
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

内科 髙澤 和永 東京警察病院 副院長 ４１年 ○ 日本内科学会認定医、日本内分泌学会専

門医・指導医 

030177402 4 

内科 青野 ひろみ 

 

東京警察病院 部長 

 

２９年 

 

× 

 

認定内科医、総合内科専門医・指導医、

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医 

030177402  

 

内科 岡田 知也 東京警察病院 部長 ３２年 ○ 日本内科学会認定医、日本内科学会総合

内科専門医、日本透析医学会専門医 

030177402 4 

内科 小椋 啓司 東京警察病院 部長 ３２年 × 日本内科学会認定医、日本消化器内視鏡

学会専門医、日本消化器病専門医 

030177402  

内科 笠尾 昌史 東京警察病院 部長 ３６年 × 日本内科学会認定医・専門医・指導医、

日本循環器学会専門医 

030177402  

内科 菊池 猛 東京警察病院 部長 ３１年 〇 認定内科医、総合内科専門医、日本神経

学会専門医・指導医 

030177402 4 

内科 朝戸 裕子 

 

東京警察病院 副部長 

 

３９年 

 

○ 

 

日本内科学会総合内科専門医、日本呼吸

器学会呼吸器専門医 

030177402 4 

 

別紙４ 



（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

内科 寺井 知子 東京警察病院 副部長 ３３年 × 日本循環器学会専門医、日本心血

管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ学会認定医 

030177402  

内科 荒井 俊也 東京警察病院 副部長 ２０年 ○ 総合内科専門医、血液専門医、が

ん治療認定医 

030177402 4 

内科 岡林 賢 東京警察病院 主任医長 ２７年 × 日本内科学会認定医・専門医・指

導医 

030177402  

内科 門平 忠之 東京警察病院 主任医長 ２１年 × 日本循環器学会専門医、日本心血

管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ認定医 

030177402  

内科 金子 光伸 東京警察病院 主任医長 ２１年 × 日本内科学会認定医、日本老年医

学会認定指導医 

030177402  

内科 関根 世師 東京警察病院 医長 １９年 × 認定内科医、日本神経学会専門

医、日本脳卒中学会専門医 

030177402  

内科 楊 傑中 東京警察病院 医長 １５年 ×  030177402  

別紙４ 



（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

内科 八木岡 浩 東京警察病院 医長 ２０年 × 日本内科学会認定医、日本消化器

病学会専門医 

030177402  

内科 西澤 和智子 東京警察病院 医長 １８年 × 日本消化器病学会専門医、日本内

科学会認定医 

030177402  

内科 徳山 信行 東京警察病院 医長 １３年 × 日本がん治療認定医機構がん治

療認定医 

030177402  

内科 神宝 隆行 東京警察病院 医長 １５年 × 日本消化器内視鏡学会専門医、消

化器病専門医、日本内科学会認定

医 

030177402  

内科 串田 夏樹 東京警察病院 医員 １５年 ×  030177402  

内科 奈良 有悟 東京警察病院 医員 １１年 × 認定内科医、総合内科専門医 030177402  

内科 日當 悟史 東京警察病院 医員 ７年 × 認定内科医 030177402  

内科 千葉 薫 東京警察病院 医員 ７年 ×  030177402  

別紙４ 



（No.4） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

内科 辻本 隆史 腎代謝科 医員 １１年 × 腎臓専門医、認定内科医、透析専

門医 

030177402  

外科 長谷川 俊二 東京警察病院 院長 ４５年 ○ 日本消化器病学会消化器病専門

医、超音波専門医 

030177402 4 

外科 北川 剛 東京警察病院 部長 ３３年 ○ 日本外科学会専門医、日本脈管学

会専門医 

030177402 3、4 

