
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

※ 「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） 

小児科 南 宏尚 高槻病院 院長補佐 34年      ○ 

2006.12.14 

(日本医学教育学会

主催：平成 18年度第

33 回医学教育者のた

めのワークショッ

プ) 

日本小児科学会専門医・指導医、日

本周産期・新生児医学会周産期専門

医（新生児）・指導医、臨床研修指

導医養成講習受講済、臨床研修プロ

グラム責任者養成講習受講済、身障

指定医、救急従事者研修受講済、ICD

制度協議会認定ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸ

ﾀｰ、新生児蘇生法専門コースインス

トラクター養成講習会受講済、産科

医療補償制度診断協力医、卒後臨床

研修評価機構サーベイヤー、

American Academy of Pediatrics 

International member、難病指定

医、高槻市小児慢性特定疾病指定医 

030501111 

030501112 

4 

2010.10.7 

平成 22 年度 

プログラム責任者養成講習会 

受講済 

 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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） 

小児科 吉川 徳茂 高槻病院 センター長 47年    × 

 

日本小児科学会専門医・指導医、

日本腎臓学会専門医・指導医、日

本透析学会専門医、高槻市小児大

阪府難病指定医 

030501111 

030501112 

4 

小児科 谷内 昇一郎 高槻病院 部長 43年    ○ 

2005.2.6 

（平成 16 年度関西医

科大学附属病院臨床研

修指導医養成講習会） 

日本小児科学会専門医・指導医、

日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会専門医・指導医

(小児科)、小児慢性特定疾病指定

医、 ICD制度協議会認定ｲﾝﾌｪｸｼｮ

ﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ、臨床研修指導医養

成講習受講済 

030501111 

030501112 

4 

小児科 武井 安津子 高槻病院 部長 27年    ○ 

2015.9.27 

（社会医療法人愛仁会

愛仁会医師臨床研修指

導医セミナー） 

日本小児科学会専門医・指導医、

新生児蘇生法専門コース受講済、

臨床研修指導医養成講習会受講

済、難病指定医、高槻市小児慢性

特定疾病指定医、大阪府発達障が

い専門医養成研修受講済、発達障

害支援スーパーバイザー、重症児

の在宅を担う専門職養成のため

のインテンシブコース受講済、

「子どもの心」相談医、発達障害

支援医学研修受講済 

030501111 

030501112 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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） 

小児科 内山 敬達 高槻病院 主任部長 26年    ○ 

2011.10.30 

（平成 23 年度関西医

科大学臨床研修指導医

養成講習会） 

日本小児科学会専門医、日本小児

循環器学会専門医、臨床研修指導

医養成講習会受講済、身障指定

医、難病指定医、高槻市小児慢性

特定疾病指定医 

030501111 

030501112 

4 

小児科 池上 等 高槻病院 主任部長 25年    ○ 

2011.3.13 

（日本病院会主催： 

臨床研修指導医養成講

習会） 

日本小児科学会専門医・指導医、

日本周産期・新生児医学会周産期

専門医（新生児）・指導医、新生

児蘇生法専門コースインストラ

クター養成講習会受講済、臨床研

修指導医養成講習受講済、難病指

定医、高槻市小児慢性特定疾病指

定医 

030501111 

030501112 

4 

小児科 片山 義規 高槻病院 主任部長 23年    ○ 

2015.9.27 

（社会医療法人愛仁会

愛仁会医師臨床研修指

導医セミナー） 

日本小児科学会専門医、日本周産

期・新生児学会周産期専門医（新

生児）・指導医、臨床研修指導医

養成講習受講済、新生児蘇生法専

門コース受講済、ICD制度協議会

認定ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ、高槻

市小児慢性特定疾病指定医、難病

指定医、日本小児科学会認定小児

科指導医 

030501111 

030501112 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院     

 

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） 

小児科 四本 由郁 高槻病院 センター長 22年    ○ 

2010.10.11 

（島根県臨床研修指

導医講習会） 

日本小児科学会専門医・指導医、

日本周産期・新生児医学会周産期

専門医(新生児)・指導医、日本人

類遺伝学会・日本遺伝カウンセリ

ング学会臨床遺伝専門医・指導

医、臨床研修指導医養成講習会受

講済、新生児蘇生法専門コース(A

コース)インストラクター、身障

指定医、医学博士、難病指定医、

高槻市小児慢性特定疾病指定医、

日本医療機能評価機構産科医療

補償制度診断協力医 

030501111 

030501112 

4 

小児科 起塚 庸 高槻病院 副院長 20年    ○ 

2014.2.9 

（日本病院会主催： 

臨床研修指導医養成講

習会） 

日本小児科学会専門医・指導医、

日本集中治療医学会専門医、医学

博士、PALS インストラクター、

臨床研修指導医養成講習会受講

済、プログラム責任者養成講習会 

受講済、日本集中治療医学会

MCCRC・リフレッシャーセミナー

受講済、難病指定医、高槻市小児

慢性特定疾病指定医、 

030501111 

030501112 

1、4 

2020.12.4 

令和 2 年度 

プログラム責任者養成講習会 

受講済 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

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） 

小児科 石森 真吾 高槻病院 医長 17年    ○ 

2014.1.26 

（全国自治体病院協

議会主催：第 115 回

臨床研修指導医養成

講習会） 

日本小児科学会専門医・指導医、

医学博士、日本腎臓学会専門医・

指導医、医学博士、臨床研修指導

医養成講習受講済、難病指定医、

高槻市小児慢性特定疾病指定医、

身障指定医 

030501111 

030501112 

4 

小児科 今出 礼 高槻病院 医長 17年    ○ 

2017.1.8 

（第 19回小児科医の

ための臨床研修指導

医講習会） 

日本小児科学会専門医、臨床研修

指導医養成講習受講済、国際認定

ラクテーション・コンサルタント

(IBCLC)、新生児蘇生法「専門コ

ース」受講済、難病指定医、高槻

市小児慢性特定疾病指定医、

JATECコース修了 

030501111 

030501112 

4 

小児科 岸上 真 高槻病院 医長 16年    ○ 

2018.7．1 
（第 23回小児科医の

ための臨床研修指導

医講習会） 

日本周産期・新生児医学会周産期

専門医（新生児）、日本小児科学

会専門医・指導医、臨床研修指導

医講習会受講済、高槻市小児慢性

特定疾病指定医 

030501111 

030501112 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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） 

小児科 来田 路子 高槻病院 医員 16年    × 日本小児科学会専門医、発達障が

い医師養成研修受講済、高槻市小

児慢性特定疾病指定医 

030501111 

030501112 

4 

小児科 長坂 美和子 高槻病院 医長 15年    × 日本小児科学会専門医・指導医、

日本周産期・新生児医学会周産期

専門医（新生児）、日本人類遺伝

学会・日本遺伝カウンセリング学

会臨床遺伝専門医、難病指定医、

高槻市小児慢性特定疾病指定医、

NCPR 新生児蘇生法「専門」コー

ス受講済 

030501111 

030501112 

4 

 

