
別紙４（No.1）　　
２８．指導医等の氏名等　　　　病院施設番号：　　０３０９１８　　　　　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：　　　市立伊丹病院

指導医講習会等
の受講経験 備考

有：○ １　プログラム責任者

無：× ２　副プログラム責任者

３研修実施責任者

４指導医

並べ変え用 氏名 所属 役職 年数 有無 資格
プログラム

番号
備考

医局
救急

飯石　浩康 市立伊丹病院 医局病院長 38 ○

日本内科学会【認定医】
日本消化器病学会【指導医】【専門医】
日本消化器内視鏡学会【指導医】【専門医】
日本消化管学会【胃腸科指導医】【胃腸科専門医】
日本大腸肛門病学会【指導医】【専門医】 30918301 ４指導医

呼吸器内科
救急

細井　慶太 市立伊丹病院
呼吸器内科科主
任部長

25 ○

日本内科学会【指導医】【総合内科専門医】
日本呼吸器学会【指導医】【専門医】
日本呼吸内視鏡器学会【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】
指導医のための教育ワークショップ　主催：兵庫県
医師会

30918301 ４指導医

呼吸器内科
救急

木下　善詞 市立伊丹病院
呼吸器内科科部
長

24 ○

日本内科学会【指導医】【認定医】
ICD制度協議会【ICD】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H23.1.14-16)

30918301 ４指導医

呼吸器内科
救急

原　聡志 市立伊丹病院
呼吸器内科科部
長

20 ○

日本内科学会【指導医】【総合内科専門医】
日本呼吸器学会【専門医】
日本血液学会【指導医】【専門医】
日本がん治療認定医機構【がん治療認定医】
日本臨床腫瘍学会【がん薬物療法専門医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H24.2.3-5) 30918301 ４指導医

呼吸器内科 原　彩子 市立伊丹病院 呼吸器内科副医 9 ×  日本内科学会【認定医】 30918301 上級医

消化器内科
救急

筒井　秀作 市立伊丹病院
消化器内科副院
長

33 ○

 日本内科学会【指導医】【認定医】
 日本消化器病学会【指導医】【専門医】
 日本消化器内視鏡学会【指導医】【専門医】
 日本消化管学会【胃腸科指導医】【胃腸科専門
医】
 日本食道学会【食道科認定医】
 日本臨床腫瘍学会【暫定指導医】
 日本医師会【認定産業医】
 日本がん治療認定医機構【暫定教育医】【がん治
療認定医】
第95回臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治
体病院協議会(Ｈ23.9.23-25)

30918301 1プログラム責任者

プログラム
番号

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

資格等



別紙４（No.2）　　
２８．指導医等の氏名等　　　　病院施設番号：　　０３０９１８　　　　　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：　　　市立伊丹病院

指導医講習会等
の受講経験 備考

有：○ １　プログラム責任者

無：× ２　副プログラム責任者

３研修実施責任者

４指導医

プログラム
番号

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

資格等

消化器内科
救急

村山　洋子 市立伊丹病院
消化器内科医局
長

31 ○

日本内科学会【指導医】【認定医】
日本消化器病学会【指導医】【専門医】
日本消化器内視鏡学会【指導医】【専門医】
日本消化管学会【胃腸科指導医】【胃腸科専門医】
日本肝臓学会【専門医】
日本医師会【認定産業医】
日本がん治療認定医機構【暫定教育医】【がん治療
認定医】
日本ヘリコバクター学会【H.pylory(ピロリ菌)感染
症認定医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H20.11.7-9)

30918301
２　副プログラム責
任者

消化器内科
救急

堀木　優志 市立伊丹病院
消化器内科科部
長

19 ○

日本内科学会【指導医】【認定医】
日本消化器内視鏡学会【専門医】
日本緩和医療学会【暫定指導医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：日本病院会 30918301 ４指導医

消化器内科
救急

荻山　秀治 市立伊丹病院
消化器内科科部
長

19 ○

日本内科学会【指導医】【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】【専門医】
日本消化管学会【胃腸科指導医】【胃腸科専門医】
日本肝臓学会【専門医】
日本医師会【認定産業医】
日本がん治療認定医機構【認定医】
日本ヘリコバクター学会【H.pylory(ピロリ菌)感染
症認定医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H24.1.20-22)