外科 竹之内 信 東京警察病院 主任医長 ２３年 ○ 日本外科学会認定医 030177402 4 

外科 鈴木 純子 東京警察病院 主任医長 ２２年 × 日本外科学会専門医、日本乳癌学

会認定医、日本乳癌学会専門医 

030177402  

外科 野村 晋太郎 東京警察病院 主任医長 ２２年 ○ 日本外科学会専門医 030177402 4 

外科 石田 隆志 東京警察病院 主任医長 ２３年 〇 
日本肝臓学会専門医、日本消化器

外科学会指導医、日本肝胆膵外科

高度技能指導医、日本外科学会専

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、消

化器がん外科治療認定医、がん治

療認定医 

030177402 4 

別紙４ 



（No.5） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

外科 土屋 智昭 東京警察病院 医長 １９年 × 
 

030177402  

外科 神谷 有希子 

 

東京警察病院 医長 

 

１６年 

 

× 

 

 

 

030177402  

外科 内堀 健一郎 東京警察病院 医長 １２年 ×  030177402  

 

麻酔科 石崎 卓 東京警察病院 部長 ２８年 〇 標榜医、麻酔科学

会専門医 

030177402 4 

麻酔科 濵田 隆太 東京警察病院 医長 １５年 × 標榜医 030177402  

麻酔科 嵐 朝子 東京警察病院 医長 ２０年 × 日本麻酔科学会専門医、標榜医 030177402  

麻酔科 清家 彩子 東京警察病院 医長 １４年 × 標榜医、日本麻酔科学会専門医 030177402  

別紙４ 



（No.6） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

麻酔科 友井 純子 東京警察病院 医長 １６年 × 標榜医、日本心臓血管麻酔専門

医、麻酔科専門医 

030177402  

麻酔科 小安永 佳乃 東京警察病院 医長 ３１年 × 標榜医、日本麻酔科学会専門医 030177402  

麻酔科 森田 万祐子 東京警察病院 医長 １５年 × 標榜医、日本麻酔科学会専門医 030177402  

麻酔科 赤坂 徳子 東京警察病院 医長 ２５年 ○ 標榜医、日本麻酔科学会専門医 030177402 4 

麻酔科 小池 由美子 東京警察病院 医長 １３年 × 標榜医、日本麻酔科学会専門医 030177402  

麻酔科 稲野 千明 東京警察病院 医員 ９年 ×  030177402  

麻酔科 佐野 夏未 東京警察病院 医員 

 

８年 × 標榜医、日本麻酔科学会専門医 030177402  

別紙４ 



（No.7） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

救急科 金井 尚之 東京警察病院 副院長 ３７年 ○ 日本救急医学会救急科認定医、日

本透析医学会透析指導医 

030177402 4 

救急科 今村 友典 東京警察病院 医長 １７年 ○ 日本救急医学会救急科専門医・指

導医 

030177402 4 

救急科 山下 達也 東京警察病院 医長 １４年 × 認定内科医、循環器専門医、総合

内科専門医 

030177402  

救急科 清水 洋 東京警察病院 医員 １１年 ×  030177402  

産婦人科 中澤 直子 東京警察病院 部長 ３３年 ○ 日本産婦人科専門医・指導医、母

体保護法指定医 

030177402 4 

産婦人科 

 

佐藤 英貴 

 

東京警察病院 医長 

 

１９年 

 

× 

 

日本産婦人科専門医 

 

030177402  

 

産婦人科 齋藤 明日香 東京警察病院 医員 １２年 ×  030177402  

別紙４ 



（No.8） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

産婦人科 松井 遥香 東京警察病院 医員 ９年 ×  030177402  

小児科 宇田川 美野子 東京警察病院 部長 ３７年 ○ 日本小児科学会専門医 030177402 4 

小児科 近井 隼人 東京警察病院 医員 ９年 × 日本小児科学会専門医 030177402  

精神科 

 

古川 俊一 東京警察病院 部長 

 

２６年 

 

○ 

 

日本精神神経学会精神科専門医、

日本医師会認定産業医 

030177402 4 

 