小児科 大西 聡 高槻病院 医長 15年    ○ 

2015.9.27 

（社会医療法人愛仁会

愛仁会医師臨床研修指

導医ｾﾐﾅｰ） 

日本小児科学会専門医・指導医、

日本集中治療医学会集中治療専

門医、臨床研修指導医養成講習受

講済、難病指定医、高槻市小児慢

性特定疾病指定医 

030501111 

030501112 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

 

 

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） 

小児科 服部 有香 高槻病院 医員 14年    ○ 

2019.7.7 

（第 25 回小児科医の

ための臨床研修指導医

講習会） 

日本小児科学会専門医・指導医、

日本小児神経学会専門医、臨床研

修指導医養成講習受講済、高槻市

小児慢性特定疾病指定医、難病指

定医、日本てんかん学会てんかん

専門医 

030501111 

030501112 

4 

小児科 郷間 環 高槻病院 医長 12年    × 日本小児科学会専門医、日本周産

期・新生児医学会周産期専門医

（新生児）、高槻市小児慢性特定

疾病指定医 

030501111 

030501112 

4 

小児科 自見 仁美 高槻病院 医長 11年    × 日本小児科学会専門医、日本周産

期・新生児医学会周産期専門医

(新生児)、新生児蘇生法「専門コ

ース」受講済、緩和ケア研修会受

講済、小児慢性特定疾病指定医 

030501111 

030501112 

4 

小児科 篠本 匡志 高槻病院 医員 10年   × 日本小児科学会専門医、緩和ケア

研修会受講済 

030501111 

030501112 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

 

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） 

小児科 山本 和弘 高槻病院 医員 9年   × 日本小児科学会小児科専門医、 030501111 

030501112 

4 

小児科 中田 有紀 高槻病院 医員 9年   × 日本小児科学会専門医、緩和ケア

研修会受講済、日本周産期・新生

児医学会周産期専門医（新生児） 

030501111 

030501112 

4 

小児科 永尾 宏之 高槻病院 医員 9年   × 日本小児科学会専門医 030501111 

030501112 

4 

小児科 松永 麻衣 高槻病院 医員 8年   × 日本小児科学会専門医、新生児蘇

生法「専門」Ａコース受講済、緩

和ケア研修会受講済、PALS プロ

バイダー、高槻市小児慢性特定疾

病指定医 

030501111 

030501112 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

 

 

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 大石 哲也 高槻病院 部長 39年 ○ 

2003.12.20 

（臨床研修協議会・医療

研修推進財団主催：平成

15 年度臨床研修指導医

養成講習会） 

日本産科婦人科学会専門医・指導

医、母体保護法指定医、日本臨床

細胞学会細胞診専門医・教育研修

指導医、日本婦人科腫瘍学会婦人

科腫瘍専門医・指導医、日本がん

治療認定医機構がん治療認定医、

臨床研修指導医養成講習受講済、

臨床研修プログラム責任者養成

講習受講済、難病指定医、ACLS

コース受講済、医学博士、緩和ケ

ア研修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

 

2009.1.31 

平成 20 年度 

プログラム責任者養成講習会 

受講済 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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 小辻 文和 高槻病院 部長 51年 × 日本産科婦人科学会専門医・指導

医、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

産婦人科 中後 聡 高槻病院 センター長 

 

 

34年 ○ 

2007.12.9 

（日本病院会主催： 

臨床研修指導医養成講

習会） 

日本産科婦人科学会専門医・指導

医、母体保護法指定医、日本周産

期・新生児医学会周産期専門医

（母体・胎児）専門医・代表指導

医、日本女性医学学会女性ヘルス

ケア暫定指導医、ALSO 認定イン

ストラクター、ALSO-Japan 特別

指導教官、臨床研修指導医養成講

習受講済、日本周産期・新生児医

学会新生児蘇生法「専門」Aコー

スインストラクター、臨床研修プ

ログラム責任者養成講習受講済、

難病指定医、医学博士、日本産婦

人科遺伝診療学会認定医（周産

期） 

030501111 

030501112 

4 

 

2014.11.27 

平成 26 年度 

プログラム責任者養成講習会 

受講済 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

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 加藤 大樹 高槻病院 医長 17年 ○ 

2013.12.23 

（大阪府医師会主催：

指導医のための教育ワ

ークショップ） 

 

日本産科婦人科学会・日本専門医

機構産婦人科専門医、日本周産期

新生児医学会周産期専門医（母

体・胎児）、母体保護法指定医、

日本がん治療認定医機構がん治

療認定医、新生児蘇生法「専門」

Aコースインストラクター、臨床

研修指導医養成講習受講済、難病

指定医、ALSO 認定インストラク

ター受講済、緩和ケア研修会受講

済、日本産婦人科学会産婦人科指

導医 

030501111 

030501112 

4 

産婦人科 徳田 妃里 高槻病院 医長 15年 ○ 

2015.9.27 

（社会医療法人愛仁会 

愛仁会医師臨床研修指

導医セミナー） 

日本産科婦人科学会専門医、日本

産科婦人科学会・日本専門医機構

産婦人科専門医、日本がん治療認

定医機構がん治療認定医、母体保

護法指定医、新生児蘇生法「専門」

Aコース受講済、臨床研修指導医

養成講習会受講済、難病指定医、

緩和ケア研修会受講済、日本産婦

人科学会産婦人科指導医 

030501111 

030501112 

4 

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：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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 柴田 貴司 高槻病院 医長 15年 ○ 

2019.9.15 

（日本病院会主催：

2019年度第 2回臨床研

修指導医講習会） 

日本産科婦人科学会・日本専門医

機構産婦人科専門医・指導医、日

本がん治療認定医機構がん治療

認定医、日本臨床細胞学会細胞診

専門医・教育研修指導医、日本周

産期新生児医学会周産期専門医

（母体・胎児）、臨床研修指導医

養成講習受講済、新生児蘇生法一

次(A)コース受講済、難病指定医、

母体保護法指定医師、緩和ケア研

修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

産婦人科 細野 佐代子 高槻病院 医員 14年 〇 

2021.12.19 

（全国自治体病院協

議会主催：第 157回

臨床研修指導医養成

講習会） 

日本産婦人科学会専門医、日本産

科婦人科学会・日本専門医機構産

婦人科専門医、難病指定医、母体

保健法指定医、新生児蘇生法「専

門」A コース受講済、 J-MELS ベ

ーシックコース、 J-MELSアドバ

ンスコース、緩和ケア研修会受講

済、臨床研修指導医養成講習受講

済、日本周産期・新生児医学会周

産期専門医（母体・胎児） 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.13） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

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 西川 茂樹 高槻病院 医員 11年 × NCPR 専門コース受講済、緩和ケ

ア研修会受講済、ACLS ｺｰｽ受講済、

ALSO JAPAN ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰｺｰｽ受講済、 

日本産科婦人科学会・日本専門医

機構産婦人科専門医 

030501111 

030501112 

4 

産婦人科 福岡 泰教 高槻病院 医員 10年 × 日本産科婦人科学会・日本専門医

機構産婦人科専門医 

030501111 

030501112 

4 

産婦人科 飯塚 徳昭 高槻病院 医員 9年 × 日本産科婦人科学会専門医、日本

臨床細胞学会細胞診専門医、日本

がん治療認定医機構がん治療認

定医、新生児蘇生法「専門」Ａコ

ース受講済、ACLS 受講済、ALSO 

JAPAN プロバイダーコース受講

済、緩和ケア研修会受講済、虐待

被害児診察技術研修受講済 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.14） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

