
２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.1）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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

内科 赤堀　利行 中東遠総合医療センター 院長補佐 32年 ○
日本内科学会認定医・指導医、総合内科専門医、
日本腎臓学会専門医・指導医、日本透析医学会専

門医・指導医、指導医講習会受講済
030387307 1,3,4

内科 伊藤　裕司 中東遠総合医療センター 部長 15年 ○
日本内科学会総合内科専門医、日本プライマリ・
ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医、指導

医講習会受講済
030387307 4

内科 牧　隆太郎 中東遠総合医療センター 部長 13年 ○
日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会認定

内科医、指導医講習会受講済
030387307 4

内科 日吉　泰雄 中東遠総合医療センター 診療部長 34年 ○
日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会専

門医・指導医、指導医講習会受講済
030387307 4

内科 山田　隆之 中東遠総合医療センター 診療部長 33年 ○ 日本医師会認定産業医、指導医講習会受講済 030387307 4

内科 稲垣　浩司 中東遠総合医療センター 部長 11年 ○
日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会認定
内科医、日本腎臓学会専門医、日本透析医学会専

門医、指導医講習会受講済
030387307 4

内科 佐藤　直和 中東遠総合医療センター 医長 7年 × 日本内科学会認定内科医 030387307 上級医

プログラム番号

備考
1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.2）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

内科 高梨　昌浩 中東遠総合医療センター 医長 7年 × 日本内科学会認定内科医、日本腎臓学会専門医 030387307 上級医

内科 神谷　悦功 中東遠総合医療センター 診療部長 25年 ×

日本血液学会血液専門医、日本臨床腫瘍学会がん
薬物療法専門医

日本臨床腫瘍学会指導医、日本内科学会総合内科
専門医

030387307 上級医

内科 若井　正一 中東遠総合医療センター 副院長 33年 ○

日本神経学会専門医、日本内科学会認定医・指導
医、総合内科専門医、日本睡眠学会睡眠医療認定
医師、日本認知症学会認定専門医、指導医講習会

受講済

030387307 4

内科 吉田　有佑 中東遠総合医療センター 部長 12年 ×
日本内科学会総合内科専門医、日本神経学会専門

医、日本内科学会認定医
030387307 上級医

内科 高柳　正弘 中東遠総合医療センター 診療部長 34年 ○
日本内科学会認定内科医、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、日本

肝臓学会専門医、指導医講習会受講済
030387307 4

内科 小野　幸矢 中東遠総合医療センター 診療部長 19年 ○
日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会専門
医、日本肝臓学会専門医、日本消化器内視鏡学会

専門医、指導医講習会受講済
030387307 4

内科 大島　啓嗣 中東遠総合医療センター 部長 14年 × 030387307 上級医

内科 細野　功 中東遠総合医療センター 部長 15年 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会認定
内科医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本
消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、日本肝臓

学会肝臓専門医、指導医講習会受講済

030387307 4



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.3）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

内科 小沢　直也 中東遠総合医療センター 部長 12年 ×

日本内科学会認定内科専門医、日本呼吸器内視鏡
学会気管支鏡専門医

日本呼吸器学会呼吸器専門医、日本内科学会総合
内科専門医、日本アレルギー学会専門医

030387307 上級医

内科 飯島　淳司 中東遠総合医療センター 医長 7年 × 日本内科学会認定内科医 030387307 上級医

内科 森川　修司 中東遠総合医療センター 副医務局長 21年 ○

日本内科学会認定内科医、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指導
医・専門医、日本心血管カテーテル治療学会専門

医・認定医・指導医、指導医講習会受講済

030387307 4

内科 紅林　伸丈 中東遠総合医療センター 診療部長 18年 ○

日本内科学会認定内科医、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指認
定医、日本心臓リハビリテーション学会認定指導
医、日本内科学会総合内科専門医、指導医講習会

受講済

030387307 4

内科 城向　裕美子 中東遠総合医療センター 部長 13年 ×
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会専門

医、日本内科学会総合内科専門医
030387307 上級医

内科 磯部　龍夫 中東遠総合医療センター 部長 11年 × 030387307 上級医

内科 大鐘　崇志 中東遠総合医療センター 医長 9年 ○
日本内科学会認定内科医、日本救急医学会救急科

専門医、指導医講習会受講済
030387307 4

内科 鶴見　尚樹 中東遠総合医療センター 医長 9年 ×
日本循環器学会循環器専門医、日本内科学会認定
内科医、日本心血管インターベンション治療学会

認定医
030387307 上級医



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.4）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

