
部署 役職 認定医・専門医・指導医・学会役員 他

1 廣橋  一裕
顧問
臨床研修センター顧問
救急・総合診療センター顧問

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
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
身体障害者指定医師（肝臓機能障害）
日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医
日本消化器外科学会終身指導医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
日本肝胆膵外科学会名誉指導医
外国人医師（臨床）修練指導医
大阪市立大学名誉教授
日本医学教育学会名誉会員
日本シミュレーション医療教育学会名誉会員
日本消化器外科学会特別会員
日本腹部救急医学会特別会員
近畿外科学会名誉会員
「医師臨床研修制度・研修管理委員会・委員長研修（特定研修）」受講
「医学教育者のためのワークショップ指導医講習会」受講（日本医学教育学会主催）
「第46回医学教育セミナーとワークショップ」参加
「平成27年度プログラム責任者講習会」受講（医療研修推進財団主催）
NPO法人卒後臨床研修評価機構サーベイヤー
大阪府医師会臨床研修制度推進委員会委員
大阪府医師会看護専門学校非常勤講師
大阪地方裁判所・簡易裁判所民事調停委員

2 池邉 　 孝
副院長
臨床研修センター長
救急・総合診療センター長

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
日本がん治療認定医機構認定医
麻酔科標榜医
死体解剖資格取得
身体障害者指定医師
日本病院総合診療医学会認定総合診療医
日本肝臓学会専門医
日本救急医学会救急科専門医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医
日本消化管学会胃腸科指導医
日本肝臓学会指導医
日本外科学会指導医
大阪市立大学医学部臨床教授
日本救急医学会認定ＩＣＬＳコースディレクター
大阪府医師会災害・外傷初期診療研修会受講
脳梗塞ｒｔ-ＰＡ適正使用講習会受講
緩和ケア研修会終了
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）
「平成27年度第42回医学教育者のためのワークショップ」受講（日本医学教育学主催）
「平成26年度プログラム責任者講習会」修了（臨床研修協議会主催）
日本外科学会認定登録医

3 加賀 慎一郎 救急・総合診療センター部長
日本救急医学会救急科専門医
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）

4 仲川  浩一郎
副院長
外来診療部長
内視鏡センター長

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本内科学会認定教育施設指導医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本消化器病学会指導医
大阪市立大学医学部臨床教授
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）
 「平成28年度プログラム責任者養成講習修了」受講（医療研修推進財団主催）
PEG・在宅医療研究会嚥下機能評価研修会修了
緩和ケア研修会修了

5 薮さこ  恒夫 部長

日本医師会認定産業医
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
日本内科学会認定教育施設指導医
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）

6 松山  宗樹 医長

日本消化管学会胃腸科認定医
日本感染症学会インフェクションコントロールドクター（ICD)
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)
栄養管理医
感染対策医
緩和ケア研修会受講（大阪府立成人病センター主催）

7 荒川  裕昭 内視鏡副センター長

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
総合内科専門医
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）

8 高塚  正樹 医長 「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

9 堀田　　潔 医長

日本内科学会認定内科医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本消化器病学会指導医
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

10 寺柿  政和 院長

日本医師会認定産業医
日本心臓病学会上級臨床医（FJCC）
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
日本超音波医学会認定超音波専門医
日本超音波医学会認定超音波指導医
大阪市立大学医学部臨床教授
「平成14年度臨床研修指導医養成講習会」修了（医療研修推進財団）
日本内科学会近畿地方会評議員
日本循環器学会近畿地方評議員
「日本病態栄養学会認定NST研修」受講

11 宮﨑  知奈美 部長

日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医
アメリカ心エコー図専門医試験（ASCeXAM）合格証取得
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
日本超音波医学会認定超音波専門医
日本心エコー図学会SHD心エコー図認証医
「指導医のための教育ワークショッフﾟ」受講（大阪府医師会主催)

12 西矢  大輔 医長
日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）

13 橋本　麻友
日本内科学会認定内科医
日本循環器学会認定循環器専門医
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

呼吸器内科 14 久保　寛明 医長

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医
日本内科学会認定内科医
日本呼吸器学会呼吸器専門医
第17回大阪市立大学臨床研修指導医養成のためのワークショップ

指導医（上級医）・指導者リスト
東住吉森本病院【指導医】

循環器内科

救急・総合診療センター

氏名

消化器内科
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部署 役職 認定医・専門医・指導医・学会役員 他

15 清田  誠志 外科部長

日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本外科学会指導医
日本消化器外科学会指導医
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）

16 葛城　邦浩 副部長

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本医師会認定産業医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本外科学会指導医
日本消化器外科学会指導医
緩和ケア研修会修了（南大阪病院）
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）
「日本静脈経腸栄養学会近畿地区TNT研修会」受講
二次救命処置講習会受講

17 森田　隆平 医長

日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本外科学会専門医
緩和ケア研修会修了(ベルランド総合病院）
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）

18 南原　幹男

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
第125回臨床研修指導医講習会（全国自治体病院協議会）