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） 

臨床病理 伊倉 義弘 高槻病院 主任部長 33年 ○ 

2014.1.11 

（平成 25 年度神戸大学

医師臨床研修指導医講

習会） 

日本病理学会認定病理専門医・専

門医研修指導医・分子病理専門

医、日本臨床細胞学会細胞診専門

医・指導医・教育研修指導医、死

体解剖資格の認定、臨床研修指導

医養成講習受講済、難病指定医、

日医生涯教育認定証、医学博士、 

日本病理学会分子病理専門医 

030501111 

030501112 

4 

臨床病理 岩井 泰博 高槻病院 部長 43年 ○ 

2008.2.24 

（大阪府医師会主催：

指導医のための教育ワ

ークショップ） 

日本病理学会認定病理専門医・専

門医研修指導医、日本臨床細胞学

会細胞診専門医・指導医、臨床研

修指導医養成講習会受講済、医学

博士 

030501111 

030501112 

4 

臨床病理 大久保 貴子 高槻病院 部長 29年    × 日本病理学会認定病理医・専門医

研修指導医・分子病理専門医、日

本病理学会/日本専門医機構病理

専門医、日本臨床細胞学会細胞診

専門医・指導医、死体解剖資格の

認定、医学博士、日本病理学会分

子病理専門医 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.15） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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） 

救急 秋元 寛 高槻病院 総合救急医療

センター長 

 

39年 ○ 

2007.12.16 

（平成 19年度大阪医

科大学附属病院臨床研

修指導医養成講習会） 

日本外科学会外科専門医・指導

医、日本消化器外科学会認定医、

日本救急医学会救急科専門医・指

導医、日本外傷学会外傷専門医、

日本 Acute Care Surgery 学会認

定外科医、ICD制度協議会認定ｲﾝ

ﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ、日本医師会

認定産業医、JATEC ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、MCLS

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、身障指定医(小腸機能

障がい）、臨床研修指導医講習会

受講済、医師会災害外傷初期診療

研修会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

030501111 

030501112 

4 

救急 稲本 真也 高槻病院 副院長 30年 ○ 

2008.3.2 
（独立行政法人労働者

健康福祉機構主催：第

一回全国労災病院臨床

研修指導医養成講習

会） 

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

器学会循環器専門医、日本感染症

学会感染症専門医、日本感染症学

会指導医、臨床研修指導医養成講

習会受講済、プログラム責任者養

成講習会受講済、難病指定医、ICD

制度協議会認定ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾄﾞｸﾀｰ、医学博士、日本医師会認

定産業医、医療経営士 3級 

030501111 

030501112 

4 
 
平成 25 年度 

プログラム責任者養成講習会 

受講済 

別紙４ 



（No.16） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

 

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） 

救急 増田 茂 高槻病院 医長 24年 × 日本内科学会認定内科医、日本循

環器学会循環器専門医、日本医師

会認定産業医 

030501111 

030501112 

4 

救急 豊島 千絵 高槻病院 医員 9年 × 日本内科学会認定内科医、日本旅

行医学会認定医、日本化学療法学

会抗菌化学療法認定医、日本救急

医学会救急科専門医、臨床工学技

士、日本医師会認定産業医、緩和

ケア研修会受講済、ICLS・BLS ｺｰ

ｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、ICD 制度協議会認定

ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ、JATEC ｺｰｽ、

日本医師会認定健康スポーツ医 

030501111 

030501112 

4 

集中治療

科 

林田 恭子 高槻病院 部長 27年 × 三学会構成心臓血管外科専門医

認定機構心臓血管外科認定医、日

本循環器学会循環器専門医、日本

脈管学会脈管専門医・研修指導

医、日本外科学会外科専門医、日

本集中治療医学会専門医、 

030501111 

030501112 

４ 

別紙４ 



 

（No.17） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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 髙岡 秀幸 高槻病院 院長 30年 ○ 

2005.12.4 

（四病院団体協議会主

催：臨床研修指導者養成

課程講習会） 

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

器科学会専門医、日本心血管イン

ターベンション治療学会名誉専

門医、日本高血圧学会指導医、日

本内科学会認定医制度研修指導

医、身障指定医、臨床研修指導医

養成講習受講済、難病指定医、

ACLS基礎コースｱｼｽﾀﾝﾄ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ

ｰ認定、CVIT施設代表医、病院前

医療体制指導医等研修終了、緩和

ケア研修会受講済、ICLS 講習会

受講済、不整脈学会 ICD/CRT研修

証、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

内科 山城 荒平 高槻病院 副院長 30年  × 日本内科学会認定内科医、日本内

科学会認定制度研修指導医、日本

循環器学会専門医、日本不整脈心

電学会専門医、難病指定医、不整

脈学会 ICD/CRT研修証、身障指定

医 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.18） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院            

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 岡本 雅司 高槻病院 主任部長 29年  × 日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医、認定医制度研修指導

医、日本血液学会専門医、難病指

定医、高槻市小児慢性特定疾病指

定医、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

内科 

 

髙橋 利和 高槻病院 センター長 28年  ○ 

2015.1.25 

（第 10 回大阪医科大学

附属病院臨床研修指導

医養成講習会） 

 

日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医、認定医制度研修指導

医、日本腎臓学会指導医・専門医、

日本透析医学会指導医・専門医、

身障指定医、臨床研修指導医養成

講習受講済、難病指定医、高槻市

小児慢性特定疾病指定医、育成医

療・更生医療指定医、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

内科 辻本 吉広 高槻病院 院長補佐 27年 〇 

2012.2.5 

(大阪市立大学医学部附

属病院主催：臨床研修医

養成講習) 

日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医、日本透析医学会透析専

門医・指導医、日本糖尿病学会専

門医・指導医、日本腎臓学会専門

医・指導医、日本腹膜透析医学会

認定医、臨床研修指導医養成講習

受講済、ICD制度協議会認定ｲﾝﾌｪ

ｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ、 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.19） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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 陳 慶祥 高槻病院 主任部長 27年  ○ 

2007.1.28 

（全国自治体病院協議会・全

国国民健康保険診療施設協

議会主催：第 50 回新臨床研

修指導医養成講習会） 

日本内科学会総合内科専門医・認

定内科医・認定医制度研修指導

医、日本糖尿病学会専門医・研修

指導医、日本内分泌学会内分泌代

謝科（内科）専門医・分泌代謝科

指導医、日本骨粗鬆学会認定医、

臨床研修指導医講養成習会受講

済、ICLS講習受講済、医学博士、

難病指定医、高槻市小児慢性特定

疾病指定医、医学博士、eラーニ

ング講座日本糖尿病学会リアル

タイム CGM研修受講済 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.20） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 船田 泰弘 高槻病院 副院長 27年    ○ 

