
 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 030173        臨床研修病院の名称： 東京逓信病院            

 
 

 

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・小児科 椎尾 康 東京逓信病院 副院長 31年 〇 東京大学医学部付属病院指導医
講習会修了、日本神経学会認定神
経内科専門医・指導医、日本内科
学会認定専門医・指導医、日本臨
床神経生理学会認定医（筋電図・
脳波）、難病指定医（神経難病） 

030173602 1,4 

内科 勝田 秀紀 東京逓信病院 部長 26年 〇 杏林大学指導医養成ワークショ
ップ修了、日本内科学会総合内科
専門医・指導医、日本糖尿病学会
専門医・指導医、日本内分泌学会
内分泌代謝科専門医・指導医、日
本肥満学会肥満症専門医・指導医 

030173602 

 

4 

内科 浅川 雅博 東京逓信病院 医長 12年 〇 日本内科学会認定医・日本糖尿病
学会専門医・指導医、日本内分泌
学会内分泌代謝科専門医 

030173602 3,4 

内科 山崎 佑子 東京逓信病院  9 年 × 日本内科学会認定内科医 030173602  

内科 水地 大輔 東京逓信病院 部長 29年 〇 東京医科歯科大講習会修了、日 
本医師会認定産業医、骨髄移植 
推進財団調整医師、難病指定医 

030173602 3,4 

内科 粂川 華恵 東京逓信病院  1８年 × 日本内科学会総合内科専門医・指
導医、日本血液学会専門医、日本
がん治療認定医機構がん治療認
定医、難病指定医  

030173602  

内科 

 

関 大成 

 

 

東京逓信病院 

 

主任医長 

 

16年 

 

〇 

 

東京大学医学部附属病院指導 
医講習会修了、日本神経学会認 
定神経内科専門医・日本内科学 
会総合内科専門医・指導医、難 
病指定医（神経難病）  

030173602 

 

2.3.4 

 

別紙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） 

内科 坂内 太郎 東京逓信病院 医長 14年 × 日本内科学会認定医・日本神経 
学会認定神経内科専門医・難病 
指定医（神経難病） 

030173602  

内科 山田 美菜子 東京逓信病院 医長 26年 × 日本神経学会認定神経内科専 
門医・指導医、日本内科学会総 
合内科専門医・指導医、難病指 
定医（神経難病） 

030173602  

内科 永迫 友規 東京逓信病院  12年 × 日本神経学会認定神経内科専 
門医、日本内科学会認定内科 
医・指導医、難病指定医（神経 
難病） 

030173602  

内科 濁川 博子 東京逓信病院 主任医長 36年 〇 順天堂大学医学部初期臨床指 
導医講習会修了、日本内科学会 
認定内科医・指導医、日本感染 
症学会認定感染症専門医、ICD 
（インフェクションコントロ 
ールドクター:感染制御）、難病 
指定医 

030173602 4 

内科 光井 洋 東京逓信病院 部長 38年 〇 東京大学医学部附属病院指導 
医講習会修了、日本内科学会総 
合内科専門医・指導医、日本肝 
臓学会専門医・指導医、日本消 
化器病学会専門医・指導医、日 
本医師会認定産業医、難病指定 医 

030173602 3,4 

内科 関川 憲一郎 東京逓信病院 部長 32年 〇 東京大学医学部附属病院指導 
医講習会修了、日本内科学会総 
合内科専門医・指導医、日本消 
化器内視鏡学会専門医・指導 
医、日本消化器病学会専門医・ 
指導医、日本消化管学会胃腸科 
専門医・指導医、日本肝臓学会 
専門医、日本ヘリコバクター学 
会 H.pylori（ピロリ菌）感染症 
認定医、日本医師会認定産業 
医、難病指定医 

030173602 3,4 



 

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） 

内科 小林 克也 東京逓信病院 医長 25年 × 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 
肝臓学会専門医、ICD 制度協議 
会 ICD（感染制御医）、日本がん 
治療認定医機構がん治療認定 
医、身体障害（膀胱又は直腸機 
能障害）指定医、身体障害（肝 
臓機能障害）指定医  

