
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

 

 

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 大木元 明義 市立宇和島病院 

副院長兼内科統

括科長兼アカデ

ミックセンター

長 

26 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本内科

学会指導医、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、日本老年医学会認定老年病

専門医・指導医、日本禁煙学会禁煙

認定専門指導医、日本心臓病学会心

臓病上級臨床医、日本人類遺伝学

会・日本遺伝カウンセリング学会専

門医、米国心臓学会上級会員、米国

心臓病学会上級会員、米国内科学会

上級会員、JMECCインストラクター、

ICLS・BLSインストラクター、日本医

師会認定産業医、日本心不全学会お

よび日本不整脈学会「植込み型除細

動器／ペーシングによる心不全治

療」研修証、愛媛大学大学院医学系

研究科博士学位取得、Brigham and 

Women`s Hospital Harvard Medical 

School 在籍、卒後臨床研修指導医講

習会受講済 

030680301 1・3・4 

別紙４ 



（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

 

 

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 大島 清孝 市立宇和島病院 

循環器内科主任科

長兼救命救急セン

ター副センター長 

25 ○ 

日本循環器学会認定循環器専門医、

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門

医、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

学会指導医、日本医師会認定産業医、

日本心不全学会および日本不整脈学

会「植込み型除細動器／ペーシング

による心不全治療」研修証、ｺﾞｱ・ﾊﾞ

ｲｱﾊﾞｰﾝ・ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ修了証、

卒後臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

内科 河野 珠美 市立宇和島病院 循環器内科科長 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、日本循環器学

会専門医、日本医師会認定産業医、

卒後臨床研修指導者講習会受講済 

030680301 4 

内科 澤近 弘 市立宇和島病院 医長 9 ○ 
日本リウマチ学会リウマチ専門医、

日本内科学会認定内科医 
030680301 4 

別紙４ 



（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

 

 

 

 

 

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 金子 政彦 市立宇和島病院 

副院長兼 

診療部長兼血液

内科科長兼感染

管理部長 

30 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本内科

学会指導医、日本内科学会総合内科

専門医、日本血液学会血液専門医、

日本人間ドック学会認定医、ICD、

JMECC（内科救急 ICLS講習会）ｲﾝｽﾄﾗ

ｸﾀｰ、ICLS・BLS ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

責任者養成講習会受講済、日本化学

療法学会抗菌化学療法指導医・認定

医、人間ドック健診情報管理指導士、

卒後臨床研修指導医講習会受講済 

030680201 4 

内科 鹿田 久治 市立宇和島病院 

血液内科主任科

長兼外来化学療

法室長 

21 ○ 

日本内科学会認定内科医、日本内科

学会指導医、日本血液学会認定血液

専門医・指導医、日本臨床腫瘍学会

がん薬物療法専門医・指導医、日本

内科学会総合内科専門医、日本腫瘍

学会指導医、卒後臨床研修指導医講

習会受講済 

030680201 4 

別紙４ 



（No.4） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

 

 

 

 

 

 

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 藤堂 裕彦 市立宇和島病院 

内分泌内科科長

兼糖尿病内科科

長 

19 ○ 

日本内分泌学会内分泌代謝科(内科)