2008.12.24 

（第 3 回神戸大学医師

臨床研修指導医講習会） 

日本内科学会総合内科専門医・認

定医内科医・認定医制度研修指導

医、日本呼吸器学会専門医・指導

医、臨床研修指導医養成講習会受

講済、難病指定医、身障指定医、

JMECC Provider(内科救急・ICLS

講習会）受講済、緩和ｹｱ研修会受

講済､日本医療法人協会医療事故

調査等支援団体専門委員養成講

座受講済､緩和ｹｱの基本教育に関

する指導者研修会受講済、臨床研

修プログラム責任者養成講習会

受講済 

030501111 

030501112 

1.4 

 

2018.10.18 

平成 30 年度 

プログラム責任者養成講習会 

受講済 

別紙４ 



（No.21） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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 吉田 公久 高槻病院 部長 35年 ○ 

2017.5.23 

第 20 回全国労災病院臨

床研修指導医講習会 

 

臨床研修指導医養成講習会受講

済 

030501111 

030501112 

4 

内科 大須賀 達也 高槻病院 センター長 25年 ○ 

2006.12.10 

（四病院団体協議会主

催：臨床研修指導者養成

課程講習会） 

日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医・認定医制度研修指導

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、日本内科学会認定医

制度研修指導医、日本肝臓学会専

門医、臨床研修指導医養成講習会

受 講 済 、 難 病 指 定 医 、

M.D.Anderson Cancer Center Jp 

Team Oncology 参加証、緩和ケア

研修会受講済、高槻市小児慢性特

定疾病指定医、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.22） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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 中島 健爾 高槻病院 主任部長 20年     ○ 

2013.9.15 

（日本病院会主催： 

臨床研修指導医養成講

習会） 

日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医、日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮ

ﾝ治療学会認定医、日本内科学会

認定医制度研修指導医、日本循環

器学会専門医、 ATVB2012Daniel 

Steinberg New Investigator 

Award、 

臨床研修指導医養成講習受講済、

難病指定医、JMECC Provider（内

科救急・ICLS 講習会）受講済、

身障指定医、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

内科 中村 美保 高槻病院 医長 20年 ○ 

2015.9.27 
（社会医療法人愛仁会

愛仁会医師臨床研修指

導医セミナー） 

日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医、日本内科学会認定医制

度研修指導医、日本呼吸器学会専

門医、臨床研修指導医養成講習受

講済、がん診療に携わる医師に対

する緩和ケア研修会受講済、難病

指定医、緩和ケアの基本教育に関

する指導者研修会 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.23） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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 角山 沙織 高槻病院 医長 18年 ○ 

2015.9.27 
（社会医療法人愛仁会

愛仁会医師臨床研修指

導医セミナー） 

日本内科学会総合内科専門医・認

定内科医・認定医制度研修指導

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

肝臓学会専門医、難病指定医、身

障指定医、臨床研修指導医養成講

習受講済、緩和ケア研修会受講

済、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

内科 筒泉 貴彦 高槻病院 主任部長 18年    ○ 

2015.9.27 

（社会医療法人愛仁会

愛仁会医師臨床研修指

導医セミナー） 

日本内科学会総合内科専門医・認

定内科医、臨床研修指導医養成講

習受講済、米国内科専門医、米国

内科学会上級会員、POCUS ｲﾝｽﾄﾗｸ

ﾀｰ 

030501111 

030501112 

4 

内科 澤井 寛明 高槻病院 医長 17年    ○ 

2019.11.23 

（令和元年度神戸大学

医師臨床研修指導医講

習会） 

臨床研修指導医養成講習受講済、

緩和ケア研修会受講済、がんのﾘ

ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.24） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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  松寺 亮 高槻病院 医長 16年 ○ 

2021.9.12 

（日本病院会主催：2021

年度第 1 回臨床研修指

導医講習会） 

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

専門医、日本内科学会総合内科専

門医、日本脈管学会専門医 

030501111 

030501112 

4 

内科 小川 浩史 高槻病院 医長 15年 ○ 

2018.2.11 
（日本病院会主催：平成

29 年度第 3 回臨床研修

指導医講習会） 

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、難病指定医、臨

床研修指導医養成講習会受講済、

医学博士、緩和ケア研修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

内科 𠮷田 健一 高槻病院 医長 15年    × 日本内科学会総合内科専門医、日

本糖尿病学会専門医、日本内分泌

学会内分泌代謝科（内科）専門

医・指導医、医学博士、難病指定

医、NST医師教育セミナー受講済 

030501111 

030501112 

4 

内科 佐野 浩之 高槻病院 医長 14年    × 日本内科学会認定内科医・総合内

科医、日本循環器学会専門医、日

本心エコー図学会 SHD 心エコー

図認証医、日本超音波医学会専門

医、難病指定医 

030501111 

030501112 

4 

別紙4 



（No.25） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

 

 

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 世戸 博之 高槻病院 医長 14年 ○ 

2016.11.26 

（平成 28年度神戸大

学医師臨床研修指導

医講習会） 

日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医、緩和ケア研修会受講

済、JMECC （内科救急、ICLS

講習会）受講済、臨床研修指導医

養成講習受講済、嚥下機能評価研

修会受講済 (PDN VE セミナ

ー）、JMECC アシスタントイン

ストラクター、HEPT(心不全の

基本的緩和ケアコース） 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



 

（No.26） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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 濵田 治 高槻病院 医長 13年 ○ 

2018.2.4 

（公益社団法人地域医療

振興協議会地域医療研修

センター主催：第 13 回

JADECOM 地域志向型指

導医講習会） 

日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医・指導医、米国医師免許

（ECFMG）、JADECOM 地域志

向型指導医講 習会受講済、

ACLS/BLSﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ、JPTEC ﾌﾟ

ﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ、TNT 研修会受講済、

ICLS 受講済・ブースリーダー、

緩和ケア講習会受講済、POCUS

コース修了、臨床研修指導医養成

講習受講済 

030501111 

030501112 

4 

内科 笹木 晋 高槻病院 医長 13年 〇 

2020.10.13 

（令和2年度神戸大学医師

臨床研修指導医講習会） 

日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医、日本救急医学会救急専

門医、臨床研修指導医養成講習受

講済 

030501111 

030501112 

4 

内科 松村 佳乃子 高槻病院 医長 13年 × 日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医、日本呼吸器学会専門

医・指導医、医学博士、緩和ケア

研修会受講済、日本結核非結核性

抗酸菌症学会認定医、難病指定

医、身障指定医、日本呼吸器内視

鏡学会気管支鏡専門医、 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.27） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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  岩坪 重彰 高槻病院 医長 12年 × 日本内科学会認定内科医、日本呼