内科 鈴木　智隆 中東遠総合医療センター 医長 7年 × 日本内科学会認定内科医 030387307 上級医

内科 岩脇　友哉 中東遠総合医療センター 医長 7年 × 日本内科学会認定内科医 030387307 上級医

外科 宮地　正彦 中東遠総合医療センター 企業長 40年 ○
日本外科学会専門医・指導医、日本消化器病学会
認定指導医、日本消化器外科学会専門医、指導

医、指導医講習会受講済
030387307 4

外科 久世　真悟 中東遠総合医療センター 院長補佐 35年 ○
日本外科学会専門医・指導医、指導医講習会受講

済
030387307 4

外科 京兼　隆典 中東遠総合医療センター 医務局長 31年 ○
日本外科学会認定医・専門医・指導医、日本消化
器外科学会認定医・専門医・指導医、日本乳がん

学会認定医、指導医講習会受講済
030387307 4

外科 河合　徹 中東遠総合医療センター 診療部長 25年 ○

日本外科学会外科専門医・指導医、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認
定医、日本内視鏡外科学会認定医、日本がん治療
認定医機構がん治療認定医、指導医講習会受講済

030387307 4

外科 川合　亮佑 中東遠総合医療センター 部長 16年 ○
日本外科学会専門医、日本消化器外科消化器外科
専門医・指導医、日本消化器外科学会消化器がん

外科治療認定医、指導医講習会受講済
030387307 4

外科 林　大介 中東遠総合医療センター 部長 10年 × 日本外科学会専門医 030387307 上級医



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.5）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

外科 山崎　公稔 中東遠総合医療センター 部長 12年 × 日本外科学会専門医 030387307 上級医

整形外科 浦崎　哲哉 中東遠総合医療センター 院長補佐 31年 ○
日本整形外科学会専門医、日本脊椎脊髄病学会指

導医、指導医講習会受講済
030387307 4

整形外科 石井　久雄 中東遠総合医療センター 診療部長 17年 ×
日本整形外科学会整形外科専門医、日本手外科学

会認定手外科専門医
030387307 上級医

整形外科 宮入　祐一 中東遠総合医療センター 医長 9年 ○ 日本整形外科学会専門医、指導医講習会受講済 030387307 4

整形外科 佐藤　俊 中東遠総合医療センター 医長 8年 × 日本整形外科学会専門医 030387307 上級医

整形外科 山路　哲史 中東遠総合医療センター 医長 7年 × 030387307 上級医

脳神経外科 市橋　鋭一 中東遠総合医療センター 副院長 35年 ○

日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳神経
血管内治療学会専門医・指導医、日本脳卒中学会
認定医、日本脊髄外科学会認定医、日本神経内視

鏡学会認定医、指導医講習会受講済

030387307 4

脳神経外科 梅津　正成 中東遠総合医療センター 診療部長 23年 ○
日本脳神経学会専門医・指導医、日本脳神経血管

内治療学会専門医、指導医講習会受講済
030387307 4



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.6）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

脳神経外科 北村　拓海 中東遠総合医療センター 部長 9年 ×
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
030387307 上級医

脳神経外科 松尾　洲佐久 中東遠総合医療センター 部長 16年 〇
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、日本神経内視鏡学会技術認定医、

指導医講習会受講済
030387307 上級医

小児科 矢田　宗一郎 中東遠総合医療センター 診療部長 28年 × 030387307 上級医

小児科 岩島　覚 中東遠総合医療センター 診療部長 28年 ○
日本小児科学会専門医、日本内分泌学会専門医、
日本小児循環器学会専門医、指導医、指導医講習

会受講済
030387307 4

小児科 塩澤　亮輔 中東遠総合医療センター 部長 14年 ○ 日本小児科学会専門医、指導医講習会受講済 030387307 4

小児科 早野　聡 中東遠総合医療センター 部長 13年 ×
日本小児科学会専門医・指導医、日本小児循環器

学会専門医
030387307 上級医

小児科 關　圭吾 中東遠総合医療センター 部長 16年 ×
日本小児科学会専門医

030387307 上級医

産婦人科 村上　裕介 中東遠総合医療センター 診療部長 24年 ○

日本産婦人科学会専門医・指導医、日本周産期・
新生児医学会 周産期（母胎・胎児）暫定指導

医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、指
導医講習会受講済

030387307 4



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.7）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

産婦人科 田中　晶 中東遠総合医療センター 診療部長 21年 ×
日本産婦人科学会専門医・指導医、日本婦人科腫
瘍学会専門医、日本がん治療認定医機構がん治療

認定医
030387307 上級医

産婦人科 福地　千恵 中東遠総合医療センター 医長 9年 × 日本産科婦人科学会専門医 030387307 上級医

泌尿器科 松本　力哉 中東遠総合医療センター 診療部長 18年 ○
日本泌尿器科学会専門医・指導医、ロボット(da
Vinci)支援手術認定医、指導医講習会受講済