30918301 ４指導医

消化器内科
救急

今中　和穗 市立伊丹病院
消化器内科科部
長

24 ○

日本内科学会【指導医】【認定医】
日本消化器病学会【指導医】【専門医】
日本肝臓学会【指導医】【専門医】
日本消化器内視鏡学会【専門医】
日本超音波医学会【専門医】
日本がん治療認定医機構　【がん治療認定医】

30918301 ４指導医

消化器内科 栗山　大輔 市立伊丹病院 消化器内科医長 15 × - 30918301 上級医

消化器内科 岩崎　哲也 市立伊丹病院 消化器内科医長 14 ×

日本内科学会【認定医】【専門医】
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】
緩和ケア研修会

30918301 上級医

消化器内科 瀬戸　華世 市立伊丹病院
消化器内科副医
長

9 ×

日本内科学会【認定医】

30918301 上級医



別紙４（No.3）　　
２８．指導医等の氏名等　　　　病院施設番号：　　０３０９１８　　　　　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：　　　市立伊丹病院

指導医講習会等
の受講経験 備考

有：○ １　プログラム責任者

無：× ２　副プログラム責任者

３研修実施責任者

４指導医

プログラム
番号

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

資格等

循環器内科
救急

下山　寿 市立伊丹病院
循環器内科診療
部長

32 ○

日本内科学会【指導医】【総合内科専門医】
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】
日本超音波医学会【専門医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H20.2.29-3.2)

30918301 ４指導医

循環器内科
救急

二井　理恵 市立伊丹病院
循環器内科科部
長

19 ○

日本内科学会 【総合内科専門医】
日本循環器学会【専門医】
日本超音波医学会【専門医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H24.1.20-22)

30918301 ４指導医

循環器内科 山本　聖 市立伊丹病院
循環器内科科部
長

21 ×
日本内科学会【総合内科専門医】
 日本循環器学会【専門医】
 日本不整脈心電学会【専門医】

30918301 上級医

循環器内科
救急

嶋本　新作 市立伊丹病院 循環器内科医長 14 ○

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【認定医】
第14回愛知県厚生農業協同組合連合会臨床研修指導
医養成講習会　主催：愛知県厚生農業協同組合連合
会(H24.2.26)

30918301 ４指導医

循環器内科 松浦　岳司 市立伊丹病院 循環器内科医長 13 ×

日本内科学会【認定医】
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】
経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術実施医研修
リードレスペースメーカ　Micra  実施医研修
植込み型除細動器／ページングによる心不全治療研
修

30918301 上級医

循環器内科 小竹　悠理香 市立伊丹病院
循環器内科副医
長

9 ×

日本内科学会【認定医】

30918301 上級医

血液内科
救急

吉田　均 市立伊丹病院
外来化学療法室
主任部長兼血液
内科部長

33 ○

日本内科学会【認定医】【専門医】
日本血液学会【専門医】【指導医】
日本医師会【認定産業医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：大阪大学医学部
付属病院(H16.10.18)
緩和ケア研修会　主催：NTT西日本大坂病院
（H27.6.4）
日本造血細胞移植学会【認定医】

30918301 ４指導医

血液内科
救急

井上　愛 市立伊丹病院
血液内科科主任
部長

29 ○

日本内科学会【指導医】【総合内科専門医】
日本血液学会【専門医】
日本医師会【認定産業医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：日本病院会
(H21.12.11-13)

30918301 ４指導医

血液内科
救急

石田　尚子 市立伊丹病院 血液内科科部長 24 ○
日本内科学会【認定医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H23.2.4-6)

30918301 ４指導医

血液内科 髙橋　雅文 市立伊丹病院 血液内科医長 11 × 日本内科学会【認定医】 30918301 上級医

糖尿病セン
ター
救急

濵口　朋也 市立伊丹病院
糖尿病センター
診療部長

32 ○

日本内科学会【指導医】【認定医】
日本糖尿病学会【指導医】【専門医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H26.12..5-7)