吸器学会専門医、日本がん治療認

定医機構がん治療認定医、緩和ケ

ア研修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

内科 鍋嶋 克敏 高槻病院 医長 12年 × 日本内科学会認定内科医、日本消

化器病学会専門医、緩和ケア研修

会受講済、嚥下機能評価研修会受

講済 (PDN VE セミナー） 

030501111 

030501112 

4 

内科 湯口 賢 高槻病院 医員 12年 × 日本内科学会認定内科医、日本循

環器学会専門医 

030501111 

030501112 

4 

内科 三浦 洋 高槻病院 医長 12年 × 日本内科学会認定内科医、日本糖

尿病学会専門医、日本糖尿病学会

研修指導者 

030501111 

030501112 

4 

内科 谷本 直紀 高槻病院 医員 10年    × 日本内科学会認定内科医、日本消

化器病学会専門医、日本旅行医学

会認定医、難病指定医 

030501111 

030501112 

4 

内科 谷村 幸亮 高槻病院 医員 10年    × 日本内科学会認定内科医、日本循

環器学会専門医、緩和ケア研修会

受講済 

030501111 

030501112 

4 

内科 池内 愛実 高槻病院 医員 9年 × 日本内科学会認定内科医、緩和ケ

ア研修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.28） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

    

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 平賀 千尋 高槻病院 医員 9年 × 日本内科学会認定内科医、日本糖

尿病学会専門医、日本糖尿病学会

リアルタイム CGM研修受講済 

030501111 

030501112 

4 

内科 田中 悠介 高槻病院 医員 9年 × 日本内科学会認定内科医、日本循

環器学会専門医、緩和ケア研修会

受講済 

030501111 

030501112 

4 

内科 田中 友望 高槻病院 医員 8年 × 日本内科学会認定内科医 030501111 

030501112 

4 

 

内科 吉田 雅晴 高槻病院 医員 8年 × 日本内科学会認定内科医、日本循

環器学会循環器専門医 

030501111 

030501112 

4 

内科 恒光 綾子 高槻病院 医員 7年 × 日本内科学会認定内科医、日本循

環 器 学 会 循 環 器 専 門 医 、

POCUS(Point-of-care 

Ultrasound)インストラクター 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.29） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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） 

脳神経内

科 

松下 達生 高槻病院 主任部長 32年 ○ 

2008.12.27 

（第 3回神戸大学医師

臨床研修指導医講習

会） 

日本内科学会認定内科医・認定医

制度研修指導医、日本神経学会専

門医・指導医、日本頭痛学会専門

医、身障指定医、臨床研修指導医

養成講習会受講済、ボツリヌスト

キシン療法講習・実技セミナー受

講済、tPA適正使用講習会受講済、

難病指定医、頭痛臨床セミナー講

師講習会受講済 

030501111 

030501112 

4 

脳神経内

科 

立花 久嗣 高槻病院 医長 16年 ○ 

2018.11.24 

（平成 30年度神戸大

学医師臨床研修指導

医講習会） 

日本内科学会認定内科医・総合内

科専門医、日本神経学会専門医・

指導医、日本脳卒中学会専門医、

日本認知症学会専門医・指導医、

医学博士、臨床研修指導医養成講

習受講済、緩和ケア研修会受講

済、難病指定医、身障指定医 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.30） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

 

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） 

皮膚科 瀬戸 英伸 高槻病院 主任部長 38年 ○ 

2012.12.23 

（大阪府医師会主催：

指導医のための教育ワ

ークショップ） 

日本皮膚科学会専門医・専門医研

修施設指導医、臨床研修指導医養

成講習受講済、難病指定医 

030501111 

030501112 

4 

精神科 杉林 稔 高槻病院 主任部長 34年 ○ 

2006.12.1 

（VHJ機構指導医養

成講座） 

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、

日本精神神経学会専門医・専門医

制度指導医・認知症診療医、日本

アロマテラピー学会認定取得、医

学博士、精神保健指定医、VHJ機

構指導医養成講座受講済、臨床研

修プログラム責任者養成講習会

受講済、精神腫瘍学の基本教育に

関する指導者研修会受講済、難病

指定医、精神科薬物療法研修会受

講、臨床研修指導医養成講習受講

済、日本医師会認定産業医 

030501111 

030501112 

4 

2007.2.12 

平成 19年度 

プログラム責任者養成講

習会受講済 

別紙４ 



（No.31） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会高槻病院      

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） 

精神科 伊藤 晴子  高槻病院 医長 21年 ○ 

2018．11.24 

（平成 30年度神戸大

学医師臨床研修指導

医講習会） 

日本精神神経学会専門医・専門医

制度指導医、日本認知症学会専門

医、日本旅行医学会認定医、精神

保健指定医、精神科薬物療法研修

会受講済、難病指定医、日本ｻｲｺ

ｵﾝｺﾛｼﾞｰ学会「精神腫瘍医コース」

受講済、緩和ケア研修会受講済、

精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律第 19 条に基づく研修

修了、臨床研修指導医講習会受講

済 

030501111 

030501112 

4 

精神科 井上 由香 

 

高槻病院 医長 20年    ○ 

2015.2.8 

（日本病院会主催： 

臨床研修指導医養成講

習会） 

日本精神神経学会専門医・指導

医、日本認知症学会専門医・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、精神保険指定医、臨床研修指

導医養成講習受講済、難病指定

医、精神科薬物療法研修会受講

済、緩和ケア研修会受講済、 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.32） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

 

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） 

精神科 家田 麻紗 高槻病院 医長 16年    ○ 

2017.3.5 

（精神科七者懇談会

臨床研修指導医講習

会） 

日本精神神経学会専門医・指導

医・認知症診療医、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、精神保健指定

医、日本医師会認定産業医、緩和

ケア研修会受講済、臨床研修指導

医養成講習会受講済、難病指定

医、精神科薬物療法研修会修了、

医学博士 

030501111 

030501112 

4 

整形外科 平中 崇文 高槻病院 センター長 34年 ○ 

2008.4.20 

（第 1 回神戸大学医師

臨床研修指導医講習会） 

日本整形外科学会専門医、日本再

生医療学会再生医療認定医、身障

指定医、救急従事者研修受講済、

臨床研修指導医養成講習受講済、

日本医師会健康スポーツドクタ

ー、卒後臨床研修評価機構サーベ

イヤー、難病指定医、育成医療・

更生医療指定医、医学博士、日本

人工関節学会認定医 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.33） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

整形外科 岡本 剛冶 高槻病院 センター長 30年    ○ 

2017.10.8 

（日本医師会指導医

のための教育ワーク

ショップ） 

日本整形外科学会専門医・脊椎脊

髄病医、日本脊椎脊髄病学会・日

本脊髄外科学会脊椎脊髄外科専

門医・指導医、臨床研修指導医養

成講習会受講、難病指定医 

030501111 

030501112 

4 

整形外科 藤代 高明 高槻病院 部長 25年    ○ 

2015.11.28 

（平成 27年度神戸大

学医師臨床研修指導

医講習会） 

日本整形外科学会専門医、日本自

己血輸血学会日本輸血・細胞治療

学会学会認定・自己血輸血責任医

師、身障指定医、更生医療指定医、 

臨床研修指導医養成講習会受講、

難病指定医、日本人工関節学会認

定医、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

整形外科 小出 基 高槻病院 医員 10年    × 日本整形外科学会専門医 030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.35） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

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） 

外科 椎名 祥隆 高槻病院 主任部長 36年 ○ 

2011.12.4 
（第 9回国際医療福祉大

学・高邦会グループ臨床研

修指導医養成ワークショ

ップ） 

 