030387307 4

皮膚科 大塚　正樹 中東遠総合医療センター 診療部長 20年 ×
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医、日本皮膚科学
会認定皮膚悪性腫瘍指導専門医、日本がん治療認

定医機構認定がん治療認定医
030387307 上級医

眼科 宇佐美　貴寛 中東遠総合医療センター 医長 7年 × 日本眼科学会専門医 030387307 上級医

眼科 永田　祐衣 中東遠総合医療センター 医長 7年 × 日本眼科学会専門医 030387307 上級医

耳鼻咽喉科 臼井　広明 中東遠総合医療センター 副医務局長 24年 ○ 日本耳鼻咽喉科学会専門医、指導医講習会受講済 030387307 4

耳鼻咽喉科 疋田由美子 中東遠総合医療センター 10年 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医 030387307 上級医



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.8）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

耳鼻咽喉科 近藤　玄樹 中東遠総合医療センター 部長 14年 ○ 日本耳鼻咽喉科学会専門医、指導医講習会受講済 030387307 4

放射線診断科 石原　雅子 中東遠総合医療センター 診療部長 22年 ○
日本医学放射線学会研修指導者、日本医学放射線
学会放射線診断専門医、日本核医学会PET各医学

認定医、指導医講習会受講済
030387307 4

放射線診断科
IVR・画像診断セン

ター
橋本　成弘 中東遠総合医療センター 部長 16年 ○

日本医学放射線学会研修指導者、
日本医学放射線学会放射線診断専門医、日本IVR

学会専門医、指導医講習会受講済
030387307 4

放射線診断科
IVR・画像診断セン

ター
橋本　奈々子 中東遠総合医療センター 部長 15年 ○

日本医学放射線学会研修指導者、日本医学放射線
学会放射線診断専門医、日本IVR学会専門医、指

導医講習会受講済
030387307 4

腫瘍放射線科 一戸　建志 中東遠総合医療センター 診療部長 37年 ○
日本医学放射線学会放射線治療専門医、指導医講

習会受講済
030387307 4

麻酔科 山本　洋子 中東遠総合医療センター 副院長 38年 ○
日本麻酔科学会専門医・指導医、指導医講習会受

講済
030387307 4

麻酔科 内山　智浩 中東遠総合医療センター 副医務局長 27年 ○
日本麻酔科学会専門医・指導医、指導医講習会受

講済
030387307 4

麻酔科 平出　恵理 中東遠総合医療センター 部長 15年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医、 030387307 上級医



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.9）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

麻酔科 秋永　泰嗣 中東遠総合医療センター 部長 14年 ○
日本麻酔科学会専門医・指導医、指導医講習会受

講済
030387307 4

麻酔科 小口　鉄平 中東遠総合医療センター 医長 9年 × 日本麻酔科学会認定医 030387307 上級医

救急科 松島　暁 中東遠総合医療センター 部長 16年 ○
日本救急医学会救急専門医、日本集中治療医学会

集中治療専門医、指導医講習会受講済
030387307 4

救急科 淺田　馨 中東遠総合医療センター 部長 11年 × 日本救急医学会救急科専門医 030387307 上級医

救急科 大林　正和 中東遠総合医療センター 部長 10年 ○
日本救急医学会救急科専門医、日本集中治療医学

会集中治療専門医、指導医講習会受講済
030387307 4

地域医療 二見　肇 菊川市立総合病院 副院長 33年  ○ 消化器内視鏡指導医 030387307 3，4

精神科 大城　将也 菊川市立総合病院 　診療科長 17    ○ 精神保健指定医、精神科専門医 030387307 3，4

地域医療 松田　真和 菊川市家庭医療センター 　医　長 9 ○ 日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ連合学会認定専門医、指導医 030387307 4



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.10）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

地域医療 中村　昌樹 公立森町病院 院長 34 ○

日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門
医、日本プライマリケア認定指導医、浜松医大臨
床研修指導医講習会受講済、総合診療領域特任指

導医講習会受講済

030387307 3,4

地域医療 岩本　達治 公立森町病院 内科部長 28 ○

日本内科学会認定内科専門医、・認定内科医、浜
松医大臨床研修指導医講習会受講済、日本プライ
マリケア暫定指導医、総合診療領域特任指導医講

習会受講済

030387307 4

地域医療 大場　浩次 公立森町病院 外科部長 27 ○
日本外科学会専門医、浜松医大臨床研修指導医講
習会

030387307 4

地域医療 水野　義仁 公立森町病院 副院長 37 ○
日本小児科学会専門医、浜松医大臨床研修指導医
講習会

030387307 4

地域医療 鳴本　敬一郎 森町家庭医療クリニック 所長 9 ×
米国家庭医療専門医、日本産科婦人科学会認定専
門医、日本プライマリ・ケア連合学会認定医、日
本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

