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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 医籍登録番号 医籍登録日 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

1 小児外科 浅井　武
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児外科医師 19 ○

外科専門医((一社)日本外科学会)、がん治療認定医((一社)日本がん治療認定医
機構)、小児外科学会専門医（日本小児外科学会）、麻酔科標榜医、日本小児泌尿
器学会認定医（日本小児泌尿器学会）、平成29年度中国四国グループ臨床研修
指導医養成研修会

428530 2002/5/15
030672601
030372602

４　臨床研修指導医
　　（指導医）

2 臨床検査科 石井　文彩
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

臨床検査医師 16 ○
日本病理学会、日本臨床細胞学会、病理専門医研修指導医、
平成28年度山口大学医学部付属病院卒後臨床研修指導医養成講習会

446629 2005/4/6 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

3 放射線科 井藤　千里
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

診療放射線科医長 16 ○
核医学専門医((財)日本核医学会)、放射線診断専門医((公社)日本医学放射線学
会)、日本医学放射線学会研修指導医((公社)日本医学放射線学会)、香川大学医
学部附属病院卒後臨床研修指導医養成講習会（第13回）修了

446812 2005/4/6 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

4 小児外科 岩村　喜信
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

外科系診療部長 38 ○
小児外科専門医((特非営活法)日本小児外科学会)、小児外科指導医((特非営活
法)日本小児外科学会)、平成17年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修
会

128480 1983/5/23 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

5 児童心療内科 牛田　美幸
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

児童心療内科医長 30 ○

小児科専門医((公社)日本小児科学会)、小児神経専門医((一社)日本小児神経学
会)、子どものこころ専門医（子どものこころ専門医機構）、日本小児精神神経学会
日本小児心身医学会、平成30年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修
会

272930 1992/2/29 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

6 脳神経外科 大北　真哉
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

脳神経外科医師医長 18 ○
脳神経外科学会専門医、機能的定位脳手術技術認定医、脳神経外科学会指導
医、平成28年度徳島県臨床研修指導医養成講習会

343598 2003/5/9 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

7 小児循環器内科 大西　達也
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児循環器内科医長 17 ○
小児科専門医((公社)日本小児科学会)、小児循環器専門医((特非営活法)日本小
児循環器学会)、日本小児科学会指導医、平成26年度中国四国グループ臨床研
修指導医養成研修会

435157 2004/5/10 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

31．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等



8 小児科 岡田　隆文
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児科医長 18 ○
小児科専門医((公社)日本小児科学会)、感染症専門医((社)日本感染症学会)、抗
菌化学療法臨定医((社)日本化学療法学会)、平成20年度東京医療センター臨床
研修指導医講習会修了

443416 2003/5/6 〃
１　プログラム責任者
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

9 泌尿器科 甲藤　和伸
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

泌尿器科医長 24 ○
泌尿器科専門医((一社)日本泌尿器科学会)、透析専門医((社)日本透析医学会)、
泌尿器科指導医（（一社）日本泌尿器科学会）、臨床研修指導医養成講習会

432827 1997/5/8 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

10 整形外科 川﨑　元敬
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

疼痛医療センター科長 25 ○

日本整形外科学会専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本リハ
ビリテーション医学会認定臨床医、日本体育協会公認スポーツドクター、日本脊柱
脊髄病学会認定世紀中脊髄外科指導医、第11回日整会研修指導講習会、第14
回高知県臨床研修指導医養成ワークショップ

390030 1996/4/26 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

11 心臓血管外科 川人　智久
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児心臓血管外科医長 33 ○
心臓血管外科専門医((特非営活法)日本胸部外科学会など)、日本外科学会専門
医外科指導医((社)日本外科学会)、心臓血管外科修練指導者、平成20年度中国
四国ブロック臨床研修指導医養成研修会

378394 1989/3/31 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

12
小児アレルギー

内科
木下　あゆみ

四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児アレルギー科医師 19 ○
小児科専門医((公社)日本小児科学会)、アレルギー専門医((社)日本アレルギー学
会)、子どもの心相談医、令和元年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修
会