病理科 

ＣＰＣ 

帯包 妃代 東京警察病院 部長 ２２年 × 内科認定医、病理専門医、細胞診

専門医 

030177402  

脳血管内

治療科 

佐藤 博明 東京警察病院 副院長 ３２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 

030177402 4 

脳血管内

治療科 

阿部 肇 東京警察病院 副部長 ２２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 

030177402  
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（No.9） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院  

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 
 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

脳血管内

治療科 

三木 一徳 東京警察病院 副部長 ２３年 〇 日本脳神経血管内治療学会専門

医、難病指定医（血管内治療）、

日本脳卒中学会専門医、認定内科

医、神経内科専門医、総合内科専

門医、日本脳卒中学会指導医 

030177402 4 

脳血管内

治療科 

松原 啓祐 

 

東京警察病院 医員 

 

１０年 

 

× 

 

 

 

030177402  

脳血管内

治療科 

請田 裕人 東京警察病院 医員 ８年 × 
 

030177402  

脳血管内

治療科 

古館 隆太郎 東京警察病院 医員 ８年 × 
脳神経外科専門医 

030177402  

小児科  高瀬 眞人 東京逓信病院 部長 ４０年 ○ 
日本小児科学会専門医・指導医 

難病指定医（小児慢性） 030173602 ３、４ 
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（No.10） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 

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 臨床研修指導医 
 （指導医） 

小児科  加藤 弘規 東京逓信病院  １２年 × 
日本小児科学会専門医 

030173602  

小児科 磯島 豪 虎の門病院 小児科部長 ２１年 ○ 

小児科専門医、腎臓専門医、腎臓

指導医、小児科指導医、小児泌尿

器認定医、第 1 回国家公務員共済

組合連合会病院臨床研修指導医

養成講習会受講+G191:G197 

030176122  

030176123                                                                                             

030176124  

030176125  

030176126                               

3、4 

小児科 小川 哲史 虎の門病院 小児科医長 ３１年 ○ 

小児科専門医、腎臓専門医、腎臓

指導医、小児科指導医、小児泌尿

器認定医、第 1 回国家公務員共済

組合連合会病院臨床研修指導医

養成講習会受講 

030176122  

030176123                                                                                             

030176124  

030176125  

030176126                               

4 
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（No.11） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

小児科 滝沢 文彦 虎の門病院 医員 １９年 × 小児科専門医 030177402  

小児科 小川 敦 虎の門病院 医員 １６年 × 小児科専門医 030177402  

小児科 向山 祐理 虎の門病院 医員 １２年 × 小児科専門医 030177402  

小児科 松原 洋平 ＪＲ東京総合

病院 

医長   年 〇 小児科専門医・指導医、内分泌代

謝科（小児科）専門医・指導医、

小児慢性特定疾病指定医、難病指

定医 

030177402 3、4 

精神科 松村 英幸 根岸病院 理事長・院長 ４５年 〇 精神保健指定医、精神科専門医 030177402 3、4 

精神科 樺島 司 根岸病院 副院長 ３９年 〇 精神保健指定医、精神科専門医 030177402 4 

別紙４ 



（No.12） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

精神科 野村 重友 根岸病院 診療部長・医局

長 

３３年 〇 精神保健指定医、精神科専門医 030177402 4 

精神科 中島 直 多摩あおば病

院 

副院長 

診療部長 

３０年 〇 精神保健指定医 

精神科指導医 

030177402 4 

精神科 富田 三樹生 多摩あおば病

院 

院長 

 

５１年 × 精神保健指定医 

精神科指導医 

030177402  

精神科 安西 冬樹 多摩あおば病

院 

 ３４年 × 精神保健指定医 

精神科指導医 

030177402  

精神科 野瀬 孝彦 多摩あおば病

院 

副院長 

 

２４年 × 精神保健指定医 

精神科指導医 

030177402  

精神科 望月 清隆 多摩あおば病

院 

医療連携部長 ３４年 × 精神保健指定医 

 