30918301 ４指導医



別紙４（No.4）　　
２８．指導医等の氏名等　　　　病院施設番号：　　０３０９１８　　　　　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：　　　市立伊丹病院

指導医講習会等
の受講経験 備考

有：○ １　プログラム責任者

無：× ２　副プログラム責任者

３研修実施責任者

４指導医

プログラム
番号

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

資格等

糖尿病・内分泌・代謝内科佐藤　智己 市立伊丹病院
糖尿病・内分
泌・代謝内科科
主任部長

25 ×

日本内科学会【認定医】
日本糖尿病学会【専門医】

30918301 上級医

糖尿病・内分泌・代謝内科常田　和宏 市立伊丹病院
糖尿病・内分
泌・代謝内科副

8 ×
日本内科学会【認定医】
日本糖尿病学会【専門医】 30918301 上級医

糖尿病・内分泌・代謝内科栗山　督 市立伊丹病院
糖尿病・内分
泌・代謝内科医

6 ×
日本内科学会【認定医】
緩和ケア研修会 30918301 上級医

老年内科
救急

中村　好男 市立伊丹病院
老年内科科主任
部長

31 ○

 日本糖尿病学会【専門医】
第1回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会
主催：岡山大学医学部(H16.7.18.) 30918301 ４指導医

老年内科 尾﨑　和成 市立伊丹病院 老年内科科部長 18 ×

日本内科学会【認定医】
日本東洋医学会【漢方専門医】
日本抗加齢医学会【専門医】
日本医師会【認定産業医】

30918301 上級医

老年内科
救急

伊東　範尚 市立伊丹病院 老年内科科部長 21 ○

日本内科学会（近畿支部評議員）【指導医】【専門
医】【認定医】
 日本老年医学会（代議員）【指導医】【専門医】
 日本高血圧学会（評議会）【指導医】【専門医】
 日本プライマリ・ケア連合学会（代議員）【指導
医】【認定医】
 日本循環器学会【専門医】
平成25年度臨床研修指導医養成講習会　主催：大阪
大学医学部付属病院（H25.9.7)

30918301 ４指導医

アレルギー疾
患リウマチ科
救急

寺田　信 市立伊丹病院
アレルギー疾患
リウマチ科科主
任部長

22 ○

日本内科学会【指導医】【総合内科専門医】
日本リウマチ学会【指導医】【専門医】
日本アレルギー学会【指導医】【専門医】
第69回臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治
体病院協議会(H21.3.1) 30918301 ４指導医

アレルギー疾患リウマチ科樫原　優子 市立伊丹病院
アレルギー疾患
リウマチ科副医

8 ×
日本内科学会【認定医】

30918301 上級医

アレルギー疾患リウマチ科兵頭　優佳 市立伊丹病院
アレルギー疾患
リウマチ科副医
長

7 ×
日本内科学会会員【認定医】
 日本アレルギー学会会員
 日本リウマチ学会【専門医】

30918301 上級医

精神科 三好　崇文 市立伊丹病院 精神科主任部長 19 〇

日本精神神経学会【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】【認定医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：大阪府医師会
（H25.12.23）
緩和ケア研修会
精神腫瘍学指導者研修会
集合研修企画責任者のための講習
精神科薬物療法研修会
高齢者医療研修会

30918301 ４指導医



別紙４（No.5）　　
２８．指導医等の氏名等　　　　病院施設番号：　　０３０９１８　　　　　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：　　　市立伊丹病院

指導医講習会等
の受講経験 備考

有：○ １　プログラム責任者

無：× ２　副プログラム責任者

３研修実施責任者

４指導医

プログラム
番号

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経
験年数

資格等

呼吸器外科
救急

奥村　好邦 市立伊丹病院
呼吸器外科科主
任部長

23 ○

日本外科学会【専門医】
日本呼吸器外科学会【専門医】
肺がんCT検診認定機構【肺がんCT検診認定医】
日本医師会【認定産業医】
日本胸部外科学会【正会員】
国際肺癌学会（IASLC）【Member】
The Society of Thoracic Surgeons
【International member】
臨床研修指導医養成講習会　主催：兵庫医科大学
(H16.9.25-26)