312211 2002/4/27
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

13 小児神経内科 桐野　友子
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児神経内科医長 39 ○
小児科専門医((公社)日本小児科学会)、小児神経専門医((一社)日本小児神経学
会)、小児神経学会専門医研修認定施設指導責任医、平成21年度中国四国ブロッ
ク臨床研修指導医養成

392493 1982/5/31 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

14 新生児内科 久保井　徹
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

新生児内科医長 19 ○

小児科専門医((公社)日本小児科学会)、日本周産期新生児医学会周産期専門医
（新生児）、小児科指導医((公社)日本小児科学会)、日本周産期新生児医学会周
産期専門医（新生児）暫定指導医、香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導
医養成講習会（第８回）修了

267654 2002/5/7
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

15 眼科 小木曽　正博
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

眼科医長 36 ○
眼科専門医((財)日本眼科学会)、平成30年度中国四国グループ臨床研修指導医
養成研修会

424592 1985/5/20 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

16 産婦人科 近藤　朱音
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

周産期内科医長 23 ○

産婦人科専門医((公社)日本産科婦人科学会)、周産期専門医（母体・胎児）((社)日
本周産期・新生児医学会)、臨床遺伝専門医((社)日本人類遺伝学会など)超音波
専門医((社)日本超音波医学会)、内分泌代謝科（産婦人科）専門医((社)日本内分
泌学会）、臨床遺伝指導医((社)日本人類遺伝学会など)、産婦人科指導医((公社)
日本産科婦人科学会)、周産期専門医（母体・胎児）指導医((社)日本周産期・新生
児医学会)、第6回東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会

288754 1998/5/8 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）



17 新生児内科 定村　孝明
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

新生児内科医師 12 ○
小児科専門医((公社)日本小児科学会)、平成29年度中国四国グループ臨床研修
指導医養成研修会

396620 2009/4/27 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

18 心臓血管外科 下江　安司
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

外科系診療部長 33 ○

外科専門医((社)日本外科学会)、心臓血管外科専門医((特非営活法)日本胸部外
科学会など)、脈管専門医((社)日本脈管学会)、下肢静脈瘤に対する血管内レー
ザー焼灼術指導医(血管内レーザー焼灼術実施・管理委員会)、腹部大動脈瘤ステ
ントグラフト指導医(ステントグラフト実施基準管理委員会)、腹部大動脈瘤ステント
グラフト指導医(ステントグラフト実施基準管理委員会)、腹部大動脈瘤ステントグラ
フト指導医(ステントグラフト実施基準管理委員会)、腹部大動脈瘤ステントグラフト
指導医(ステントグラフト実施基準管理委員会)、平成30年度中国四国グループ臨
床研修指導医養成研修会

482382 1988/5/18 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

19 新生児内科 杉野　政城
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

新生児内科医師 11 ○
小児科学会専門医、香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導医養成講習会
（第16回）

312240 2010/4/7 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

20 循環器内科 竹谷　善雄
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

内科系診療部長 26 ○

循環器専門医((社)日本循環器学会)、心血管インターベンション治療専門医((社)
日本心血管インターベンション治療学会)、総合内科専門医内科指導医、平成26年
度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修会、平成30年度プログラム責任者
養成講習会

484742 1995/5/16 〃
１　プログラム責任者
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

21 麻酔科 多田　文彦
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

中央手術･中央材料ｾﾝﾀｰ長 33 ○
麻酔科専門医((公社)日本麻酔科学会)、麻酔科指導医（（公社）日本麻酔学会）、
平成28年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修会

375056 1988/5/18 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

22 脳神経外科 谷口　秀和
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

脳神経外科医師 15 ○
脳神経外科学会専門医、小児神経外科学会認定医、神経内視鏡学会技術認定
医、令和元年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修会

312243 2006/4/14 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

23 内科 手束　一博
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

内科医長 33 ○
消化器内視鏡専門医((社)日本消化器内視鏡学会)、第6回香川大学医学部付属
病院卒後臨床研修指導医養成講習会

457708 1988/6/8 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

24 小児循環器内科 寺田　一也
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

感染制御対策部長 32 ○

小児科専門医((公社)日本小児科学会)、小児循環器専門医（（公社）小児循環器
内科学会）、胎児心エコー認証医（日本胎児心臓病学会）、結核・抗酸菌症認定医
（日本結核非結核性抗酸菌症学会）、小児科指導医（公社）日本小児科学会）、平
成22年度中国四国ブロック臨床研修指導医養成研修会

