
（No.１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

糖尿病・内分

泌・代謝内科 
七里 眞義 東京共済病院 院長 42 × 

日本内分泌学会専門医・指導医 

日本糖尿病学会専門医・指導医                                                                                                      

日本内科学会総合内科専門医 

日本高血圧学会専門医・指導医 

日本腎臓学会専門医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

循環器科 足立 博雅 東京共済病院 
副院長、診療部長（内

科系） 
37 ○ 

日本内科学会認定医                                                                                                       

日本循環器学会認定専門医 

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
3,4 

消化器・一般

外科 
後小路 世士夫 東京共済病院 

副院長、兼診療部長

（外科系、部長） 
35 ○ 

日本外科学会認定専門医                                                                                                      

日本消化器内視鏡学会専門医                                                                                                  

日本消化器内視鏡学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

呼吸器科 野口 智加 東京共済病院 部長 27 ○ 
日本内科学会認定総合内科専門医                                                                                                               

日本呼吸器学会専門医                                                                                                     

日本医師認定産業医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
1,4 

呼吸器科 中川 淳 東京共済病院 副部長 18 ○ 
日本内科学会認定総合内科専門医                                                                                                        

日本呼吸器学会呼吸器専門医                                                                                                       

日本呼吸器内視鏡学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

呼吸器科 片柳 真司 東京共済病院  14 ○ 

日本内科学会認定内科医・専門医 

日本内科学会総合内科専門医                                                                                                        

日本呼吸器学会呼吸器専門医 

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

緩和ケア研修会修了 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

呼吸器科 刘  楚枢 東京共済病院  7 × 緩和ケア研修会修了 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

呼吸器科 佐野 春実 東京共済病院  5 ×   
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

消化器科 永山 和宜 東京共済病院 部長 29 〇 

日本内科学会認定総合内科専門医 

日本消化器病学会消化器病専門医・指導医 

日本肝臓学会肝臓専門医 

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

日本ヘリコバクター学会認定医 

日本プライマリ・ケア連合学会認定医 

認定 ICD 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

消化器科 宍戸 華子 東京共済病院 医長 14 〇 

日本内科学会認定内科医 

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専門医・指導医 

日本肝臓学会肝臓専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

消化器科 唐鎌 優子 東京共済病院 医長 21 〇 
日本消化器病学会消化器病専門医 

日本肝臓学会肝臓専門医・指導医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

消化器科 大坪 加奈 東京共済病院  11 × 
日本消化器病学会消化器病専門医 

日本肝臓学会肝臓専門医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

緩和ケア研修会終了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

消化器科 五十嵐 亮 東京共済病院  9 × 
日本内科学会認定内科医 

緩和ケア研修会終了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

消化器科 土屋 麻央 東京共済病院  10 × 緩和ケア研修会修了 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

消化器科 緒方 香菜子 東京共済病院   4 × 緩和ケア研修会修了 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

循環器科 山口 博明 東京共済病院 部長 31 ○ 
日本内科学会認定医                                                                                                        

日本循環器学会認定専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

循環器科 伊藤 祐輔 東京共済病院 医長 22 × 
日本内科学会認定内科医 

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医 

日本循環器学会循環器専門医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

循環器科 中野 国晃 東京共済病院 医長 16 × 日本内科学会認定医 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

循環器科 笠野 健介 東京共済病院   11 × 
日本内科学会認定内科医 

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医 

日本循環器学会循環器専門医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

腎臓高血圧内

科 
大井 克征 東京共済病院 部長 19 ○ 

日本内科学会認定医                                                                                                         

日本腎臓学定専門医・指導医                                                                                                          

日本透析学会専門医 

日本内科学会総合内科専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

腎臓高血圧内

科 
石川 聖子 東京共済病院 医長 14 ○ 

日本内科学会認定医 

日本腎臓学会専門医・指導医 

日本透析医学会専門医・指導医 

日本内科学会総合内科専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

腎臓高血圧内

科 
小島 一紀 東京共済病院   7 × 日本内科学会内科専門医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

腎臓高血圧内

科 
平山 憲人 東京共済病院   8 × 

日本内科学会認定内科医 

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 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