30918301 ４指導医

呼吸器外科 黒田　鮎美 市立伊丹病院 呼吸器外科医長 13 ×

日本外科学会専門医
日本呼吸器外科学会
緩和ケア研修会 30918301 上級医

外科
救急

森田　俊治 市立伊丹病院 外科副院長 29 ○

日本外科学会【認定医】【指導医】【専門医】
 日本消化器外科学会【指導医】【認定医】
 日本大腸肛門病学会会員
 日本内視鏡外科学会【認定医】
第76回臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治
体病院協議会（H21.10.18)

30918301 ４指導医

外科
救急

福永　浩紀 市立伊丹病院 外科科部長 24 ○

日本外科学会【指導医】【専門医】
日本消化器外科学会【専門医】
日本消化器病学会【専門医】
日本消化器内視鏡学会【専門医】
日本大腸肛門病学会【専門医】
日本内視鏡外科学会【技術認定医】
ＩＣＤ制度協議会【ＩＣＤ】
第25回全国済生会臨床研修指導医WS　主催：済生会
医師教育研修協議会(2011/12/15.)

30918301 ４指導医

外科 村上　昌裕 市立伊丹病院 外科科部長 18 ×

日本外科学会【認定医】【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】
 日本がん治療認定医機構【専門医】

30918301 上級医

外科 髙田　晃宏 市立伊丹病院 外科医長 16 ×

日本外科学会【専門医】
日本消化器外科学会【専門医】【指導医】
日本消化器病学会【専門医】
日本消化管学会【専門医】
がん治療認定医機構癌治療認定医【認定医】
緩和ケア研修会
四段階注射法講習会

30918301 上級医

外科 澤田　元太 市立伊丹病院 外科医長 14 ×
日本外科学会【専門医】
日本消化器外科学会【専門医】 30918301 上級医

外科 市川　善章 市立伊丹病院 外科副医長 10 ×

日本外科学会【専門医】
日本消化器外科学会【専門医】
緩和ケア研修会 30918301 上級医

乳腺外科 山本　正之 市立伊丹病院
乳腺外科主任部
長

40 ×

日本外科学会【指導医】【専門医】
 日本消化器外科学会【指導医】【認定医】
 【消化器がん外科治療認定医】
 日本乳癌学会【認定医】
 日本医師会【認定産業医】
NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構【検診マ
ンモグラフィ読影認定医師】
 日本がん治療認定医機構【がん治療認定医】

30918301 上級医
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乳腺外科 三嶋　千恵子 市立伊丹病院 乳腺外科医長 12 ×

 日本消化器外科学会【専門医】

30918301 上級医

乳腺外科 千原　陽子 市立伊丹病院 乳腺外科医長 15 ×

日本外科学会【専門医】
日本乳癌学会【専門医】
NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構【検診マ
ンモグラフィ読影認定医師】

30918301 上級医

脳神経外科
救急

二宮　宏智 市立伊丹病院
脳神経外科科主
任部長

26 ○

 日本乳癌学会【専門医】
市立堺病院臨床研修指導医養成講習会　主催：市立
堺病院(2010/12/19.) 30918301 ４指導医

整形外科
救急

中井　毅 市立伊丹病院 整形外科副院長 31 ○

日本整形外科学会【専門医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：大阪警察病院
(H20.10.12） 30918301 ４指導医

整形外科
救急

林　潤三 市立伊丹病院 整形外科科部長 24 ○

日本整形外科学会【専門医】
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
日本脊椎脊髄病学会【指導医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H25.12.6-8)

30918301 ４指導医

整形外科
救急

中村　茂子 市立伊丹病院 整形外科科部長 20 ○

日本整形外科学会【専門医】
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
日本脊椎脊髄病学会【認定医】
第138回臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自
治体病院協議会(H29.8.25-27) 30918301 ４指導医

整形外科 黒田　早苗 市立伊丹病院 整形外科科部長 21 × 日本整形外科学会会員 30918301 上級医

整形外科
救急

南野　勝彦 市立伊丹病院 整形外科科部長 18 ○
日本整形外科学会【専門医】
第146回臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自
治体病院協議会(H30.8.31-9.2) 30918301 ４指導医