030177402  

精神科 醍醐 直樹 多摩あおば病

院 

産業医 １９年 〇 精神保健指定医 

精神科指導医 

030177402 4 

別紙４ 



（No.13） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

精神科 木村 一優 多摩あおば病

院 

教育研修部長 ２９年 〇 精神保健指定医 

精神科指導医 

030177402 3、4 

精神科 栗田 篤志 多摩あおば病

院 

診療科部長 ９年 × 精神保健指定医 030177402  

精神科 林 行秀 多摩あおば病

院 

医療社会部医

長 

３１年 × 精神保健指定医 

精神科指導医 

030177402  

精神科 髙松 直岐 

 

多摩あおば病

院 

医師 ８年 × 特定医師 030177402  

精神科 矢島 達朗 

 

多摩あおば病

院 

医師 ５年 × 特定医師 030177402  

救急科 長谷川 栄寿 災害医療セン

ター 

部長 ２４年 〇 日本救急医学会専門医、身体障害

者指定医 

030240401 3、4 

救急科 岡田 一郎 災害医療セン

ター 

医長 ２２年 〇 
日本救急医学会救急科専門医、日

本外科学会専門医、身体障害者診

断指定医、日本外傷学会専門医、

日本救急医学会指導医、日本外科

学会指導医 

030240401 4 
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（No.14） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 
 
 

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 臨床研修指導医 
 （指導医） 

救急科 井上 和茂 災害医療セン

ター 

医長 １２年 〇 
日本外科学会外科専門医、身体障

害者指定医 030240401 4 

救急科 米山 久詞 災害医療セン

ター 

 １５年 〇 
日本救急医学会救急科専門医、日

本外科学会専門医 030240401 4 

地域 右近 智雄 多田町診療所 院長 ２６年 × 
日本内科学会総合内科専門医、日

本感染症学会専門医 030177402 3 

地域 渡辺 幸康 のがたクリニ

ック 

院長 ４０年 × 
日本内科学会認定医、日本消化器

外科学会認定医、産業医 030177402 3 

地域 近藤 高志 近藤クリニッ

ク 

院長 ４７年 ×  030177402 3 

地域 渡辺 茂 大場診療所 院長 ６７年 ×  030177402 3 

別紙４ 



（No.15） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

地域 渡辺 仁 大場診療所 副院長 ３２年 〇  030177402 4 

地域 鳥海 和弘 鳥海ペインク

リニック 

院長 ３４年 ×  030177402 4 

地域 鳥海 久乃 鳥海ペインク

リニック 

副院長 ２５年 ×  030177402 4 

地域 韋 晴明 

 

セイメイ内科 院長 ４６年 × 
内科学会総合内科専門医、循

環器学会認定循環器専門医、

東洋学会認定漢方専門医、認

知症サポート医 

030177402 3 

地域 渡邉 佳香 渡 辺 整 形 外

科・外科・内

科 

院長 ３３年 〇 外科認定医、乳癌認定医、

産業医、消化器外科認定

医、労働衛生コンサルタ

ント 

030177402 3、4 

地域 三枝 直樹 中野なおクリ

ニック 

理事長 ２５年 ×  030177402 3 
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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：  030177      臨床研修病院の名称：一般財団法人自警会東京警察病院      

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
  
＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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 臨床研修指導医 

 （指導医） 

地域 久保 明宏 中野なおクリ

ニック 

 １７年 ×  030177402  

地域 飯国 紀一郎 東中野クリニ

ック 

院長 ５１年 〇 総合内科専門医、神経内

科専門医、老年病学会専

門医 

030177402 3、4 

地域 山本 英司 中野共立病院 院長 ３４年 〇 外科専門医 030177402 3、4 

地域 中川 美和 中野共立病院 副院長 ２２年 〇 リハビリテーション専門医、プラ

イマリ・ケア認定医 

030177402 4 

地域 宇治野 真理子 中野共立病院  １０年 〇 内科認定医、プライマリ・ケア認

定医 

030177402 4 
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