日本外科学会認定医・専門医・指

導医、日本胸部外科学会指導医、

呼吸器外科専門医合同委員会専

門医、肺がん CT 検診認定医、臨

床研修指導医養成講習受講済、第

10 回三学会構成心臓血管外科専

門医認定機構医療安全講習会受

講済、難病指定医、身障指定医、

緩和ケア研修会受講済、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

外科 金 泰雄 高槻病院 医長 9年 × 日本外科学会専門医、緩和ケア研

修会受講済、呼吸器外科専門合同

委員会呼吸器外科専門医 

030501111 

030501112 

4 

外科 大北 裕 高槻病院 センター長 44年 〇 

2021.11.7 

令和3年度神戸大学医師臨床

研修指導医講習会 

日本外科学会指導医選定・専門

医、三学会構成心臓血管外科専門

医認定機構心臓血管外科専門

医、・修練指導者、日本循環器学

会循環器専門医、日本脈管学会脈

管専門医、身障指定医、難病指定

医、育成医療・更生医療指定医、

医学博士、臨床研修指導医養成講

習受講済 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 

(No.34) 

 



（No.35） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

 

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） 

外科 三成 善光 高槻病院 主任部長 30年 ○ 

2008.11.24 

（島根県臨床研修指導

医講習会） 

日本外科学会認定医・専門医、日

本消化器外科学会認定登録医・専

門医・指導医・消化器がん外科治

療認定医、日本乳癌学会認定医・

乳腺専門医、日本乳がん検診精度

管理中央委員会マンモグラフィ

読影認定医、臨床研修指導医養成

講習受講済、難病指定医、がんの

リハビリテーション研修会受講

済、医学博士、緩和ケア研修会受

講済、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合

診療制度機構第 4 回 HBOC 教育セ

ミナー受講済 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.36） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

 

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） 

外科 岡﨑 太郎 高槻病院 主任部長 27年 ○ 

2015.6.28 

（第 34 回全国済生会

臨床研修指導医のため

のワークショップ） 

日本外科学会認定医・専門医・指

導医、日本消化器病学会専門医・

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

認定医、日本がん治療認定医療機

構がん治療認定医、日本胆道学会

認定指導医、日本肝胆膵外科学会

肝胆膵外科高度技術技能専門

医・技術認定、臨床研修指導医講

習会受講済、緩和ケア研修会受講

済、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

外科 岡 隆紀 高槻病院 副院長 26年 ○ 

2014.10.13 

（大阪府医師会主催：

指導医のための教育ワ

ークショップ） 

日本外科学会認定医・専門医・指

導医、日本胸部外科学会認定医、

三学会構成心臓血管外科専門医

認定機構心臓血管外科専門医、ヨ

ーロッパ胸部外科学会正会員、身

障指定医、難病指定医、臨床研修

指導者養成講習受講済、医療安全

管理者養成講習会 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.37） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

 

 

 

 

 

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） 

外科 常深 孝太郎 高槻病院 部長 25年 ○ 

2014.11.29 

（平成 26 年度神戸大

学医師臨床研修指導医

講習会） 

日本外科学会認定医・専門医・指

導医、三学会構成心臓血管外科専

門医認定機構専門医・修練指導

者、日本心臓リハビリテーション

学会指導士、腹部ステントグラフ

ト実施医・指導医、胸部ステント

グラフト実施医、下肢静脈瘤に対

する血管内焼灼術の実施基準に

よる実施医、浅大腿動脈ステント

グラフト実施医、日本脈管学会専

門医・指導医、日本血管外科学会

血管内治療医、臨床研修指導者養

成講習受講済、難病指定医、不整

脈学会 ICD/CRT研修受講済、身障

指定医、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

外科 細野 雅義 高槻病院 医長 16年 ○ 

2022.2.13 

（日本病院会主催：

2021年度第 2回臨床研

修指導医講習会） 

日本外科学会専門医、日本消化器

外科学会専門医・消化器がん外科

治療認定医、日本がん治療認定医

機構がん治療認定医、マンモグラ

フィ読影認定医、緩和ケア研修会

受講済、 TNT研修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.38） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院 

 

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） 

外科 大和田 善之 高槻病院 医長 14年 × 日本外科学会専門医、日本消化器

外科学会専門医・指導医・消化器

がん外科治療認定医、日本がん治

療認定医機構がん治療認定医、日

本消化器病学会専門医、日本腹部

救急医学会認定医、難病指定医、

日本医師会認定産業医、緩和ケア

研修会受講済、四段階注射法講習

会受講済 

030501111 

030501112 

4 

外科 池田 太郎 高槻病院 医員 11年 × 日本外科学会外科専門医、日本消

化器外科学会消化器外科専門医、

日本消化器外科学会消化器がん

外科治療認定医 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.39） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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） 

小児外科 津川 二郎 高槻病院 主任部長 23年 ○ 
2011.9.11 

（日本病院会臨床研修

指導医養成講習会） 
 

日本外科学会専門医・指導医、日

本小児外科学会専門医・指導医、 

臨床研修指導医養成講習受講済、

身障指定医 

030501111 

030501112 

4 

小児外科 西島 栄治 高槻病院 部長 44年 ○ 
2008.2.17 

（全国自治体病院協議

会・全国国民健康保険

診療施設協議会主催：

第 59 回新臨床研修指

導医養成講習会） 

臨床研修指導医養成講習会受講

済、身障指定医、難病指定医、TNT

講習会受講済、高槻市小児慢性特

定疾患指定医、育成医療・更生医

療指定医、神戸大学研究費不正防

止教育受講済、神戸大学医学研究

会 CITI Japanプログラム受講済、

神戸大学客員教授、臨床研究入門

初級編履修済、日本学術振興会研

究倫理 e ラーニングコース受講

済、経肛門的洗腸療法講習会受講

済、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.40） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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） 

小児外科 久松 千恵子 高槻病院 部長 22年 ○ 

2008.9.6 
（第 2回神戸大学医師

臨床研修指導医講習

会） 

日本外科学会専門医・指導医、日

本小児外科学会専門医・指導医、

日本周産期・新生児医学会認定外

科医、臨床研修指導医養成講習会

受講済、高槻市小児慢性特定疾病

指定医、大阪府難病指定医、身障

指定医、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

小児外科 服部 健吾 高槻病院 医長 14年 ○ 

2019.2.10 

（日本病院会主催： 

平成 30年度第 3回 

臨床研修指導医養成 

講習会） 

日本外科学会専門医、日本小児外

科学会専門医、日本内視鏡外科学

会技術認定(小児外科)、臨床研修

指導医養成講習受講済、日本静脈

経腸栄養学会 TNT 研修会受講

済、難病指定医、高槻市小児慢性

特定疾病指定医 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.41） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

 

 

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） 

小児脳神

経外科 

原田 敦子 高槻病院 主任部長 26年 ○ 

2015.9.27 
（社会医療法人愛仁会

愛仁会医師臨床研修指

導医セミナー） 

日本脳神経外科学会専門医・指導

医、日本神経内視鏡学会技術認定

医、日本小児神経外科学会認定医、

日本人類遺伝学会日本遺伝カウン

セリング学会臨床遺伝専門医、米

国医師免許(ECFMG)、医学博士、

臨床研修指導医養成講習受講済、

高槻市小児慢性特定疾患指定医、

育成医療・更生医療指定医、難病

指定医、身障指定医、日本脳神経

外傷学会認定指導医 

030501111 

030501112 

4 

脳神経外

科 

前野 和重 高槻病院 副院長 31年 ○ 

2014.10.5 

（第 12回国際医療福

祉大学・高邦会グルー

プ臨床研修指導医養成

ワークショップ） 

 