整形外科 岩田　浩和 市立伊丹病院 整形外科医長 12 × 日本整形外科学会【専門医】 30918301 上級医

整形外科 十河　英司 市立伊丹病院 整形外科医長 17 ×
日本整形外科学会【専門医】
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医 30918301 上級医

整形外科 松岡　峰造 市立伊丹病院 整形外科医長 11 × 日本整形外科学会【専門医】 30918301 上級医

整形外科 阪田　晃佑 市立伊丹病院 整形外科副医長 9 × 日本整形外科学会会員 30918301 上級医

形成外科 野守　美千子 市立伊丹病院 形成外科副医長 9 ×
日本形成外科学会【専門医】
乳房再建エキスパンダー/インプラント基準医師
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

30918301 上級医

形成外科 真名子　英理 市立伊丹病院 形成外科科部長 14 × 日本形成外科学会【専門医】 30918301 上級医

小児科
救急

三木　和典 市立伊丹病院 小児科診療部長 37 ○

日本小児科学会【指導医】【専門医】
日本小児栄養消化器肝臓学会【認定医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H18.8.18-20)

30918301 ４指導医
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小児科
救急

藪田　玲子 市立伊丹病院 小児科科部長 38 ○

日本小児科学会【専門医】
日本化学療法学会【抗菌化学療法認定医】
ICD制度協議会【ICD】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H21.2.13-15)

30918301 ４指導医

小児科 中野　さやか 市立伊丹病院 小児科医長 13 × 日本小児科学会【専門医】 30918301 上級医

小児科 小西　暁子 市立伊丹病院 小児科医長 13 × 日本小児科学会【専門医】 30918301 上級医

小児科 大星　大観 市立伊丹病院 小児科医長 11 ×
日本てんかん学会【専門医】
日本小児神経学会【専門医】 30918301 上級医

小児科 川村　孝治 市立伊丹病院 小児科副医長 10 × 日本小児科学会【専門医】 30918301 上級医

皮膚科 南　祥一郎 市立伊丹病院
皮膚科科主任部
長

33 ○
日本皮膚科学会【専門医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：兵庫医科大学
(H16.1.23-25）

30918301 ４指導医

泌尿器科
救急

岩田　裕之 市立伊丹病院
泌尿器科科主任
部長

29 ○

日本泌尿器科学会【指導医】【専門医】
日本透析医学会【指導医】【専門医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H19.2.9-11）

30918301 ４指導医

泌尿器科 仁田　有次郎 市立伊丹病院 泌尿器科医長 15 ×

日本泌尿器科学会【専門医】
日本泌尿器内視鏡学会【認定医】
日本内視鏡外科学会【認定医】
日本癌治療学会【認定医】

30918301 上級医

泌尿器科 岡村　太裕 市立伊丹病院 泌尿器科副医長 9 × 日本泌尿器科学会【専門医】 30918301 上級医

泌尿器科 上宮　健太郎 市立伊丹病院 泌尿器科副医長 6 × 30918301 上級医

産婦人科
救急

雨宮　京夏 市立伊丹病院
産婦人科科主任
部長

32 ○

日本産科婦人科学会【専門医】
日本産科婦人科内視鏡学会【技術認定医】
日本内視鏡外科学会【技術認定医】
日本がん治療認定医機構【がん治療認定医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自治体病院
協議会(H27.9.4-6)