318518 1989/5/29 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

25 外科 照田　翔馬
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

外科医師 11 ○
外科専門医、がん治療認定医（日本がん治療認定医機構）、H.pylori(ピロリ菌）感
染症認定医（日本ヘリコバクター学会）、抗菌化学療法認定医（日本化学療法学
会）、香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導医養成講習会（第18回）

324184 2011/3/29 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）



26 小児神経内科 土肥　由美
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児神経内科医師 16 ○
小児科専門医((公社)日本小児科学会)、小児神経専門医((一社)日本小児神経学
会)、平成29年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修会

493882 2005/4/12 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

27 麻酔科 中川　真希
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

麻酔科医師 16 ○ 平成29年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修会 449350 2005/4/15 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

28 児童精神科 中土井　芳弘
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

児童精神科医長 20 ○

精神科専門医((公社)日本精神神経学会)、日本児童青年精神医学会認定医((一
社)日本児童青年精神医学会）、子どものこころ専門医精神科指導医((社)日本精
神神経学会)、日本総合病院精神医学会一般病院連携精神医学特定指導医、平
成24年度中国四国ブロック臨床研修指導医養成

451244 2001/5/7 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

29 新生児内科 中野　彰子
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

新生児内科医師 24 ○
小児科専門医((公社)日本小児科学会)、周産期(新生児)専門医((社)日本周産期・
新生児医学会)、平成23年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修会

415486 1997/5/15 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

30 小児外科 新居　章
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

外科医長 21 ○
外科専門医((社)日本外科学会)、小児外科専門医((特非営活法)日本小児外科学
会)、がん治療認定医((一社）日本がん治療認定医機構）、日本外科学会指導医
((一社)日本外科学会、平成21年度徳島赤十字病院臨床研修指導医養成講習会

391115 2000/5/11 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

31 消化器内科 林　亨
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

消化器内科医長 34 ○

消化器病専門医((財)日本消化器病学会)、消化器内視鏡専門医((社)日本消化器
内視鏡学会)、総合内科専門医((社)日本内科学会)、日本消化器がん検診学会認
定医内科指導医日本消化器内視鏡指導医（（社）日本消化器内視鏡学会）、平成
20年度中国四国ブロック臨床研修指導医養成研修会

411824 1987/5/20 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

32 整形外科 東野　恒作
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

統括診療部長 25 ○

整形外科専門医((公社)日本整形外科学会)、リハビリテーション科専門医((公)日
本リハビリテーション医学会)、日本リウマチ学会専門医死体解剖資格認定書脊椎
脊髄外科指導医（（一社）日本脊椎脊髄病学会）、香川大学医学部付属病院卒後
臨床研修指導医養成講習会（第16回）

304263 1996/5/7 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

33 放射線科 福田　有子
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

診療放射線科医長 26 ○
日本医学放射線学会放射線診断専門医、PET核医学認定士（日本核医学学会）、
日本医学放射線学会研修指導者、香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導
医養成講習会（第十四回）

380893 1995/4/25 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

34 児童精神科 福間　亮介
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

児童精神科医師 12 ○ 令和元年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修会 392213 2009/4/9 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）



35 産婦人科 前田　和寿
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

副院長 33 ○

産婦人科専門医((公社)日本産科婦人科学会)、周産期（母体・胎児）専門医((社)日
本周産期・新生児医学会)、臨床遺伝専門医((社)日本人類遺伝学会、日本遺伝カ
ウンセリング学会)、超音波専門医((社)日本超音波医学会)、臨床細胞遺伝学認定
士（日本人類遺伝学会）、周産期専門医（母体胎児）指導医（（社）日本周産期・新
生児医学会）、産婦人科指導医((公社)日本産科婦人科学会)、臨床遺伝指導医
（（社）日本人類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング学会、平成19年度第1回徳島
県臨床研修指導医養成講習会

477636 1988/5/20 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

36 形成外科 松尾　伸二
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

形成外科医長 26 ○

形成外科専門医((社)日本形成外科学会)、日本創傷外科学会専門医、日本形成
外科学会皮膚腫瘍外科分野指導医((一社)日本形成外科学会）、日本形成外科学
学会小児形成外科分野指導医、平成30年度中国四国グループ臨床研修指導医
養成研修会

