
31.臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 別紙４

臨床研修病院の名称：小田原市立病院

担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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 川口　竹男 小田原市立病院 病院長 38 ×

日本内科学会教育指令病院教育責任者
日本内科学会内科専門医
日本内科学会総合内科専門医　日本医師
会認定産業医
日本内科学会内科認定医　日本内科学会
内科指導医
日本循環器学会循環器専門医　日本超音
波学会専門医

30298302

内科 弓削　大 小田原市立病院 診療部長・科部長 22 ○

日本内科学会認定内科医　日本内科学会
内科指導医
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　不整脈学
会不整脈専門医
日本不整脈学会ICD/CRT-D植込み認定医
臨床研修指導医

30298302 4

内科 東谷　浩一 小田原市立病院 担当部長 22 ○
日本外科学会認定医
日本外科学会外科専門医
臨床研修指導医

30298302 4

内科 成毛　崇 小田原市立病院 担当部長 18 ×

日本内科学会認定内科医　日本内科学会
総合内科専門医
日本内科学会内科指導医　日本循環器学
会循環器専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医

30298302

内科 根本　照世志 小田原市立病院 医長 10 ×
日本内科学会認定内科医
日本内科学会内科指導医 30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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 堀口　愛 小田原市立病院 医長 9 ×
日本内科学会認定内科医
日本内科学会内科指導医 30298302

内科 小倉　庸平 小田原市立病院 医長 8 × 日本内科学会認定内科医 30298302

腎臓内科 濱野　直人 小田原市立病院 医長 12 ○

日本内科学会認定内科医　　日本内科学
会内科指導医
日本透析医学会透析専門医　日本透析医
学会透析指導医
日本腎臓学会腎臓専門医　日本腎臓学会
腎臓指導医
日本内科学会総合内科専門医　臨床研修
指導医

30298302 4

糖尿病内分泌内
科

上田　絢美 小田原市立病院 医長 10 ×

日本内科学会認定内科医　　日本内科学
会内科指導医
日本内分泌学会内分泌代謝科（内科）専
門医
日本糖尿病学会糖尿病専門医

30298302

心身医療科 竹内　文一 小田原市立病院 主任部長 31 ○

精神保健指定医　日本精神神経学会指導
医
日本精神神経学会精神科専門医
日本医師会認定産業医　日本総合病院精
神医学会特定指導医
臨床研修指導医

30298302 4

内科 藤嶋　彬 小田原市立病院 医長 7 × 日本内科学会内科認定医 30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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 池内　哲 小田原市立病院 主任部長 28 ○

日本内科学会総合内科専門医　日本消化
器病学会消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会専門医　日本内科
学会認定内科医
日本内科学会内科指導医　日本肝臓学会
肝臓専門医　臨床研修指導医

30298302 4

内科 丸岡　直隆 小田原市立病院 主任部長 23 ○

日本内科学会認定内科医　日本消化器内
視鏡学会専門医
日本消化器内視鏡学会指導医　日本消化
器病学会消化器病専門医
日本内科学会総合内科専門医　日本内科
学会内科指導医　臨床研修指導医

30298302 4

内科 吉澤　繁 小田原市立病院 担当部長 28 ○

日本内科学会認定専門医　　日本内科学
会総合内科専門医
日本内科学会認定内科医　日本消化器病
学会消化器専門医
日本消化器病学会消化器指導医　日本消
化器内視鏡学会認定医
日本消化器病学会専門医　日本消化器内
視鏡学会指導医
日本内科学会内科指導医　臨床研修指導
医

30298302 4

内科 河村　晴信 小田原市立病院 担当部長 25 ×

日本内科学会認定内科医　　日本内科学
会内科指導医
日本内科学会総合内科専門医　　日本消
化器病学会消化器専門医
日本消化器病学会指導医　　日本消化器
内視鏡学会専門医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本カプセル内視鏡学会指導医　　日本
カプセル内視鏡学会認定医
日本肝臓学会肝臓専門医　日本消化管学
会胃腸科専門医

30298302

内科 桑田　千歳 小田原市立病院 担当部長 16 ×
日本内科学会認定内科医　日本内科学会
内科指導医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医

30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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）