030387307 3,4

地域医療 棚橋　信子 森町家庭医療クリニック 医長 8年 〇
日本プライマリ・ケア連合学会認定医、日本プラ
イマリ・ケア連合学会認定指導医

030387307 4

内科 須田隆文 浜松医科大学医学部附属病院
臨床研修センター長、第二

内科講座教授
31年 ○

平成26年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修
指導医講習会受講済受講済

030387307 3，4

放射線科 中村和正 浜松医科大学医学部附属病院
卒後教育センター長、放射

線腫瘍学教授
31年 × 030387307 上級医



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.11）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

精神科 山末英典 浜松医科大学医学部附属病院 精神医学教授 22年 ×
精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専

門医・専門医制度指導医
030387307 上級医

精神科 桑原斉 浜松医科大学医学部附属病院 精神医学准教授 19年 × 030387307 上級医

精神科 髙貝就 浜松医科大学医学部附属病院
児童青年期精神医学特任教

授
23年 ○

平成17年度東海地区精神科七者懇「臨床研修指導
医講習会」（第1回）受講済

030387307 4

精神科 和久田智靖 浜松医科大学医学部附属病院 精神科神経科講師 17年 ○
精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専
門医、専門医制指導医、平成23年度浜松医科大学
医学部附属病院臨床研修指導医講習会受講済

030387307 4

精神科 竹林　淳和 浜松医科大学医学部附属病院 精神科神経科講師 19年 ○
平成21年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修

指導医講習会受講済
030387307 4

精神科 横倉正倫 浜松医科大学医学部附属病院 精神医学助教 14年 ○
平成26年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修

指導医講習会受講済
030387307 4

精神科 亀野陽亮 浜松医科大学医学部附属病院 精神医学助教 13年 ○
平成26年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修

指導医講習会受講済
030387307 4

精神科 栗田大輔 浜松医科大学医学部附属病院 精神科神経科助教 15年 ○
平成26年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修

指導医講習会受講済
030387307 4



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.12）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

精神科 武井教使 浜松医科大学医学部附属病院
子どものこころの発達研究

センター教授
37年 ×

精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専
門医

030387307 上級医

精神科 土屋賢治 浜松医科大学医学部附属病院
子どものこころの発達研究

センター特任教授
27年 ×

精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専
門医

030387307 上級医

精神科 宇佐美梨奈 浜松医科大学医学部附属病院 精神科神経科助教 7年 ○
令和元年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修

指導医講習会受講済
030387307 4

精神科 吉田　理歩 浜松医科大学医学部附属病院 精神科神経科助教 13年 × 030387307 上級医

リハビリテーション科 山内克哉 浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部准教授 25年 ○
平成26年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修

指導医講習会受講済
日本リハビリ医学会専門医

030387307 4

リハビリテーション科 永房鉄之 浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部助教 22年 ○
平成26年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修

指導医講習会受講済
030387307 4

リハビリテーション科 渡邉浩司 浜松医科大学医学部附属病院
周産期等生活機能支援学特

任助教
10年 ○

平成29年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修
指導医講習会受講済

030387307 4

リハビリテーション科 有賀　隆裕 浜松医科大学医学部附属病院
リハビリテーション科診療助

教
7年 × 030387307 上級医



２７.臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等 病院施設番号：０３０３８７

（NO.13）

臨床研修病院の名称：中東遠総合医療センター

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者
3 研修実施責任者
4 臨床研修指導医

　（指導医）

形成外科 松下友樹 浜松医科大学医学部附属病院 形成外科診療助教 11年 ○
平成27年度浜松医療センター臨床研修指導医講習

会
030387307 4

形成外科 太田悠介 浜松医科大学医学部附属病院 形成外科診療助教 10年 ○
令和元年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修

指導医講習会受講済
030387307 4

形成外科 山田萌絵 浜松医科大学医学部附属病院 形成外科診療助教 9年 ○
平成30年度浜松医科大学医学部附属病院臨床研修

指導医講習会受講済
030387307 4

形成外科 東堂　暢子 浜松医科大学医学部附属病院 形成外科診療助教 7年 × 030387307 上級医

形成外科 成瀬　莉沙 浜松医科大学医学部附属病院 形成外科医員（専攻医） 3年 × 030387307 上級医

形成外科 岡崎　孝朱 浜松医科大学医学部附属病院 形成外科医員（専攻医） 2年 × 030387307 上級医

病理診断科 馬場　聡 中東遠総合医療センター 非常勤 33 ○ 日本病理学会専門医 030387307 4