313083 1995/6/22
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

37 外科 湊　拓也
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

外科医師 17 ○
外科専門医((社)日本外科学会)、平成29年度中国四国グループ臨床研修指導医
養成研修会

376246 2004/4/30 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

38 小児循環器内科 宮城　雄一
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児循環器内科医師 19 ○
小児科専門医((公社)日本小児科学会)、平成29年度中国四国グループ臨床研修
指導医委養成研修会

440688 2002/5/13 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

39 産婦人科 森根　幹生
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

産科医長 27 ○
産婦人科専門医((公社)日本産科婦人科学会)、平成20年度第1回徳島県臨床研
修指導医養成講習会

427317 1994/5/9 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

40 心臓血管外科 安田　理
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

心臓血管外科医長 28 ○
救急科専門医((社)日本救急医学会)、香川大学医学部付属病院卒後臨床研修指
導医養成講習会（第8回）

364057 1993/4/30 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

41 麻酔科 山田　暁大
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

麻酔科医長 17 ○
麻酔科専門医((公社)日本麻酔科学会)、心臓血管麻酔専門医（（一社）日本心臓
血管麻酔学会）、平成26年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修会

353203 2004/4/30 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

42 小児整形外科 横井　広道
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児整形外科医長 36 ○

リハビリテーション科専門医((公社)日本リハビリテーション医学会)、整形外科専門
医((公社）日本整形外科学会）、リウマチ専門医((一社)日本リウマチ学会）、日本
医師会認定産業医（日本医師会）、日本リハビリテーション医学会((公社)日本リハ
ビリテーション医学会）、平成19年度中国四国ブロック臨床研修指導医養成研修会

440677 1985/5/20 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

43 小児科 横田　一郎
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

院長 38 ○

小児科専門医((公社)日本小児科学会)、内分泌代謝科（小児科）専門医((社)日本
内分泌学会)、糖尿病専門医((社)日本糖尿病学会など)、内分泌代謝科研修指導
医((社)日本内分泌学会)、日本糖尿病学会研修指導医((社)日本糖尿病学会な
ど)、認定小児科指導医（（公社）日本小児科学会）、日本糖尿病協会療養指導医
（（社）日本糖尿病協会）、平成17年度第1回徳島県臨床研修指導医養成講習会平
成18年度プログラム責任者養成講習会

288262 1983/5/23 〃
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医
　　（指導医）



44 心臓血管外科 吉田　誉
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

集中治療室医長 22 ○

外科専門医((社)日本外科学会)、心臓血管外科専門医((特非営活法)日本胸部外
科学会など)、血管内治療医((特非営活法)日本血管外科学会)、腹部ステントグラ
フト指導医(ステントグラフト実施基準管理委員会)、腹部ステントグラフト指導医(ス
テントグラフト実施基準管理委員会)、腹部ステントグラフト指導医(ステントグラフト
実施基準管理委員会)、平成30年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修
会

273034 1999/5/6 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

45 歯科口腔外科 岩崎　昭憲
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

歯科口腔外科医長 25 ○

日本口腔外科学会専門医、日本障害者歯科学会認定医、日本がん治療認定機構
がん治療認定医（歯科口腔外科）、日本核医学会・日本歯科放射線学会　PET核
医学歯科認定医、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、歯科臨床教育指
導医、第5回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会

402488 1996/4/25 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

46 小児科 福留　啓祐
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児科医師 11 ○ 小児科専門医、平成29年度中国四国グループ臨床研修指導医養成研修会 484675 2010/4/7 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）

47
小児血液腫瘍内

科
今井　剛

四国こどもとおとなの医療セ
ンター

小児血液・腫瘍内科
医長

27 ○

小児科専門医（日本小児科学会、日本専門医機構）、小児血液・がん専門医、指
導医（日本小児血液・がん学会）、日本血液学会認定血液専門医、		
がん治療認定医（日本がん治療認定医機構）、日本臨床腫瘍学会暫定指導医、第
3回滋賀県病院協会臨床研修指導医講習会

365842 1994/5/12 〃
４　臨床研修指導医
　　（指導医）