030173602  

内科 加藤 知爾 東京逓信病院 医長 18年 × 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 
消化器内視鏡学会専門医、日本 
がん治療認定医機構がん治療 
認定医、難病指定医 

030173602  

内科 松井 徹 東京逓信病院 医長 16年 × 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 
消化器内視鏡学会専門医、日本 
肝臓学会専門医、日本医師会認 
定産業医、難病指定医 

030173602 3 

内科 深津 徹 東京逓信病院 部長 37年 〇 ＫＫＲ主催講習会修了日本循 
環器学会認定循環器専門医、日 
本内科学会認定内科医、難病指 
定医  

030173602 4 

内科 一戸 能磨 東京逓信病院 医長 21年 〇 東京大学医学部附属病院指導 
医講習会修了、日本循環器学会 
認定循環器専門医、日本内科学 
会総合内科専門医・指導医、日 
本脈管学会認定脈管専門医、日 
本心血管インターベンション 
治療学会認定医、難病指定医  

030173602 3,4 

内科 山中 哲雄 東京逓信病院  16年 × 日本循環器学会認定循環器専 門
医、日本内科学会総合内科専 門
医・指導医、日本脈管学会認 定
脈管専門医、日本心血管イン タ
ーベンション治療学会認定 医、
難病指定医 

030173602  

内科 原 済 東京逓信病院  12年 × 日本内科学会認定医、循環器学 
会認定循環器専門医  

030173602  



 

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 川田 真宏 東京逓信病院 医長 15年 〇 東京大学医学部附属病院指導 
医講習会修了、日本内科学会総 
合内科専門医・指導医、日本腎 
臓学会腎臓専門医・指導医、日 
本透析医学会透析専門医、身障 
者福祉法指定医（腎機能障害）、 
難病指定医  

030173602 4 

内科 松村 実美子 東京逓信病院 

 

 12年 × 日本内科学会総合内科専門医・指導
医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本
透析医学会透析専門医、日本医師会
認定産業医、身障者福祉法指定医（腎
機能障害）、難病指定医 

030173602  

内科 原 啓 東京逓信病院 主任医長 36年 × 日本呼吸器学会呼吸器専門医、 
日本内科学会総合内科専門医、 
日本呼吸器内視鏡学会専門医、 
日本がん治療認定医機構がん 
治療認定医  

030173602  

内科 澁谷 英樹 東京逓信病院 部長 28年 〇 日本医師会指導医のための教 
育ワークショップ修了、日本呼 
吸器学会呼吸器専門医・指導 
医、日本内科学会総合内科専門 
医・指導医、日本アレルギー学 
会認定アレルギー専門医、日本 
がん治療認定医機構がん治療 
認定医、日本医師会認定産業 
医、難病指定医  

030173602 3,4 

内科 稲葉 敦 東京逓信病院 医長 13年 × 日本呼吸器学会呼吸器専門医、 
日本内科学会認定内科医、日本 
結核病学会結核・抗酸菌症認定医 

030173602  

内科 久次米 公誠 東京逓信病院  28年 〇 社会保険横浜中央病院臨床指導医養
成講習会修了、日本呼吸器学会呼吸
器専門医・指導医、日本内科学会総
合内科専門医、日本医師会認定産業
医、ICD 制度協議会認定 ICD（ICD：
インフェクションコントロールドク
ター：感染制御医）、日本臨床検査医
学会臨床検査管理医、難病指定医 

030173602  



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 古畑 総一郎 東京逓信病院 部長 33年 × 日本内科学会認定内科医、日本 
消化器病学会専門医、日本消化 
器内視鏡学会専門医・指導医、 
人間ドック健診専門医・指導 
医、日本医師会認定産業医、難 
病指定医 

030173602  

内科 秋元 和子 東京逓信病院  29年 × 日本内科学会総合内科専門医、 
人間ドック健診専門医・指導 
医、日本消化器病学会専門医、 
日本消化器内視鏡学会専門医、 
日本肝臓学会肝臓専門医、日本 
医師会認定産業医 