30918301 ４指導医

産婦人科 金　美娘 市立伊丹病院 産婦人科科部長 23 × 日本産科婦人科学会【専門医】 30918301 上級医

産婦人科 三好　ゆかり 市立伊丹病院 産婦人科医長 16 ×
日本産科婦人科学会【専門医】
 日本臨床細胞学会【専門医】
 日本骨粗鬆症学会【認定医】

30918301 上級医

産婦人科
救急

栗谷　健太郎 市立伊丹病院 産婦人科医長 12 ○

日本産科婦人科学会【専門医】第18回全国労災病院
臨床研修指導医講習会　主催：独立行政法人労働者
健康安全機構(2016/6/26) 30918301 ４指導医

産婦人科 澤田　育子 市立伊丹病院 産婦人科医長 12 ×
日本産科婦人科学会【専門医】
日本性感染症学会【認定医】 30918301 上級医

産婦人科 福井　薫 市立伊丹病院 産婦人科副医長 10 ×

 日本性感染症学会【認定医】

30918301 上級医

産婦人科 角張　玲沙 市立伊丹病院 産婦人科副医長 9 ×

日本産科婦人科学会【専門医】
日本がん治療認定医機構【がん治療認定医】
ＮＰＯ法人日本乳がん検診精度管理中央機構【検診
マンモグラフィ読影認定医師】
 ＮＰＯ法人日本乳がん検診精度管理中央機構【乳
がん検診超音波検査実施判定医】

30918301 上級医
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産婦人科 中江　彩 市立伊丹病院 産婦人科副医長 9 ×

産婦人科専門医
日本産科婦人科学会【専門医】
緩和ケア研修会
日本医師会ACLS研修 30918301 上級医

眼科 白井　説子 市立伊丹病院 眼科科主任部長 45 ×

日本眼科学会【専門医】

30918301 上級医

眼科 植松　聡 市立伊丹病院 眼科医長 12 ×

 ＮＰＯ法人日本乳がん検診精度管理中央機構【検
診マンモグラフィ読影認定医師】

30918301 上級医

放射線診断科                            萩原　章 市立伊丹病院
放射線診断科
科主任部長

28 ○

日本医学放射線学会【専門医】
第147回臨床研修指導医養成講習会　主催：全国自
治体病院協議会(H30.9.28-30) 30918301 ４指導医

放射線診断科                            中山　圭子 市立伊丹病院
放射線診断科
科部長

28 ×
日本医学放射線学会【専門医】
ＮＰＯ法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会
【検診マンモグラフィ読影認定医師】

30918301 上級医

放射線診断科                            城後　恵里 市立伊丹病院
放射線診断科
副医長

8 ×

日本医学放射線学会【放射線科専門医】
NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構
【検診マンモグラフィ読影認定医師 30918301 上級医

放射線診断科                            山田　勝之 市立伊丹病院
放射線診断科部
長

25 〇

日本医学放射線学会【放射線科専門医】
検診マンモグラフィ読影認定医
日本インターベンショナルラジオロジー学会専門
医・指導医
臨床研修指導医養成講習会（H29.10.8）

30918301 ４指導医

放射線治療科                            近藤　聖子 市立伊丹病院
放射線治療科
科主任部長

22 ×

NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構

30918301 上級医

放射線治療科                            津村　昌 市立伊丹病院
放射線治療科部
長

41 〇

日本医学放射線学会【専門医】
日本放射線腫瘍学会【専門医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：厚生労働省
（H20.11.25）
緩和ケア研修会　主催：厚生労働省（H28.9.10）
日本医師会認定産業医
放射線学会研修指導者
放取扱主任者講習

30918301 ４指導医

病理診断科 木村　勇人 市立伊丹病院
病理診断科科部
長

18 ×

【検診マンモグラフィ読影認定医師】

30918301 上級医

麻酔科
救急

佐々木　繁太 市立伊丹病院
麻酔科科主任部
長

40 ○
日本麻酔科学会【指導医】
臨床研修指導医養成講習会　主催：大阪警察病院
(H20.10.11）

30918301 ４指導医

麻酔科 藤嵜　江美子 市立伊丹病院 麻酔科科部長 21 ×
日本麻酔科学会【指導医】

30918301 上級医

麻酔科 日山　愛 市立伊丹病院 麻酔科医長 16 × 日本麻酔科学会【専門医】 30918301 上級医
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麻酔科
救急

波部　和俊 市立伊丹病院 麻酔科医長 13 ○
日本麻酔科学会【専門医】
第10回産業医科大学病院臨床研修指導医講習会　主
催：産業医科大学病院(2014.4.23)