日本脳神経外科学会専門医、日本

脳神経血管内治療学会専門医、日

本脳卒中の外科学会技術指導医、

脳梗塞 rt-PA 適正使用講習会受

講済、臨床研修指導医養成講習受

講済、難病指定医、日本脳神経外

科学会認定医、日本小児神経外科

学会認定医、日本脳卒中学会脳卒

中専門医 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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 

福屋 章悟 高槻病院 医長 14年 × 

 

 

日本脳神経外科学科専門医、日本

神経内視鏡学会技術認定医、緩和

ケア研修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

眼科 清水 一弘 高槻病院 主任部長 38年 ○ 

2009.1.11 

（第 5回大阪医科大学

附属病院臨床研修指導

医養成講習会） 

日本眼科学会専門医・指導医、臨

床研修指導医養成講習受講済、 

ICD 制度協議会認定インフェク

ションコントロールドクター、身

障指定医、難病指定医、日本羊膜

移植講習会受講済、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

眼科 宮本 麻起子 高槻病院 医長 20年 ○ 

2013.3.10 

（日本病院会臨床研修

指導医養成講習会） 

日本眼科学会専門医、ボトックス

講習会受講済、緩和ケア研修会受

講済、臨床研修指導医養成講習受

講済、視覚障がい者用補装具適合

判定医、身障指定医、難病指定医 

030501111 

030501112 

4 

耳 鼻 咽 喉

科 

星島 秀昭 高槻病院 主任部長 32年 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医・耳鼻

咽喉科専門研修指導医、身障指定

医、難病指定医 

030501111 耳鼻咽喉科 

腎移植科 客野 宮治 高槻病院 主任部長 43年 × 日本泌尿器科学会専門医・指導

医、日本臨床腎移植学会認定医、

日本移植学会認定医、育成医療指

定医、更生医療指定医、難病指定

医、ICD制度協議会認定インフェ

クションコントロールドクター 

030501111 腎移植科 

（No.42） 

紙 

別紙４ 

紙 



（No.43） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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 西田 剛 高槻病院 主任部長 22年 ○ 

2014.10.11 

（関西医科大学主催：平

成 26 年度関西医科大学

臨床研修指導医養成講

習会） 

日本泌尿器科学会泌尿器科専門

医・指導医、泌尿器腹腔鏡技術認

定、泌尿器ロボット支援手術プロ

テクター認定、日本透析学会透析

専門医、日本がん治療認定医、日

本プライマリケア認定医・指導

医、医学博士、臨床研修指導医養

成講習受講済、緩和ケア研修会受

講済、VAC 治療システム認定、

ボトックス講習会受講済、下部尿

路機能障害の治療とケア研修会

受講済、身障指定(腎機能、膀胱、

直腸機能障害) 

030501111 

030501112 

4 

泌尿器科 内本 泰三 高槻病院 医員 11年 × 日本泌尿器科学会泌尿器科専門

医、日本癌治療認定医機構がん治

療認定医 

030501111 

030501112 

4 

放射線科 清水 雅史 高槻病院 主任部長 42年 ○ 

2008.4.20 

（第 1 回神戸大学医師

臨床研修指導医講習会） 

日本医学放射線学会放射線診断

専門医・研修施設指導者、日本

IVR 学会専門医、日マンモグラフ

ィー検診精度管理中央委員会マ

ンモグラフィ読影認定医、臨床研

修指導医養成講習受講、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 

 



（No.44） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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） 

放射線科 横川 修作 高槻病院 部長 48年 × 日本医学放射線学会放射線診断

専門医、難病指導医、医学博士 

030501111 放射線科 

放射線科 寒川 光治 高槻病院 部長 42年 × 日本放射線腫瘍学会/日本医学放

射線学会放射線治療専門医、厚労

省臨床修練指導医、がんのリハビ

リテーション研修会受講済、急性

期病棟におけるリハビリテーシ

ョン医師研修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

放射線科 髙橋 哲 高槻病院 センター長 

 

30年 ○ 

2020.2.2 

（日本病院会主催：2019

年度第 3 回臨床研修指

導医講習会） 

日本医学放射線学会放射線診断

専門医・研修指導者、医学博士、

臨床研修指導医養成講習受講済 

030501111 

030501112 

4 

放射線科 中森 美和 高槻病院 医員 25年 × 日本医学放射線学会放射線診断

専門医・研修指導者、難病指定医 

030501111 

030501112 

4 

放射線科 林 和宏 高槻病院 医員 9年 × 日本医学放射線学会放射線診断

専門医、肺がん CT 検診認定機構

認定医、日本インターベンショナ

ルラジオロジー学会専門医 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.45） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院             

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） 

形成外科 黒川 憲史 高槻病院 主任部長 21年 ○ 

2015.9.27 

（社会医療法人愛仁会 

愛仁会医師臨床研修指

導医セミナー） 

日本形成外科学会専門医・領域指

導医・皮膚腫瘍外科分野指導医・

小児形成外科分野指導医、日本創

傷外科学会専門医、2017 年第 1

回乳房再建用ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ/ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ

講習会受講済、2019 年第 3 回乳

房再建用ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ/ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ講習

会受講済、緩和ケア研修会受講

済、臨床研修指導医養成講習受講

済、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

麻酔科 内藤 嘉之 高槻病院 部長 39年 ○ 

2016.10.9 

（大阪府医師会主催：

指導医のための教育ワ

ークショップ） 

  

日本麻酔科学会専門医・指導医、

日本集中治療医学会専門医、日本

心臓血管麻酔学会専門医、麻酔科

標榜医、日本集中治療医学会

MCCRC受講済、難病指定医、臨床

研修指導医養成講習受講済、認知

症サポート医養成研修受講済、緩

和ケア研修会受講済、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.46） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院   

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） 

麻酔科 中島 正順 高槻病院 部長 30年 ○ 

2004.11.7 

（大阪府医師会主催：

指導医のための教育ワ

ークショップ） 

日本麻酔科学会専門医・指導医、

日本蘇生学会指導医、救急従事者

研修受講済、臨床研修指導医養成

講習受講済、ICD制度協議会認定

インフェクションコントロール

ドクター、日本救急医学会認定

ICLS コースインストラクター・

ディレクター、ACLS 大阪認定イ

ンストラクター・コースディレク

ター、麻酔科標榜医、AHA ACLS・

BLS インストラクター、NPO 法人

大阪ライフサポート協会認定イ

ンストラクター、日本集中治療医

学会 MCCRC修了、難病指定医、看

護師特定行為研修指導者講習会

修了、看護師特定行為研修指導者

講習会実施者養成研修会受講済 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.47） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

 