小児科
（一般外来研
修）

松田　基 小田原市立病院 副院長・科部長 29 ○

日本小児科学会認定医　日本小児科学会
専門医
日本血液学会専門医　日本化学療法学会
認定医
日本環境感染学会インフェクションコン
トロールドクター（ＩＣＤ）
臨床研修指導医

30298302 4

小児科
（一般外来研
修）

中村　智子 小田原市立病院 担当部長 29 ×
日本小児科学会認定医　日本小児科学会
専門医
日本小児科学会小児科指導医　日本腎臓
学会腎臓専門医

30298302

小児科
（一般外来研
修）

小郷　寛史 小田原市立病院 担当部長 20 ○
日本小児科学会専門医　日本小児科学会
小児科指導医
臨床研修指導医

30298302 4

小児科
（一般外来研
修）

伊藤　淳 小田原市立病院 担当部長 18 ○
日本小児科学会専門医
日本小児科学会指導医
臨床研修指導医　公衆衛生学博士

30298302 4

小児科
（一般外来研
修）

佐藤　睦美 小田原市立病院 担当部長 14 ×
日本小児科学会専門医　日本小児科学会
指導医
日本てんかん学会専門医
日本小児神経学会専門医

30298302

小児科
（一般外来研
修）

小堀　大河 小田原市立病院 担当部長 14 ×
日本小児科学会専門医
日本小児科学会指導医
日本アレルギー学会専門医（小児科）

30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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 小山　隆史 小田原市立病院 病院長補佐 37 ○
日本外科学会認定医
日本外科学会外科専門医
マンモグラフィ読影認定医　臨床研修指
導医　日本障害者指定医

30298302 4

外科 清家　和裕 小田原市立病院 診療部長 30 ○

日本外科学会認定医　日本外科学会専門
医　日本外科学会指導医
日本消化器外科学会認定医　　日本消化
器外科学会専門医
日本消化器外科学会消化器外科指導医
日本消化器外科学会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
化器内視鏡学会指導医
日本大腸肛門病学会専門医　日本大腸肛
門病学会指導医

30298302 4

外科 亀髙　尚 小田原市立病院 主任部長 29 ○

日本外科学会専門医　日本外科学会指導
医　日本外科学会認定医
日本消化器外科学会専門医　日本肝胆膵
外科学会高度技能指導医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
日本消化器外科学会がん科治療認定医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療
認定医
マンモグラフィ読影認定医　臨床研修指
導医

30298302 4

外科 牧野　裕庸 小田原市立病院 主任部長 25 〇

日本外科学会外科専門医　　日本外科学
会外科認定医
日本外科学会外科指導医　日本肝胆膵外
科学会認定高度技能指導医
日本消化器外科学会専門医　日本消化器
外科指導医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療
認定医　マンモグラフィ読影認定医
臨床研修指導医

30298302 4

外科 深田　忠臣 小田原市立病院 担当部長 20 ×

日本外科学会外科専門医　日本消化器外
科学会専門医
日本消化器外科消化器外科指導医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療
認定医
マンモグラフィ読影認定医

30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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 秋山　貴洋 小田原市立病院 担当部長 16 〇

日本外科学会外科専門医　日本外科学会
指導医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会指導医　日本消化器
外科学会消化器がん外科治療認定医
マンモグラフィ読影認定医　臨床研修指
導医

30298302 4

外科 古田土　高志 小田原市立病院 医長 7 ×
日本外科学会外科専門医
日本医師会認定産業医 30298302

外科 鈴木　良介 小田原市立病院 医長 11 ×
日本脳神経外科学会　専門医
日本脳血管内治療学会　専門医
日本脳卒中学会認定　脳卒中専門医
日本脳卒中の外科学会　技術認定医

30298302

外科 五林　優子 小田原市立病院 医師 7 × 日本脳神経外科学会　専門医 30298302

整形外科 野寄　浩司 小田原市立病院 病院長補佐 34 ○

日本整形外科学会専門医　日本整形外科
学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会認定医　日本リウマチ
学会専門医　日本リウマチ学会指導医
日本整形外科学会運動器リハビリテー
ション医　日本人工関節学会認定医
日本スポーツ協会スポーツドクター　臨
床研修指導医

30298302 4



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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 平田　康英 小田原市立病院 担当部長 15 ×
日本整形外科学会整形外科専門医
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会認定リハビリテーショ
ン医