030173602  

内科 雅樂川 英樹 東京逓信病院  19年 × 日本内科学会認定内科医、日本 
消化器病学会専門医、人間ドッ 
ク健診専門医・指導医、日本医 
師会認定産業医、難病指定医  

030173602  

内科 西田 久実 東京逓信病院  15年 × 日本人間ドック学会人間ドッ 
ク認定医  

030173602  

外科 野地 秀一 東京逓信病院  20年 × 日本外科学会専門医 030173602  

外科 奥田 純一 東京逓信病院 部長 36年 〇 東京大学医学部附属病院指導 
医講習会修了、日本外科学会専 
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、 臨床研修指導 
医、 難病指定医、身体障害者 
診断指定医  

030173602 3,4 

外科 寺下 勇祐 東京逓信病院  12年 × 日本外科学会専門医 030173602  

外科 村田 祐二郎 東京逓信病院 主任医長 29年 〇 臨床研修協議会責任者養成講 
習会修了、日本外科学会専門 
医、日本消化器外科学会専門 
医・指導医、日本大腸肛門病学 
会専門医・指導医、ICD 制度協 
議会認定 ICD（ICD：インフェク 
ションコントロールドクター：感
染制御医）、臨床研修指導医、消
化器がん外科治療認定医、日本が
ん治療認定医機構暫定教育医、 
難病指定医  

030173602 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） 

外科 山澤 邦宏 東京逓信病院 主任医長 29年 〇 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、臨床研修指導医 

030173602 4 

外科 西村 基 東京逓信病院 医長 26年 × 日本外科学会専門医、日本乳癌 
学会認定医・乳腺専門医、日本 
消化管学会専門医・暫定指導 
医、日本がん治療認定医機構が 
ん治療認定医、日本臨床栄養学 
会指導医、難病指定医 

030173602  

外科 土屋 剛史 東京逓信病院 医長 25年 〇 日本外科学会外科専門医・指導 
医、日本消化器外科学会専門 
医、日本大腸肛門病学会専門 
医、日本消化器内視鏡学会専門 
医 

030173602 4 

外科 永吉 実紀子 東京逓信病院 医長 24年 × 日本外科学会外科専門医、日本 
脈管学会脈管専門医、腹部大動 
脈瘤ステントグラフト実施医、 
下肢静脈瘤血管内レーザー焼 
灼術指導医、難病指定医 

030173602  

外科 下里 あゆ子 東京逓信病院  20年 × 日本外科学会専門医、身体障害 
指定医（ぼうこう又は直腸機能 
障害の診断、小腸機能障害の診 
断）、日本がん治療認定医機構 
がん治療認定医、難病指定医 

030173602  

外科 織畑 光一 東京逓信病院  12年 × 日本外科学会専門医 030173602  

外科 吉野 真帆 東京逓信病院  7 年 × 日本乳がん検診精度管理中央機
構検診マンモグラフィ読影認定
医 

030173602  

呼吸器外科 中原 和樹 東京逓信病院 副院長 37年 × 日本呼吸器外科学会指導医、専 
門医認定機構呼吸器外科専門 
医、日本外科学会専門医、日本 
胸部外科学会認定医、がん治療 
認定医機構教育医 

030173602  

呼吸器外科 宮永 茂樹 東京逓信病院 主任医長 30年 × 日本外科学会専門医、日本胸部 
外科学会認定医 

030173602  



 

 

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） 

呼吸器外科 喜納 五月 東京逓信病院 主任医長 30年 〇 日本呼吸器外科学会専門医、日 
本外科学会外科専門医、日本胸 
部外科学会認定医、日本がん治 
療認定医機構がん治療認定医、 
日本医師会認定産業医 

030173602 4 

 

呼吸器外科 酒井 絵美 東京逓信病院  13年 × 日本外科学会外科専門医 030173602  

脳神経外科 岡本 幸一郎 東京逓信病院 部長 34年 〇 日本脳神経外科学会専門医・指 
導医、日本がん治療認定医機構 
がん治療認定医、日本神経内視 
鏡学会技術認定医、難病指定 
医、身体障害者福祉法指定医  

