
 ３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　病院施設番号：　０３１０５７　臨床研修病院の名称：三田市民病院　（No.1）

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　指導医

循環器内科 松田　祐一 三田市民病院 副院長 35 〇 第65回新臨床研修指導医養成講習会 3

消化器内科 中村　晃 三田市民病院 副院長 37 〇

平成28年度神戸大学医師臨床研修指

導医講習会

4

循環器内科 吉川　糧平 三田市民病院 部長 24 4

循環器内科 若山　克則 三田市民病院 副部長 19 4

循環器内科 多和　秀人 三田市民病院 副部長 18 〇

平成24年度神戸大学医師臨床研修指

導医講習会

4

循環器内科 呉羽　布美恵 三田市民病院 医長 19 4

循環器内科 岡本　允信 三田市民病院 医長 16 4

循環器内科 柏木　大嗣 三田市民病院 医長 12 4

循環器内科 樫尾　和洋 三田市民病院 医長 12 4

循環器内科 安田　直矢 三田市民病院 副医長 8 4

消化器内科 田中　秀憲 三田市民病院 部長 26 〇 第68回新臨床研修指導医養成講習会 4

消化器内科 深澤　厚輔 三田市民病院 副部長 16 4

消化器内科 堂垣　美樹 三田市民病院 医長 15 4

消化器内科 池田　敦史 三田市民病院 医長 13 〇 第152回臨床研修指導医講習会 4

消化器内科 髙田　良平 三田市民病院 医長 10 4

内分泌科 佐久間　陽子 三田市民病院 副部長 27 4

腎臓内科 宮川　光二 三田市民病院 副部長 24 〇

第1回兵庫医科大学病院臨床研修指

導医養成講習会

4



 ３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　病院施設番号：　０３１０５７　臨床研修病院の名称：三田市民病院　（No.2）

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　指導医

腎臓内科 北浦　睦 三田市民病院 医長 15 4

小児科 井上　友子 三田市民病院 副部長 25 4

小児科 多田　慎吾 三田市民病院 医長 11 〇 第141回臨床研修指導医講習会 4

 外科救急 佐溝　政広 三田市民病院 診療部長 33 〇 平成22年度臨床研修指導医講習会 4

外科 光辻　理顕 三田市民病院 部長 28 〇 第90回臨床研修指導医養成講習会 4

外科 原田　直樹 三田市民病院 部長 26 〇

第23回全国済生会臨床研修指導医の

ためのワークショップ

4

外科 和田　隆宏 三田市民病院 特任副部長 40 4

外科 松本　晶子 三田市民病院 医長 15 4

外科 池田　太郎 三田市民病院 医長 10 4

整形外科 角田　雅也 三田市民病院 副院長 34 4

整形外科 西本　浩司 三田市民病院 副部長 19 4

整形外科 岩倉　崇 三田市民病院 副部長 18 4

整形外科 堂垣　佳宏 三田市民病院 医長 16 4

整形外科 橋口　貴行 三田市民病院 医長 14 〇 平成28年度臨床研修指導医講習会 4

形成外科 中山　真紀 三田市民病院 医長 18 〇

平成28年度兵庫医科大学病院臨床研

修指導医養成講習会

4

形成外科 小泉　郷士 三田市民病院 医長 13 4

形成外科 酒井　玲子 三田市民病院 副医長 7 4



 ３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　病院施設番号：　０３１０５７　臨床研修病院の名称：三田市民病院　（No.3）

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　指導医

脳神経外科 德田　良 三田市民病院 医長 12 〇

平成29年度兵庫医科大学病院臨床研

修指導医養成講習会

4

皮膚科 小坂　博志 三田市民病院 副部長 17 〇 第124回臨床研修指導医講習会 4

皮膚科 大郷　真理子 三田市民病院 医長 11 4

泌尿器科 宮崎　茂典 三田市民病院 部長 34 〇 第115回臨床研修指導医養成講習会 4

泌尿器科 曽我　英雄 三田市民病院 部長 28 4

泌尿器科 武中　良大 三田市民病院 副医長 7 4

産婦人科 小原　範之 三田市民病院 部長 38 4

産婦人科 神田　雅俊 三田市民病院 部長 28 〇 第141回臨床研修指導医講習会 4

産婦人科 小島　洋二郎 三田市民病院 副部長 23 4

眼科 調　久光 三田市民病院 部長 32 4

耳鼻いんこう科 長谷川　稔文 三田市民病院 部長 25 〇 第104回臨床研修指導医養成講習会 4

耳鼻いんこう科 窪田　雄一 三田市民病院 医長 10 4

放射線科 今中　一文 三田市民病院 特任部長 42 4

放射線科 田中　浩司 三田市民病院 特任部長 39 〇 第97回臨床研修指導医養成講習会 4

麻酔科 笠置　益弘 三田市民病院 副部長 16 〇 第140回臨床研修指導医講習会 4

麻酔科 諸岡　あかり 三田市民病院 医長 14 4

麻酔科 佐野　もえ 三田市民病院 副医長 9 4



 ３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　病院施設番号：　０３１０５７　臨床研修病院の名称：三田市民病院　（No.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　指導医

病理診断科 木﨑　智彦 三田市民病院 特任部長 48 4

救急科 橋本　直樹 三田市民病院 特任部長 45 〇

日本医師会指導医のための教育ワー

クショップH30

4