腎臓高血圧内

科 
大山 早乃 東京共済病院   8 × 

日本内科学会認定内科医 

日本腎臓学会腎臓専門医 

日本透析医学会透析専門医 

緩和ケア研修会終了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

腎臓高血圧内

科 
久保 沙記 東京共済病院   9 × 

日本内科学会認定内科医 

日本腎臓学会腎臓専門医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

精神科 諏訪 浩 東京共済病院 部長 36 ○ 

日本老年精神医学会専門医・指導医 

日本総合病院精神医学会一般病院連携精神医学専

門医・指導医 

日本精神神経学会精神科専門医制度指導医 

日本精神神経学会精神科専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

精神科 吉武 和代 東京共済病院 副部長 23 × 
日本精神神経学会精神科専門医 

精神保健指定医 

日本医師会認定産業医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

脳神経内科 齋藤 正明 東京共済病院 部長 32 ○ 
日本神経学会専門医・指導医 

日本内科学会認定内科医・指導医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

脳神経内科 土田 剛行 東京共済病院 医長 14 ○ 
日本内科学会認定内科医 

日本神経学会神経内科専門医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

脳神経内科 堀内 由莉乃 東京共済病院   5 ×   
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

糖尿病・内分

泌・代謝内科 
渡邉 貴子 東京共済病院 部長 20 × 

日本内科学会認定内科医 

総合内科専門医 

日本糖尿病学会専門医 

内分泌代謝科（内科）専門医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

糖尿病・内分

泌・代謝内科 
西谷 里枝 東京共済病院 医長 14 × 

日本内科学会認定内科医・指導医 

日本内科学会総合内科専門医 

日本糖尿病学会専門医・指導医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

糖尿病・内分

泌・代謝内科 
塩村 美帆 東京共済病院   5 ×   

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

リウマチ膠原

病科 
松尾 祐介 東京共済病院 部長 17 ○ 

日本リウマチ学会専門医・指導医 

日本内科学会認定内科医 

日本内科学会総合内科専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

リウマチ膠原

病科 
相関 良紀 東京共済病院   4 × 

日本内科学会 JMECC終了 

緩和ケア研修会終了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

リウマチ膠原

病科 
柳生 有理子 東京共済病院   9 × 

日本内科学会認定内科医 

日本リウマチ学会専門医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

血液内科 加藤 淳 東京共済病院 部長 44 × 
日本内科学会認定医 

日本内科学会総合内科専門医 

日本血液学会血液専門医・指導医 

日本がん治療認定機構暫定教育医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

血液内科 安田 峻一郎 東京共済病院   12 × 
日本内科学会内科専門医 

日本血液学会血液専門医・指導医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

緩和ケア内科 松原 龍弘 東京共済病院 部長 40 ○ 

日本内科学会内科専門医 

日本呼吸器学会専門医・指導医 

日本医師会認定産業医 

ICD 

緩和医療学会推薦 研修会指導者 

日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医 

臨床研修指導医講習会修了 

プログラム責任者受講済み 

東京都かかりつけ医認知症対応力向上研修受講済み 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

外科 中澤 久仁彦 東京共済病院 
臨床専門役（外科担

当） 
33 ○ 

日本外科学会専門医 

日本外科学会認定医                                                                                                       

日本消化器外科学会認定医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

消化器・一般

外科 
達富 祐介 東京共済病院 

部長（兼）栄養科部

長 
29 ○ 

日本外科学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

一般外科 檜田 真 東京共済病院 部長 29 ○ 

日本外科学会外科専門医 

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 

日本ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ学会ﾋﾟﾛﾘ菌感染症認定医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

消化器外科 近藤 純由 東京共済病院 部長 23 ○ 

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・指導医 

日本大腸肛門病専門医・指導医 

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

消化器外科 古山 貴基 東京共済病院 副部長 17 ○ 

日本外科学会外科専門医 

日本消化器病学会消化器外科専門医 

日本肝臓学会認定肝臓専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

外科 朝野 紗稀子 東京共済病院   4 × 緩和ケア研修会修了 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

乳腺科 重川 崇 東京共済病院 部長 22 ○ 

日本外科学会外科専門医・指導医 

日本乳癌学会乳腺専門医・指導医 

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読影認定医師 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

乳腺科 淺川 英輝 東京共済病院 医長 21 ○ 

日本外科学会外科専門医 

日本乳癌学会乳腺専門医・指導医 

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読影認定医師 

乳がん検診超音波検査実施・判定医師 

乳房再建用ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ/ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ責任医師 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

乳腺科 朴 圭一 東京共済病院   19 × 

日本形成外科学会専門医 

日本乳癌学会乳腺認定医 

検診マンモグラフィ読影認定医師 

乳がん検診超音波検査実施・判定医師 

乳房再建用ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ/ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ責任医師 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