030173602 3,4 

脳神経外科 川本 俊樹 東京逓信病院 主任医長 31年 × 日本脳神経外科学会専門医・指 
導医、日本脊髄外科学会指導 
医、日本体育協会認定スポーツ 
ドクター 

030173602  

脳神経外科 畑佐 まどか 東京逓信病院 医長 37年  日本脳神経外科学会専門医 030173602  

脳神経外科 筑井 恵美子 東京逓信病院  26年  臨床研修指導医、日本脳神経外 
科学会専門医・指導医 

030173602  

精神科 亀山 知道 東京逓信病院  41年 × 精神保健指定医、日本医師会認 
定産業医、日本精神神経学会指 
導医 

030173602  

精神科 成田 耕介 東京逓信病院 主任医長 25年 〇 精神神経学会精神科専門医 
精神保健指定医 

030173602 4 

整形外科 平岡 久忠 東京逓信病院 部長 36年 〇 埼玉医科大学臨床研修指導医 
講習会修了、日本整形外科学会 
専門医、日本整形外科学会認定 
スポーツ医、日本体育協会公認 
スポーツドクター、日本関節 
鏡・膝・スポーツ整形外科学会 
関節鏡技術認定医（膝） 

030173602 3,4 

整形外科 栗林 聰 東京逓信病院 主任医長 29年 × 日本整形外科学会専門医、日本 
医師会認定産業医、日本体育協 
会公認スポーツドクター、難病 
指定医 

030173602  



 
 
 
 
 

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 小野 雅典 東京逓信病院 医長 23年 × 日本整形外科学会専門医、日本 
リウマチ学会専門医、日本体育 
協会認定スポーツドクター、日 
本麻酔科学会認定医 

030173602  

整形外科 伊藤 祥三 東京逓信病院 医長 21年 × 日本整形外科学会専門医 030173602  

小児科 大塚 里子 東京逓信病院 主任医長  ×  030173602  

小児科 加藤 弘規 東京逓信病院  13年 × 日本小児科学会専門医 030173602  

眼科 榎本 暢子 東京逓信病院 部長 21年 〇 日本眼科学会眼科専門医・指導
医、日本 PDT研究会眼科 PDT療法
認定医、CTR 治療認定医ⅰStent
治療認定医、視覚障碍者用補装具
適合判定医、難病指定医、身体障
害福祉法指定医 

030173602 3,4 

眼科 上田 浩平 東京逓信病院  17年 × 日本眼科学会眼科専門医、日本
PDT研究会眼科 PDT療法認定医、
ボトックス治療認定医 

030173602  

眼科 五十嵐 希望 東京逓信病院  10年 × ボトックス治療認定医、日本医師
会認定産業医、CTR治療認定医 
視覚障碍者用補装具適合判定医、 
難病指定医、ICD制度協議会認定
ICD、（ICD：インフェクションコ
ントロールドクター：感染制御
医） 

030173602  

皮膚科 三井 浩 東京逓信病院 部長 27年 × 日本皮膚科学会認定専門医、 
難病指定医 

030173602  

形成外科 岩井 奈都子 東京逓信病院 医長 19年 〇 日本形成外科学会認定専門医、 
小児形成外科分野専門医、日本 
乳房オンコプラスティックサ 
ージャリー学会認定責任医師 

030173602 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 村田 太郎 東京逓信病院 部長 23年 〇 全国自治体病院協議会主催講 
習会修了、日本泌尿器科学会専 
門医・指導医、日本内分泌学会 
内分泌代謝科（泌尿器科）専門 
医、がん治療認定医機構がん治 
療認定医、難病指定医、身体障害
者福祉法指定医 

030173602 3,4 

耳鼻咽喉科 八木 昌人 東京逓信病院 部長 39年 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医、日 
本 気 管 食道 科 学 会認 定 
専門医 、日本めまい平衡医学会
めまい相談医、難病指定医 

