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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４３５     臨床研修病院の名称： 成田記念病院  

 

 

 

担当科分野 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） 

消化器内科 溝口 直人 成田記念病院 消化器内科部長 

内視鏡センター長 

37 ○ 臨床研修指導医養成講習会等受講 

日本内科学会(総内専) 

日本消化器病学会（指） 

日本消化器内視鏡学会（専） 

日本肝臓学会（専） 

030435401 1、4 

消化器内科 成田 真 
成田記念病院 

病院長 40 × 

日本消化器内視鏡学会（専） 

日本消化器病学会（専） 

日本内科学会（認） 

日本医師会（認産） 

030435401 
 

消化器内科 大谷 宣人 成田記念病院 健康管理センター長 50 ○ 

臨床研修指導医養成講習会等受講 

日本肝臓学会（専） 

日本消化器病学会（専） 

日本内科学会（認） 

日本人間ドッグ会（認） 

030435401 

4 

消化器内科 飯田 章人 成田記念病院 消化器内科部長 26 × 

日本消化器病学会（専）（指） 

日本消化器内視鏡学会（専）（指） 

日本消化器病学会（専） 

日本消化管学会（胃腸科専） 

日本内科学会（認） 

030435401 

 

消化器内科 外山 貴洋 成田記念病院 消化器内科医長 9 × 無 
030435401  

消化器内科 小林 里帆 成田記念病院 消化器内科医員 4 × 無 
030435401  

呼吸器内科 小林 花神 成田記念病院 呼吸器内科部長 20 × 

日本呼吸器学会（指）（専） 

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡（指）（専） 

日本内科学会（認） 

日本アレルギー学会（専） 

日本感染症学会（指）（専） 

030435401 

 

別紙４ 



(No.2) 

 
 
 
 
 

循環器内科 丹羽 亨 成田記念病院 循環器内科部長 18 × 
日本循環器学会（専） 

日本内科学会（認） 
030435401  

循環器内科 佐竹 晃徳 成田記念病院 循環器内科医長 7 × 日本内科学会（認） 030435401  

腎臓内科 大林 孝彰 
成田記念病院 副院長 

腎臓内科部長 
36 × 

日本内科学会（総内専） 

日本腎臓学会（専） 

日本透析医学会（専） 

030435401 
 

腎臓内科 永井 将哲 
成田記念病院 

腎臓内科部長 16 × 
日本内科学会（総内専）（認） 

日本腎臓学会（専） 

日本透析医学会（専） 

030435401 
 

腎臓内科 泉 治紀 
成田記念病院 

腎臓内科部長 21 × 日本内科学会（認） 

030435401 
 

腎臓内科 小林 直人 

成田記念病院 

腎臓内科部長 14 × 
日本腎臓学会（専） 

日本内科学会（認） 

030435401 

 

糖尿病 

内分泌 

内科 

百々修司 
成田記念病院 

糖尿病・内分泌科部長 40 × 
日本糖尿病学会（指）（専） 

日本内科学会（認） 

030435401 
 

糖尿病 

内分泌 

内科 

濱野 邦久 
成田記念病院 

糖尿病・内分泌科部長 18 × 
日本内科学会（総内専） 

日本糖尿病学会（指）（専） 

日本内分泌学会（指）（専） 

030435401 
 

腎臓内科 井上 真実 
成田記念病院 

腎臓内科医員 12 × 

日本内科学会（総内専） 

日本腎臓学会（専） 

日本透析医学会（専） 

日本医師会（認産） 

030435401 
 

内科 島津 哲子 
成田記念病院 

内科医員 18 × 
日本内科学会（総内専）（認） 

日本アレルギー学会（専） 

030435401 
 

老年内科 山田 一義 成田記念病院 老年内科部長 34 × 
日本老年医学会（指） 

日本内科学会（認） 
030435401  

脳神経内科 伊藤 悟 成田記念病院 脳神経内科部長 19 × 
日本神経医学会（専） 

日本内科学会（総内専） 

030435401 
 



（No.3） 

 
 
 
 
 
 
 

小児科 山口 徹也 成田記念病院 小児科部長 27 × 
日本小児科学会（専） 

日本アレルギー学会（専） 

日本感染症学会（指）（専） 

030435401 
 

外科 神谷 厚 

成田記念病院 

外科部長 

化学療法センター長 
48 ○ 

臨床研修指導医養成講習会等受講 

日本外科学会（専） 

日本乳癌学会（認） 

日本大腸肛門病学会（専） 

日本消化器外科学会（指） 

日本医師会（認産） 

030435401 

2,4 

外科 小出 肇 
成田記念病院 

外科部長 42 × 日本外科学会（専） 
030435401 

 

外科 沢井 博純 

成田記念病院 

副院長 

外科部長 
31 × 

日本外科学会（指）（専） 

日本消化器外学会（指）（専） 

日本膵臓学会（指） 

日本肝胆膵外科学会（名誉指） 

日本消化器外科学会（がん治療認） 

030435401 

 

外科 栗本 昌明 成田記念病院 外科部長 25 × 日本外科学会（専） 030435401  

外科 小出 修司 

成田記念病院 

外科部長 21 × 日本外科学会（専） 

030435401 

 

外科 藤幡 士郎 

成田記念病院 

外科部長 14 × 

 