乳腺科 中村 明日香 東京共済病院   10 × 
日本外科学会外科専門医 

日本乳癌学会乳腺認定医 

検診マンモグラフィ読影認定医師 

日本医師会認定産業医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

形成外科 中江 星子 東京共済病院 医長 12 ○ 
日本形成外科学会専門医 

乳房再建用エキスパンダー 

インプラント責任医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

形成外科 玉川 慶一 東京共済病院   9 × 
日本形成外科学会専門医 

乳房再建用エキスパンダー 

インプラント責任医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

呼吸器外科 細田 裕 東京共済病院 部長 34 ○ 

日本外科学会指導医                                                                                                        

日本胸部外科学会指導医                                                                                                    

日本呼吸器内視鏡学会認定医                                                                                                  

呼吸器外科専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

呼吸器外科 中島 康裕 東京共済病院 医長 12 ○ 
日本外科学会専門医 

呼吸器外科専門医 

日本呼吸器内視鏡学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

脳神経外科 渡邊 玲 東京共済病院 部長 29 ○ 
脳神経外科学会専門医・指導医 

脳神経血管内治療学会専門医 

脳卒中学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了                                                                                          

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

脳神経外科 鮫島 直之 東京共済病院 部長 27 ○ 

脳神経外科学会専門医・指導医 

脳卒中学会専門医・指導医 

脳神経外傷学会指導医 

認知症学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

脳神経外科 久保田 真由美 東京共済病院   20 ○ 
脳神経外科学会専門医 

脳卒中学会専門医 

産業医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

整形外科 山村 拓也 東京共済病院 部長 29 ○ 
日本整形外科学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

整形外科 塩谷 英司 東京共済病院 部長 28 ○ 

整形外科専門医 

日本スポーツ協会公認スポーツドクター 

義肢装具等適合判定医師 

脊椎脊髄病医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

整形外科 男澤 朝行 東京共済病院 部長 26 ○ 
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認定医 

日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

整形外科 大倉 愛美 東京共済病院   12 × 日本整形外科学会整形外科専門医 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

整形外科 櫻井 裕 東京共済病院   4 ×   
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

皮膚科 陳 怡如 東京共済病院 医長 18 ○ 
日本皮膚科学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

皮膚科 鈴木 理夏 東京共済病院   4 × 緩和ケア研修会修了 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

泌尿器科 平野 央 東京共済病院 医長 11 × 
日本泌尿器科学会専門医 

日本泌尿器科学会指導医 

日本泌尿器内視鏡学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

泌尿器科 金子 寿夫 東京共済病院   6 ×   
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

婦人科 古賀 祐子 東京共済病院 部長 26 × 
日本産科婦人科学会専門医・指導医 

日本女性医学学会専門医 

日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

婦人科 西ケ谷 順子 東京共済病院 医長 23 ○ 

日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医 

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医 

日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

日本臨床細胞学会細胞診専門医・指導医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

眼科 内田 研一 東京共済病院 
臨床専門役（眼科担

当） 
37 ○ 

日本眼科学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

眼科 中泉 知子 東京共済病院 医長 26 × 日本眼科学会専門医 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

耳鼻咽喉科 遠藤 朝則 東京共済病院 部長 18 ○ 
日本耳鼻咽頭科学会認定耳鼻咽喉科専門医 

日本アレルギー学会認定専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
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： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

耳鼻咽喉科 源馬 亜希 東京共済病院   9 × 日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

麻酔科 田村 有 東京共済病院 部長 20 ○ 
日本麻酔科学会指導医 

日本麻酔科学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

麻酔科 三宅 絵里 東京共済病院 医長 22 ○ 
日本麻酔科学会認定医 

日本麻酔科学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

麻酔科 須加原 史子 東京共済病院   17 × 日本麻酔科学会専門医・指導医 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

麻酔科 亀山 泰人 東京共済病院   11 × 日本麻酔科学会認定医 
東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

放射線科 小林 有香 東京共済病院 
部長、兼中央放射線

科部長 
30 ○ 

日本医学放射線学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

健康医学セン

ター 
大澤 映美 東京共済病院 医長 25 ×   

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
  

別紙４ 



（No.１２） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号： ０３１４５２   臨床研修病院の名称：国家公務員共済組合連合会 東京共済病院  

※ 「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） 

健康医学セン

ター 
山下 亜希 東京共済病院  8 × 日本内科学会認定内科医 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

病理診断科 川原 穰 東京共済病院 部長 51 × 
日本臨床細胞学会細胞診指導医・専門医 

日本病理学会認定病理医 

日本病理学会病理専門医研修指導医 

死体解剖資格 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
 

救急科 野口 智加 東京共済病院 部長 27 〇 
日本内科学会認定総合内科専門医                                                                                                               

日本呼吸器学会専門医                                                                                                     

日本医師認定産業医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
1,4 

救急科 永山 和宜 東京共済病院 部長 29 〇 

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 

日本肝臓学会肝臓専門医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

臨床研修指導医講習会修了 

東京共済病院初期臨床研修

プログラム 
4 

救急科 大井 克征 東京共済病院 部長 19 〇 

日本内科学会認定医                                                                                                         
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