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） 

麻酔科 土居 ゆみ 高槻病院 センター長 25年 ○ 

2012.2.26 

（第 8回大阪医科大学

附属病院臨床研修指導

医養成講習会） 

日本麻酔科学会専門医・指導医、 

日本小児麻酔学会認定医、麻酔科

標榜医、臨床研修指導医養成講習

受講済、AHA/AAP PALS 

Instructor、難病指定医、医学博

士 

030501111 

030501112 

4 

麻酔科 西田 隆也 高槻病院 主任部長 16年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医、

日本小児麻酔学会認定医、麻酔科

標榜医、日本周術期経食堂心エコ

ー認定試験合格、National Board 

of Echocardiography Advanced 

PTEeXMA 

030501111 

030501112 

4 

麻酔科 棚田 和子 高槻病院 医長 16年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医、

日本周術期経食道心エコー認定

試験（JB-POT)合格、麻酔科標榜

医 

030501111 

030501112 

4 

麻酔科 丸山 祐子 高槻病院 医長 16年 

 

× 日本麻酔科学会専門医、麻酔科標

榜医、日本周術期経食道心エコー

認定試験合格、緩和ケア研修会受

講済、専門研修指導医 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



（No.48） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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） 

リハビリテ

ーション科 

欅 篤 高槻病院 センター長 43年 ○ 

2009.1.18 

（日本医師会主催：指

導医のための教育ワー

クショップ） 

 

日本脳神経外科学会専門医、日本

リハビリテーション医学会専門

医・認定臨床医・指導医、日本認

知症学会専門医・指導医、日本摂

食嚥下リハビリテーション学会

認定士、日本心臓リハビリテーシ

ョン学会指導士、日本呼吸ケア・

リハビリテーション学会初級呼

吸ケア指導士、日本サルコペニ

ア・フレイル学会サルコペニア・

フレイル指導士、厚労省臨床修練

指導医、日本医師会認定健康スポ

ーツ医、厚労省義肢装具等適合判

定医、日本医師会認定産業医、臨

床研修指導医養成講習会受講済、

ボトックス講習会受講済、身障指

定医、がんのリハビリテーション

研修受講済、小児のリハビリテー

ション実習研修会受講済、難病指

定医、認知症サポート医養成研修

受講済、ITB療法ハンズオン講習

受講済、医学博士 

030501111 

030501112 

4 

別紙４ 



 

（No.49） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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） 

地域 冨永 洋一 愛仁会総合 

健康センター 

所長 34年    ○ 

2008.2.24 

 (大阪府医師会主催： 

指導医のための教育ワ

ークショップ) 

日本内科学会認定内科医、日本内

科学会総合内科専門医、日本糖尿

病学会研修指導医・専門医、日本

内科学会認定医制度研修指導医、

日本病態栄養学会病態栄養専門

医、臨床研修指導医養成講習会受

講済、臨床研修プログラム責任者

養成講習受講済、日本医師会認定

産業医、TNT講習会受講済、緩和

ケア研修会受講済、難病指定医 

030501111 

030501112 

3.4 

 

2012.11.24 

平成 24 年度 

プログラム責任者養成講習会 

受講済 

地域 田  珠相 田泌尿器科ク

リニック 

院長 38年    × 日本泌尿器科学会指導医 030501111 

030501112 

3.4 

別紙４ 

 



（No.50） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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） 

地域 家永 徹也 愛仁会しんあ

いクリニック 

院長 39年 ○ 

2000.9.23 

（臨床研修研究会主

崔：平成 12年度臨床研

修指導医養成講習会） 

日本外科学会認定医・専門医・指

導医、救急従事者研修受講済、日

本消化器外科学会認定医、身障指

定医、臨床研修指導医養成講習会

受講済、臨床研修プログラム責任

者養成講習会受講済、救急従事者

研修受講済、日本老年医学会高齢

者医療研修（座学・ワークショッ

プ）受講済、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ指導者講習

会受講済 

030501111 

030501112 

3.4 

 

2004.9.16 

平成 16年度 

プログラム責任者養成講

習会受講済 

地域 根岸 宏邦 豊中あいわ苑

診療所 

診療部長 55年 × 日本小児科学会認定医、日本小児

神経学会認定医、身障指定医、日

本医師会認定産業医、更生医療指

定医、育成医療指定医、医学博士 

030501111 

030501112 

3.4 

地域 竹中 和弘 尼崎だいもつ

病院 

副院長 33年    ○ 

2007.2.4 

 (大阪府医師会主

催：指導医のための教

育ワークショップ) 

日本内科学会総合内科専門医、日

本呼吸器学会専門医、日本呼吸器

学会指導医、日本内科学会認定医

制度研修指導医、身障指定医、臨

床研修指導医養成講習受講済、救

急従事者研修受講済、緩和ｹｱ研修

会受講済、 TNT 講習会受講済 

030501111 

030501112 

3.4  

 

別紙４ 



（No.51） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院    

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） 

地域 岡村 武彦 阿武山病院 院長 36年    ○ 

2004.8.22 

日本精神科病院協会主

催：精神科七者懇第 1 回

臨床研修指導医講習 

（近畿地区） 

精神保健指定医、日本老年精神医

学会専門医・指導医、日本精神神

経学会精神科専門医、日本臨床精

神神経薬理学会臨床精神神経薬

理専門医、臨床研修指導医講習会

受講済 

030501111 

030501112 

3.4 

地域 狩野 稔久 益田市地域医療セン

ター医師会病院 

院長 41年    × 日本プライマリケア連合学会 

指導医 
030501111 

030501112 

3.4 

 

地域 仲田 裕行 介護老人保健施設 

ケーアイ 

施設長 42年    ○ 

2002.1.12 

 (臨床研修研究会・

財団法人医療研修推

進財団主催：平成 13

年度臨床研修指導医

養成講習会) 

日本内科学会認定医、日本呼吸器

学会専門医、日本循環器学会専門

医、老人保健施設管理医師研修会

修了、日本医師会認定産業医、臨

床研修指導医養成講習会受講済 

030501111 

030501112 

3.4 

地域 角田 力 南平台かどた 

クリニック 

院長 20年    ○ 

2010.2.28 

（第 6回国際医療福祉

大学・高邦会グループ

臨床研修指導医養成ワ

ークショップ） 

医学博士、日本内科学会認定内科

医・総合内科専門医、日本消化器

病学会専門医、日本内視鏡学会専

門医・指導医、日本肝臓学会専門

医、日本がん治療認定医機構がん

治療認定医、臨床研修指導医養成

講習会受講済 

030501111 

030501112 

3.4 

別紙４ 



（No.52） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030501    臨床研修病院の名称： 社会医療法人愛仁会  高槻病院               

 

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） 

 高松 順太 高松内科 

クリニック 

院長 45年  医学博士、日本内科学会認定医、

日本内分泌学会内分泌代謝科専

門医、日本糖尿病学会研修指導

医、日本医師会認定産業医、日本

リウマチ財団リウマチ登録医 

 外部委員 

 佐藤 洋 さとう 

クリニック 

院長 37年  医学博士、日本循環器学会認定専

門医、日本胸部外科学会指導医、

日本外科学会指導医、日本血管外

科学会評議員、心臓血管外科専門

医 

 外部委員 

別紙４ 