30918301 ４指導医

麻酔科 播本　由香利 市立伊丹病院 麻酔科副医長 8 ×
麻酔科認定医
緩和ケア研修会 30918301 上級医

精神科 森村　安史
一般財団法人仁明会
仁明会病院

院長 37 × 精神保健指定医 30918301 ３研修実施責任者

精神科 森脇　大裕
一般財団法人仁明会
仁明会病院

副院長 15 ○
精神保健指定医
臨床研修指導医養成講習会受講済み 30918301 ４指導医

精神科 早柏　琢哉
一般財団法人仁明会
仁明会病院

26 ○ 臨床研修指導医養成講習会受講済み 30918301 ４指導医

精神科 田代　里奈
一般財団法人仁明会
仁明会病院

20 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 山本　知子
一般財団法人仁明会
仁明会病院

34 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 三戸　宏典
一般財団法人仁明会
仁明会病院

医局長 9 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 煙崎　久子
一般財団法人仁明会
仁明会病院

19 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 中島　陽
一般財団法人仁明会
仁明会病院

9 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 岩谷　信昭
医療法人水光会
伊丹天神川病院

院長 40 ○

精神保健指定医
精神保健判定医
精神科専門医（日本精神神経学会）
平成16年度近畿地区精神科七者懇主催指導医養成講
習会受講

30918301 ３研修実施責任者

精神科 山本　義光
医療法人水光会
伊丹天神川病院

副院長 33 ○
精神保健指定医
精神保健判定医
平成16年度近畿地区精神科七者懇主催指導医養成講
習会受講

30918301 ４指導医

精神科 原元　燈
医療法人水光会
伊丹天神川病院

80 ○
精神保健指定医
日本医師会認定産業医
平成19年臨床研修指導医養成講習会　主催：日本病
院会

30918301 ４指導医

精神科 熊野郷　卓之
医療法人水光会
伊丹天神川病院

18 ○

精神科専門医（日本精神神経学会）
日本医師会認定産業医
日本睡眠学会認定医
産業医科大学認定
メンタルヘルスエキスパート産業医
平成22年度近畿地区精神科七者懇主催指導医養成講
習会受講

30918301 ４指導医

精神科 籠本　孝雄 大阪精神医療センター 院長 39 ○ 精神保健指定医 30918301 ３研修実施責任者

精神科 岩田　和彦 大阪精神医療センター 副院長 26 ○ 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 笹田　徹 大阪精神医療センター 医務局長 24 ○ 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 高石　仁 大阪精神医療センター 救急・急性期診療部 26 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 藤田　治 大阪精神医療センター 司法・難治疾患診療部　依存症治療推進センター長29 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 柴田　真理子 大阪精神医療センター 児童思春期診療部 28 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 加来　浩一 大阪精神医療センター 総合診療部主任部長 26 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 箱崎　健明 大阪精神医療センター 総合診療部　安全衛生・感染対策室長32 ○ 精神保健指定医 30918301 上級医
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精神科 梅本　愛子 大阪精神医療センター 司法・難治疾患診療部主任部長25 ○ 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 森　裕 大阪精神医療センター 司法・難治疾患診療部副部長24 ○ 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 西倉　秀哉 大阪精神医療センター 研究開発・研修部部長18 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 荒木　陽子 大阪精神医療センター 児童思春期診療部 22 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 島本　卓也 大阪精神医療センター 地域連携部副部長 31 ○ 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 花房　昌美 大阪精神医療センター 研究開発・研修部副部長16 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 仲谷　佳高 大阪精神医療センター 司法・難治疾患診療部診療主任10 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 間宮　由真 大阪精神医療センター 児童思春期診療部医長14 × 精神保健指定医 30918301 上級医

精神科 宮川　広美 大阪精神医療センター 児童思春期科副部長 26 × 精神保健指定医 30918301 上級医

地域医療 青木　英治 青木医院 院長 1 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 乾　　幸治 いぬいこどもクリニック 院長 43 ×
小児科専門医
小児神経専門医
臨床遺伝専門医・指導医

30918301 ３研修実施責任者

地域医療 梅田　晋嗣 梅田皮膚科クリニック 理事長 22 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 小川　平吉 小川医院 院長 1 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 小川　幸平 小川医院 22 × 30918301 上級医

