過活動膀胱・神経因性膀胱 講習・実技セミナー修了
塩化ラジウム注射液を用いたRI内用療法における適
正使用に関する安全取扱講習会修了

冨岡　敏也

日本眼科学会専門医
平成29年JADECOM地域志向型指導医講習会修了
麻酔科標榜医
身体障害者福祉法第15条指定医
難病指定医

西川　立人

竹川　義則

日本病理学会病理専門医・指導医
日本臨床細胞学会細胞診専門医・指導医
日本臨床検査医学会臨床検査管理医
2006年三浦半島地域臨床研修指導医養成講習会修了
死体解剖資格
日本病理学会学術評議員
医学博士

北村　俊治

日本麻酔科学会専門医
麻酔科標榜医
指導医のための教育ワークショップ修了
日本医師会認定産業医

日本産科婦人科学会産婦人科専門医
麻酔科標榜医
第7回JADECOM地域志向型指導医講習会修了

磯島　大輔

日本精神神経学会精神科専門医・指導医
精神保健指定医
死体解剖資格
神奈川県医師会主催第7回指導医のための教育ワーク
ショップ修了
難病指定医
日本医師会認定産業医
精神科薬物療法研修会修了静岡県単位型緩和ケア研
修会修了

杉浦　浩朗

日本消化器外科学会専門医
日本外科学会外科専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
検診マンモグラフィー読影認定医
三浦半島地域臨床研修指導医養成講習会修了
プライマリ・ケア認定医
身体障害者福祉法15条指定医
難病指定医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

※「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。



別紙4
（No.3）

2022/4/30

臨床研修病院の名称：横須賀市立市民病院

担当
分野

氏名 所属 役職
臨床

経験年数
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 指導医

指導医
講習会
等の受
講経験
有：○
無：×

資格等No

病院施設番号：　030279　　　　　３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

24 健康管理科 横須賀市立市民病院 診療部長 39年11月 ○ 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、行を挿入して対応すること

杉本　孝一

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
日本腎臓学会専門医
日本臨床薬理学会認定医・研修指導医
日本医師会認定産業医
日本人間ドック学会認定医・健診専門医・健診指導
医
神奈川県医師会主催指導医のための教育ワーク
ショップ修了

※「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。