専門医・指導医、日本甲状腺学会専

門医、日本糖尿病学会専門医、日本

内科学会認定内科医、日本内科学会

総合内科専門医、日本超音波医学会

専門医、卒後臨床研修指導医講習会

受講済 

030680301 4 

内科 濵田 千鶴 市立宇和島病院 
呼吸器内科 

副科長 
13 〇 

日本内科学会認定内科医、日本呼吸

器学会呼吸器専門医、卒後臨床研修

指導医講習会受講済 

030680301 4 

内科 上杉 和寛 市立宇和島病院 
消化器内科 

副科長 
17 ○ 卒後臨床研修指導医講習会受講済 030680301 4 

別紙４ 



（No.5） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

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 山内 一彦 市立宇和島病院 

消化器内科主任

科長兼糖尿病内

科主任科長 

29 ○ 

日本消化器病学会消化器病専門医・

指導医、日本消化器内視鏡学会消化

器内視鏡専門医・指導医、日本病態

栄養学会病態栄養専門医および NST ｺ

ｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、日本病態栄養学会病態栄

養専門医研修指導医、日本糖尿病学

会専門医・研修指導医・療養指導医、

日本内科学会総合内科専門医、日本

肝臓学会肝臓専門医、日本肝臓学会

肝臓指導医、愛媛県医師会処方料・

処方箋料算定に伴う「不安または不

眠に係る第 2 回研修会」受講、済生

会今治病院 BLS＋AED ｺｰｽ受講、公正

研究推進協会研究者ｺｰｽｶﾘｷｭﾗﾑ修了、

公正研究推進協会 GCP/治験対象ｺｰｽ

_2020 ｶﾘｷｭﾗﾑ修了、公正研究推進協会

継続コース_2021 ｶﾘｷｭﾗﾑ修了、日本医

師会認定産業医、日本内科学会指導

医 

030680301 4 

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：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

 

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） 

呼吸器外科 根津 賢司 市立宇和島病院 

救命救急センタ

ー長兼診療部呼

吸器外科科長 

28 ○ 

日本外科学会専門医・指導医、日本

呼吸器外科学会専門医、日本がん治

療認定医機構がん治療認定医、日本

消化器外科学会認定医、肺がん CT検

診認定医、ＤＭＡＴ医師、卒後臨床

研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

外科 今井 良典 市立宇和島病院 
医監兼医局長兼

外科統括科長 
26 ○ 

日本外科学会認定医・専門医、死体

解剖資格認定(病理解剖)、がん治療

認定医、日本消化器外科学会消化器

外科専門医・消化器がん外科治療認

定医、卒後臨床研修指導医講習会受

講済 

030680301 4 

乳腺外科 岡田 憲三 市立宇和島病院 科長 38 ○ 

日本外科学会認定医・専門医・指導

医､日本乳癌学会認定医･乳腺専門

医･指導医、乳房超音波講習会受講済

(A 判定)､ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ読影試験受講済

(A 評価)､日本臨床腫瘍学会暫定指導

医､日本消化器外科学会認定医､日本

静脈経腸栄養学会認定医･評議員､卒

後臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

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：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

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） 

肝臓・胆の

う・膵臓外科 
中村 太郎 市立宇和島病院 

科長兼手術部長

兼アカデミック

センター副セン

ター長 

28 ○ 

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

本肝臓学会専門医、日本肝胆膵外科

学会評議員・肝胆膵外科高度技能専

門医、日本消化器外科学会消化管が

ん外科治療認定医、卒後臨床研修指

導医講習会受講済 

030680301 2・4 

心臓血管 

外科 
坂尾 寿彦 市立宇和島病院 

科長兼 MEセンタ

ー長 
39 × 

日本胸部外科学会認定医、日本外科

学会専門医.指導医、日本循環器学会

認定専門医、日本医師会認定産業医 

030680301 4 

心臓血管 

外科 
石田 直樹 市立宇和島病院 副科長 16 ○ 

日本外科学会専門医、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ読影

試験 B 評価、卒後臨床研修指導医講

習会受講済 

030680301 4 

整形外科 藤田 勝 市立宇和島病院 

主任科長兼医療

安全管理部長兼ﾘ

ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科科長 

29 ○ 

日本整形外科学会専門医、脊椎脊髄

病医、脊椎脊髄外科指導医、2021 年

度「医療安全管理者養成研修」修了、

卒後臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

脳神経外科 善家 喜一郎 市立宇和島病院 院長 35 ○ 

日本脳神経学会専門医、プログラム

責任者養成講習会受講済、医療安全

管理者養成講座プログラム修了、卒

後臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 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：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