日本外科学会（専） 

日本消化器外科学会（専） 

日本消化器外科学会（がん治療認） 

日本がん治療認定機構（認） 

日本腹部救急医学会腹部救急（認） 

030435401 

 

外科 葛谷 宙正 成田記念病院 外科医員 6 × 無 030435401  

心臓血管 

外科 
岩瀬 仁一 

成田記念病院 

心臓血管外科部長 35 
× 

 
日本外科学会（指）（専） 

030435401 

 



 
 

（No.4） 

 

 

眼科 石黒 利充 成田記念病院 眼科部長 21 × 日本眼科学会（専） 030435401  

眼科 須藤 希実子 成田記念病院 眼科部長 19 × 日本眼科学会（専） 030435401  

眼科 藤井 爽平 成田記念病院 眼科医員 5 × 無 030435401  

眼科 角野 晶一 成田記念病院 眼科医員 4 × 無 030435401  

眼科 小野 薫 成田記念病院 眼科医員 4 × 無 030435401  

救急 吉冨 裕久 成田記念病院 救急科部長 34 × 
日本外科学会（認） 

日本胸部外科学会（認） 

030435401 
 

脳外科 畠山 尚登 成田記念病院 脳外科部長 29  日本脳神経外科学会（専） 
030435401  

脳外科 林 泰弘 成田記念病院 脳外科部長 29  日本脳神経外科学会（専） 
030435401 

 

整形外科 清水 聡志 

成田記念病院 
副院長 

整形外科部長 
36 ○ 

臨床研修指導医養成講習会等受講 

日本整形外科学会（専） 

日本リウマチ学会（専） 

日本脊椎脊髄病学会（指） 

030435401 

3、4 

整形外科 市川 哲也 成田記念病院 整形外科部長 26 × 
日本整形外科学会（専） 

日本リウマチ学会（専） 

030435401 
 

整形外科科 小川 泰弘 
成田記念病院 

整形外科部長 18 ○ 
臨床研修指導医養成講習会等受講 

日本整形外科学会（専）（スポーツ医認） 

 

030435401 
4 

整形外科科 渡邉 悠 成田記念病院 整形外科医長 11 × 日本整形外科学会（専） 030435401  

整形外科 黒川 敬史 成田記念病院 整形外科医長 7 × 日本整形外科学会（専） 030435401  

形成外科 藤井 勝善 成田記念病院 形成外科部長 36 × 日本形成外科学会（専） 030435401  



 

 

 

 No.5  

 
 
 
 
 
 
 

泌尿器科 田中 篤史 
成田記念病院 

泌尿器科部長 27 ○ 
臨床研修指導医養成講習会等受講 

日本泌尿器科学会（指）（専） 

030435401 
4 

泌尿器科 磯部 安朗 
成田記念病院 

泌尿器科部長 27 × 日本泌尿器科学会（専） 
030435401 

 

泌尿器科 安藤 慎 
成田記念病院 

泌尿器科部長 20 × 日本泌尿器科学会（指）（専） 
030435401 

 

泌尿器科 小林 将貴 
成田記念病院 

泌尿器科部長 17 × 
日本泌尿器科学会（指）（専） 

日本内視鏡外科学会（技認） 

030435401 
 

泌尿器科 松井 宏考 成田記念病院 泌尿器科医長 9 × 日本泌尿器学会（専） 030435401  

耳鼻咽喉科 中村 由紀 
成田記念病院 

耳鼻咽喉科部長 25 × 日本耳鼻咽喉科学会（指）（専） 
030435401 

 

耳鼻咽喉科 石川 元基 成田記念病院 耳鼻咽喉科医長 7 × 無 030435401  

放射線科 石井 美砂子 成田記念病院 放射線科部長 33 × 日本医学放射線学会（診断専） 030435401  

放射線科 田中 祥裕 成田記念病院 放射線科医長 9 × 日本医学放射線学会（専） 030435401  

放射線科治

療室 
三村 三喜男 成田記念病院 高精度放射線治療 

センター長 
47 × 日本医学放射線学会（診断専） 030435401  

放射線科治

療室 
高野 聖矢 

成田記念病院 高精度放射線治療 

センター医員 
4 ×  

030435401 
 



 
 

 

（No.6） 

 

麻酔科 

（救急） 
大沼 哲朗 成田記念病院 

副院長 

麻酔科部長 
34 ○ 

臨床研修指導医養成講習会等受講 

日本麻酔科学会（指）（専） 

日本東洋医学会（認） 
030435401 4 

麻酔科 中尾 康尚 
成田記念病院 

麻酔科部長 34 × 日本麻酔科学会（専） 
030435401 

 

麻酔科 朝田 智紀 
成田記念病院 

麻酔科部長 17 × 日本麻酔科学会（専） 
030435401 

 

麻酔科 

（救急） 
宮林 真沙代 

成田記念病院 

麻酔科部長 17 ○ 

臨床研修指導医養成講習会等受講 

日本麻酔科学会（指）（専） 

日本救急医学会（専） 

日本区域麻酔学会（認） 

030435401 

4 

麻酔科 浅井 明倫 成田記念病院 麻酔科部長 15 × 
日本麻酔科学会（指）（専） 

日本ペインクリニック学会（専） 

 

030435401 

 

病理診断科 桐山 諭和 成田記念病院 病理診断科部長 17 ○ 
臨床研修指導医養成講習会等受講 

日本病理学会（研修指）（専） 

日本臨床細胞学会（専） 

030435401 

4 