030173602 3 

耳鼻咽喉科 吉川 弥生 東京逓信病院 主任医長 28年 〇 日本耳鼻咽喉科学会認定専門 
医、日本耳鼻咽喉科学会専門研 
修指導医、日本耳鼻咽喉科学会 
補聴器相談医、難病指定医  

030173602 4 

放射線科 小久保 敏之 東京逓信病院 部長 36年 × 日本医学放射線学会放射線科 
専門医、検診マンモグラフィ読 
影認定医 

030173602 3 

放射線科 北口 真由香 東京逓信病院 医長 14年 × 日本医学放射線学会放射線治 
療専門医 

030173602  

放射線科 松坂 優己 東京逓信病院 医長 13年 × 日本医学放射線学会放射線診 
断専門医、検診マンモグラフィ 
読影認定医  

030173602  

放射線科 塩田 沙織 東京逓信病院  10年 × 日本医学放射線学会放射線診断
専門医・指導医 

030173602  

IVR科 原 美佐子 東京逓信病院  19年 × 日本医学放射線学会放射線診断
専門医 

030173602  

病理診断科 岸田 由起子 

(CPC) 

東京逓信病院 部長 32年 × 日本病理学会認定病理専門医、 
病理専門医研修指導医、日本臨 
床細胞学会細胞診専門医 

030173602 3 

病理診断科 田尻 亮輔 

(CPC) 

東京逓信病院 医長 22年 〇 東京大学医学部附属病院指導 
医講習会修了、日本病理学会認 
定病理専門医、日本病理学会学 
術評議員、日本臨床細胞学会細 
胞診専門医、死体解剖資格 

030173602 4 



担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経
験年数 
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４  臨床研修指導医 

 （指導医） 

麻酔科 大辻 幹哉 東京逓信病院 部長 26年 〇 東京大学医学部附属病院指導
医講習会修了、麻酔標榜医、日
本麻酔科学会専門医 

030173602 3,4 

麻酔科 藤原 治子 東京逓信病院 主任医長 31年 × 麻酔標榜医、日本ペインクリニ 
ック学会専門医、日本麻酔科学 
会指導医、日本医師会認定産業 
医 

030173602  

麻酔科 星山 秀 東京逓信病院 医長 26年 × 麻酔標榜医、日本麻酔科学会専 
門医 

030173602  

麻酔科 武田 昌子 東京逓信病院 主任医長 27年 × 麻酔標榜医、日本麻酔科学会指 
導医・専門医、日本ペインクリ 
ニック学会専門医、日本医師会 
認定産業医、日本心臓血管麻酔 
学会日本周術期経食道心エコ 
ー認定医、緩和ケア研修会修了
  

030173602  

麻酔科 松村 典子 東京逓信病院  17年 × 麻酔標榜医、日本麻酔科学会専 
門医 

030173602  

麻酔科 小柳 哲男 東京逓信病院 医長 14年 × 麻酔標榜医、日本麻酔科学会専 
門医、日本ペインクリニック学 
会専門医  

030173602  

緩和ケア科 田代 典子 東京逓信病院 主任医長 37年 〇 日本医師会指導医のための教
育ワークショップ修了、麻酔標
榜医、日本麻酔科学会認定医、
日本医師会認定産業医、日本東
洋医学会認定医 

030173602 4 

救急診療科 西田 昌道 

（救急医療指導） 

東京逓信病院 

 

部長 37年 〇 臨床研修指導医、救急学会専門 
医、救急医学会指導医、総合診 
療特任指導医  

030173602 3,4 

救急診療科 横田 茉莉 

（救急医療指導） 

東京逓信病院 医長 14年 〇 日本救急医学会専門医、日本内
科学会認定内科医・指導医、日
本専門医機構総合診療特任指
導医、日本医師会認定産業医、
日本高気圧環境・潜水医学会専
門医、日本救急医学会 ICLS デ
ィレクター、日本内科学会
JMECCインストラクター 

030173602 4 

救急診療科 中原 信二 東京逓信病院 主任医長 31年 〇 救急医学、公衆衛生 030173602 4 



 
※ 「担当分野」欄には、様式１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。 