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） 

脳神経外科 正田 大介 市立宇和島病院 科長 27 〇 

日本脳神経外科学会専門医・指導医、

日本脳神経血管内治療学会専門医、

脳梗塞ｒｔ－ＰＡ適正使用講習会、

卒後臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

小児科 長谷 幸治 市立宇和島病院 科長 23 ○ 
日本小児科学会専門医・指導医、卒

後臨床研修指導医講習会受講済 
030680301 4 

小児科 浅見 経之 市立宇和島病院 医長 11 〇 

日本小児科学会専門医、日本アレル

ギー学会専門医、卒後臨床研修指導

医講習会受講済 

030680301 4 

臨床検査科 中西 護 市立宇和島病院 科長 40 ○ 

日本病理学会病理専門医・指導医、

死体解剖資格認定(病理解剖)、卒後

臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

病理診断科 

（ＣＰＣ） 
松影 昭一 市立宇和島病院 

科長兼臨床検査
科主任科長 

28 ○ 

日本病理学会病理専門医、病理専門

医研修指導医、死体解剖資格認定証

明(病理解剖)、日本臨床検査医学会

臨床検査管理医、日本臨床細胞学会

細胞診専門医・教育研修指導医、卒

後臨床研修指導医養成講習会受講済 

030680301 4 

産婦人科 中橋 德文 市立宇和島病院 主任科長 40 ○ 

日本産科婦人科学会専門医・指導医、

母体保護法指定医、卒後臨床研修指

導医講習会受講済 

030680301 4 

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：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

 
 
 

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 清村 正樹 市立宇和島病院 科長 24 ○ 
日本産婦人科学会専門医・指導医、母体保護法

指定医、卒後臨床研修指導医講習会受講済 
030680301 4 

産婦人科 横山 真紀 市立宇和島病院 医長 9 〇 
日本産科婦人科学会構産婦人科専門医、卒後臨

床研修指導医講習会受講済 
030680301 4 

眼科 田原 壮一朗 市立宇和島病院 副科長 8 〇 
日本眼科学会専門医、卒後臨床研修指導医講習

会受講済 
030680301 4 

耳鼻咽喉科 吉田 正 市立宇和島病院 科長 21 ○ 

日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医、日

本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医、日本がん治療

認定医機構がん治療認定医、日本頭頸部外科学

会頭頸部がん専門医・指導医、嚥下機能評価研

修会、卒後臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

皮膚科 藥師寺 直喜 市立宇和島病院 科長 28 ○ 
日本皮膚科学会認定専門医・指導医、卒後臨床

研修指導医講習会受講済 
030680301 4 

泌尿器科 岡 明博 市立宇和島病院 主任科長 32 ○ 

日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本臨床腎

移植学会腎移植認定医、泌尿器腹腔鏡技術認定

制度認定医、卒後臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

別紙４ 



（No.10） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030680    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

 

 

 

 

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） 

泌尿器科 小山 花南江 市立宇和島病院 医長 13 ○ 

日本泌尿器科学会認定医・専門医・指導医、日

本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定制度

認定、卒後臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

放射線科 福井 聡 市立宇和島病院 主任科長 35 ○ 

日本核医学会専門医、日本核医学会 PET核医学

認定医、日本放射線腫瘍学会及び日本医学放射

線学会放射線治療専門医、平成 31年度第 5回「が

んのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修」、第 18回塩化ﾗｼﾞｳﾑ

(Ra-223)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、卒後臨床研修

指導医講習会受講済 

030680301 4 

放射線科 竹口 崇 市立宇和島病院 科長 27 ○ 

日本核医学会専門医、日本核医学会 PET核医学

認定医、第 14回日本放射線科専門医会マンモグ

ラフィー講習会受講証、マンモグラフィー読影

試験(Ａ評価）、日本医学放射線学会放射線診断

専門医、日本医学放射線学会研修指導者、卒後

臨床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

別紙４ 



（No.11） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030681    臨床研修病院の名称：市立宇和島病院  

 
※ 「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、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） 

麻酔科 仙波 和記 市立宇和島病院 

主任科長兼救命

救急センター副

センター長 

25 ○ 

日本麻酔科学会麻酔科専門医・指

導医、日本集中治療医学会集中治

療専門医、麻酔科標榜医、卒後臨

床研修指導医養成講習会受講済、

ＤＭＡＴ医師 

030680301 4 

麻酔科 出﨑 陽子 市立宇和島病院 副科長 17 ○ 

日本麻酔科学会麻酔科専門医・指

導医、麻酔科標榜医、日本集中治

療医学会集中治療専門医、卒後臨

床研修指導医講習会受講済 

030680301 4 

別紙４ 