30298302

整形外科 國谷　嵩 小田原市立病院 医長 15 ×

日本整形外科学会整形外科専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会　脊椎脊髄外科指導
医
日本脊椎脊髄病学会　脊椎脊髄外科専門
医

30298302

整形外科 大歳　晃生 小田原市立病院 医長 12 × 日本整形外科学会整形外科専門医 30298302

整形外科 佐々木　崇博 小田原市立病院 医長 8 × 日本整形外科学会整形外科専門医 30298302

形成外科 津田　智子 小田原市立病院 医長 8 ○
日本形成外科学会専門医
日本医師会認定産業医
臨床研修指導医

30298302 4

緩和ケア科 吉野　和穂 小田原市立病院 主任部長 23 ○

日本外科学会専門医　　日本がん治療認
定医機構がん治療認定医
日本呼吸器外科学会専門医　　日本緩和
医療学会専門医
日本緩和医療学会暫定指導医　日本医師
会認定産業医　　臨床研修指導医

30298302 4



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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 仁藤　まどか 小田原市立病院 医長 9 × 30298302

心臓血管外科 石川　智啓 小田原市立病院 主任部長 28 ○

日本外科学会専門医　　日本外科学会認
定医　日本胸部外科学会認定医
日本循環器学会専門医　心臓血管外科専
門医
日本ステントブラフト実施基準管理委員
会各種ステンドグラフト指導医
臨床研修指導医

30298302 4

心臓血管外科 畠田　和嘉 小田原市立病院 担当部長 21 ×
日本外科学会専門医
日本外科学会認定医
心臓血管外科専門医

30298302

皮膚科 水野　尚 小田原市立病院 主任部長 28 ○
日本皮膚科学会専門医　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

30298302 4

泌尿器科 原　芳紀 小田原市立病院 主任部長 38 ○
日本泌尿器科学会指導医　日本泌尿器科
学会専門医
臨床研修指導医

30298302 4

泌尿器科 藤川　直也 小田原市立病院 担当部長 18 ×

日本泌尿器学会泌尿器専門医　日本泌尿
器学会泌尿器指導医
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手術
技術認定医

30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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 平吹　知雄 小田原市立病院 主任部長 36 ○

日本産婦人科学会専門医　日本産婦人科
学会指導医
臨床遺伝専門医制度専門医　臨床遺伝専
門医制度指導医
日本人類遺伝学会認定医
日本周産期・新生児医学会専門医（母
体・胎児）
日本周産期・新生児医学学会周産期（母
体・胎児）暫定指導医
日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医
日本女性医学学会女性ヘルスケア暫定指
導医　臨床研修指導医

30298302 4

産婦人科 平田　豪 小田原市立病院 担当部長 14 ×

日本産婦人科学会専門医　日本産婦人科
学会産婦人科指導医
日本産科婦人科内視鏡学会腹腔鏡技術認
定医　日本がん治療認定医機構がん治療
認定医　日本内視鏡外科学会技術認定医
母体保護法指定医

30298302

産婦人科 石川　玲奈 小田原市立病院 医長 10 × 日本産婦人科学会産婦人科専門医 30298302

産婦人科 戸田 美咲 小田原市立病院 医長 7 × 日本産婦人科学会専門医 30298302

産婦人科 内山　亜弥 小田原市立病院 医長 16 ×

日本産婦人科学会専門医
日本産婦人科学会指導医
日本がん治療認定機構　がん治療認定医
日本臨床細胞学会　細胞診専門医
日本産婦人科学会　婦人科腫瘍専門医

30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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）

眼科 鈴木　真理子 小田原市立病院 部長 12 × 日本眼科学会専門医 30298302

耳鼻咽喉科・頭
頸部外科

寺﨑　雅子 小田原市立病院 担当部長 39 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医　日本耳鼻咽
喉科学会騒音性難聴担当医
日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医　日本
耳鼻咽喉科学会補聴器適合判定医
日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門研修
指導医
日本気管食堂科学会専門医　日本気管食
堂科学会認定医
日本医師会認定産業医　難病医療費助成
制度指定医
厚生医療（耳鼻咽喉科に関する医療）担