地域医療 柴本　茂樹 柴本内科循環器科 院長 44 ×
糖尿病学会専門医
超音波学会専門医
循環器学会専門医

30918301 ３研修実施責任者

地域医療 島田　佐和子 しまだこどもクリニック 院長 25 × 日本小児科学会専門医 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 荘司　康嗣 荘司外科 院長 36 × 外科学会指導医
消化器外科学会指導医 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 進藤　　啓 進藤医院 院長 34 × 放射線診断専門医 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 宗本　将嗣 星晶会　あおい病院 管理医師 1 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 古田　譲 星晶会　あおい病院 統括医長 1 × 30918301 上級医

地域医療 藤井　孝祐 星晶会　いたみバラ診療所 管理医師 1 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 セレスタ　ギャヌ　ラジャ 星晶会　星優クリニック 管理医師 1 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 竹内　重人 竹内クリニック 院長 25 × 内科学会専門医
循環器学会専門医 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 巽　　憲一 巽医院 院長 1 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 中川　浩二 中川クリニック 院長 33 ×
外科認定医
消化器外科認定医
消化器内視鏡専門医

30918301 ３研修実施責任者

地域医療 林　　宗茂 林医院 院長 35 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 小坂　正 山川医院 院長 28 ×
消化器内科指導医
消化器専門医
内科認定医

30918301 ３研修実施責任者

地域医療 山本　裕信 やまもとクリニック泌尿器 院長 27 × 日本泌尿器外科専門医 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 吉田　竹志 よしだ整形外科 院長 36 ×
日本整形外科学会専門医
日本リウマチ学会専門医
日本手の外科学会専門医

30918301 ３研修実施責任者

地域医療 野田　眞也 伊丹恒生脳神経外科病院 院長 44 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 常岡　豊 常岡病院 理事長兼院長 39 ×
内科認定医
循環器専門医
産業医

30918301 ３研修実施責任者

地域医療 宮宗　愼吾 みやそう病院 院長 48 × 30918301 ３研修実施責任者
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地域医療 米田　紀夫 祐生病院 院長 50 ×

日本整形外科専門医
身体障害者障害程度認定医
産業医
義肢装具等適合判定医
日本法医学学会死体検案認定医
ICD認定医

30918301 ３研修実施責任者

地域医療 小山　雄士 祐生病院 内科部長 24 × 日本内科学会認定医
循環器専門医 30918301 上級医

地域医療 松岡　由香 祐生病院 内科医長 21 × 日本内科学会認定医
日本呼吸器学会認定医・指導医 30918301 上級医

地域医療 川崎　信吾 かわさき内科クリニック 院長 36 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 渡会　隆夫 わたらい医院 院長 36 × 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 片山　正哉 片山内科クリニック 院長 32 × 日本内科学会専門医
循環器専門医 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 植松　正保
医療法人晴風園
伊丹せいふう病院

院長 43 ×
内科認定医
日本循環器学会専門医
日本内科学会総合内科専門医

30918301 ３研修実施責任者

地域医療 吉村　史郎 吉村耳鼻咽喉科 院長 39 × 日本耳鼻咽喉科学会認定専門医 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 横山　和佐子 三谷眼科 院長 46 × 日本眼科学会認定専門医 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 原　　弘 原内科医院 院長 51 × 内科認定医
医学博士 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 生島　雅士 いくしまホームクリニック 院長 15 ×
日本内科学会【総合内科専門医】
日本循環器学会【専門医】
日本超音波医学会【専門医】

30918301 ３研修実施責任者

地域医療 杉澤 栄 二宮眼科 院長 33 × 日本眼科学会【専門医】 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 山池　紀翔 のぞみ眼科 院長 20 × 日本眼科学会【専門医】 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 高野　勉 伊丹たかの小児科 院長 19 〇 臨床研修指導医養成講習会受講済み 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 藤原　舞子 まい眼科クリニック 院長 16 × 日本眼科学会認定眼科【専門医】 30918301 ３研修実施責任者

地域医療 金子　彰
かねこ脳神経外科リハビリ
クリニック

院長 19 ×

日本脳神経外科学会【専門医】
日本脳卒中学会【専門医・指導医】
日本リハビリテーション医学会【専門医・指導医】
日本抗加齢医学会【専門医】

30918301 ３研修実施責任者