30298302 1、3、4

耳鼻咽喉科・頭
頸部外科

德留 卓俊 小田原市立病院 医長 12 ○
日本耳鼻咽喉科学会専門医　嚥下機能評
価担当医
臨床研修指導医

30298302 4

リハビリテー
ション科

霜田　直史 小田原市立病院 主任部長 23 ○
日本リハビリテーション医学会専門医
日本リハビリテーション医学会指導医
臨床研修指導医

30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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）

放射線科 山田　和彦 小田原市立病院 主任部長 38 ○

日本医学放射線科専門医　日本医学放射
線学会研修指導医
肺がんＣＴ検診認定機構肺がんＣＴ検診
認定医
検診マンモグラフィ読影認定医　臨床研
修指導医

30298302 4

放射線科 雜賀　一美 小田原市立病院 担当部長 33 ○

日本放射線腫瘍学会専門医　日本医学放
射線学会専門医
日本医学放射線学会研修指導者　日本放
射線学会専門医　日本核医学会認定医
日本核医学学会PET核医学認定医　日本核
医学会専門医
日本放射線腫瘍学会認定医　臨床研修指
導医

30298302 4

放射線科 渡邉　玲子 小田原市立病院 担当部長 17 ×
日本放射線学会放射線診断専門医
日本核医学会核医学専門医
日本核医学会ＰＥＴ核医学認定医

30298302

麻酔科 小川　真 小田原市立病院 主任部長 34 ○
日本麻酔科学会指導医　日本麻酔科学会
専門医
臨床研修指導医

30298302 4

麻酔科 長野　治和 小田原市立病院 担当部長 20 ×
日本麻酔科学会専門医
日本麻酔科学会認定医 30298302

麻酔科 髙橋　マキ 小田原市立病院 担当部長 16 ×
日本麻酔科学会指導医
日本麻酔科学会専門医
日本麻酔科学会認定医

30298302

麻酔科 相原　謙一 小田原市立病院 担当部長 15 ×
日本麻酔科学会専門医
日本麻酔科学会指導医
日本麻酔科学会認定医

30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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）

麻酔科 盛　直博 小田原市立病院 担当部長 15 ○
日本麻酔科学会指導医
日本麻酔科学会専門医
日本麻酔科学会認定医
臨床研修指導医

30298302 4（825号）

麻酔科 清水　祐一郎 小田原市立病院 担当部長 13 ×
日本麻酔科学会指導医
日本麻酔科学会専門医
日本麻酔科学会認定医

30298302

麻酔科 副島　亜紀子 小田原市立病院 担当部長 12 ×
日本麻酔科学会認定医
日本麻酔科学会専門医 30298302

麻酔科 竹内　洋平 小田原市立病院 医長 10 ×
日本麻酔科学会認定医
日本麻酔科学会専門医 30298302

救急科 飯塚　進一 小田原市立病院 部長 21 ○
日本救急医学会救急科専門医　日本救急
医学会指導医
日本外科学会外科専門医
日本外傷学会専門医　臨床研修指導医

30298302 4



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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）

救急科 梅鉢　梨真子 小田原市立病院 担当部長 13 ○
日本救急医学会救急科専門医
日本航空医療学会認定指導者
臨床研修指導医

30298302 4（549号）

救急科 福嶋　友一 小田原市立病院 担当部長 17 ○

日本救急医学会救急科専門医　日本救急
医学会ＩＣＬＳコースディレクター
日本救急医学会ＩＣＬＳ指導者養成コー
スディレクター
Ｊ-ＣＩＭＥＬＳディレクター
臨床研修指導医

30298302 4（588号）



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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）

救急科 三浦　麻美 小田原市立病院 医長 9 ○
日本救急医学会専門医
臨床研修指導医 30298302 4

病理診断科 三富　弘之 小田原市立病院 主任部長 38 ×

日本内科学会認定専門医　　日本消化器
内視鏡学会認定医
死体解剖資格　　日本病理学会認定病理
医（専門医）
日本臨床細胞学会専門医

30298302

臨床検査科 金子　和裕 小田原市立病院 主任部長 38 ×
日本ペインクリニック学会認定医
日本麻酔科学会指導医 30298302



担当分野 氏名 所属 役職 臨床研修年数

指導医講
習会等の
受講経験
有り：○
無し：×

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）

※　「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