緩和ケア 19 大場　一輝
部長
地域医療連携センター長

日本外科学会認定医
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
日本静脈経腸栄養学会認定TNTドクター
ACLS Provider （AHA)
近畿外科学会評議員
厚生労働省 緩和ケア研修修了
「指導医養成講習会」受講（社会医療法人生長会主催）

20 波多野  雅人
部長
手術センター長

麻酔科標榜医
日本専門医機構麻酔科専門医
日本ペインクリニック学会専門医
日本麻酔科学会指導医
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

21 池上　直行 医長

麻酔科標榜医
日本専門医機構麻酔科専門医
日本麻酔科学会麻酔科専門医
第6回滋賀県病院協会臨床研修指導医講習会

22 飯田  容子

麻酔科標榜医
日本麻酔科学会麻酔科専門医
日本麻酔科学会指導医
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

23 寺浦  英俊
部長
四肢外傷センター長

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スポーツ医
日本整形外科学会専門医
日本手外科学会専門医
大阪市立大学医学部臨床教授
日本骨折治療学会評議員
中部日本整形外科災害外科学会評議員
AＯ Trauma Japan評議員
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)
「研修指導者講習会」受講（日本整形外科学会主催）
近畿手外科研究会世話人

24 谷浦　圭 四肢外傷副センター長
日本整形外科学会専門医
「指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」受講（大阪府医師会主催)

25 辻口  幸之助 顧問

日本形成外科学会専門医
日本形成外科学会皮膚腫瘍外科指導専門医
日本創傷外科学会専門医
大阪医科大学臨床教育教授
「VHJ機構指導医養成講座」受講

26 東野　えりか 第13回大阪医科大学附属病院臨床研修指導医養成講習会

27 礒野  直史 部長

日本リハビリテーション医学会認定臨床医
日本神経内視鏡学会神経内視鏡技術認定医
日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本病態栄養学会病態栄養専門医・NSTコーディネーター
日本病態栄養学会病態栄養専門医研修指導医
大阪医科大学臨床教育教授
脳外科学会の評議員
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

28 井上　洋人 医長
日本神経内視鏡学会神経内視鏡技術認定医
日本脳神経外科学会専門医
「臨床研修指導医養成講習会」受講（大阪医科大学附属病院主催）

放射線科 29 藤本  圭志
部長
医局長

日本医学放射線学会専門医
日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本医学放射線学会研修指導者
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

HCU 30 西田  幸生 部長
麻酔科標榜医
日本救急医学会救急科専門医

病理科 31 石神  浩平

死体解剖資格取得
日本病理学会専門医
日本臨床細胞学会細胞診専門医
日本臨床検査医学会臨床検査管理医
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役職

室長

室長

技術部部長代行
技師
技師

主任

科長
薬剤師（9名）

管理部部長代行
事務（6名）

氏名

整形外科

部署

医療安全対策室

感染防止対策室

外科

麻酔科

脳神経外科

形成外科

東住吉森本病院【指導者】

看護部部長代行
副部長
師長（8名）

臨床検査科
細菌検査室

病理室

放射線科

薬剤科

管理部

看護部



施設名 役職 認定医・専門医・指導医・学会役員 他

淀川キリスト教病院 1 藤原  寛 院長
日本呼吸器学会指導医
プログラム責任者養成講習修了
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

2 鍋谷 まこと 統括副院長
日本小児科学会小児科専門医
「VHJ機構指導医養成講座」受講

3 小西 恵理 副部長
日本小児科学会小児科指導医
プログラム責任者養成講習修了
「小児科医のための臨床研修指導医講習会」受講(日本小児科学会主催)

4 西原 正人 部長
日本小児科学会小児科指導医
「VHJ機構指導医養成講座」受講

5 豊  奈々絵 部長
日本小児科学会小児科指導医
「小児科医のための臨床研修指導医講習会」受講(日本小児科学会主催)

6 小林 由典 副部長 日本小児科学会小児科指導医

7 美馬  文 副部長
日本小児科学会小児科指導医
「指導医のための教育ワークショップ」受講（岡山県医師会主催)

8 森田  崇 医長
日本小児科学会小児科指導医、
「VHJ機構指導医養成講座」受講

9 宮下 一恵 医長 日本小児科学会小児科指導医

10 小泉 美紀子 医長 日本小児科学会小児科専門医

11 小笠原 宏 医長

12 小畑 慶輔 医長 日本小児科学会小児科指導医
「小児科医のための臨床研修指導医講習会」受講(日本小児科学会主催)

13 浦上 可奈子 医長 日本小児科学会小児科専門医

14 村上 　歩 医長 日本小児科学会小児科専門医

15 伊熊 健一郎 特別顧問 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

16 川北 かおり 副部長 日本産科婦人科学会産婦人科専門

17 陌間 亮一 部長
日本産科婦人科学会産婦人科専門医
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

18 鈴木 嘉穂 部長
日本産科婦人科学会産婦人科指導医
「医師臨床研修指導医講習会」受講（神戸大学主催)

19 自見 倫教 医長 日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医

20 塩野入 規 医長 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

21 三上 千尋 医長 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

22 柴田 綾子 医長 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

23 石原 あゆみ 副医長 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

24 村上 暢子 医長 日本産科婦人科学会産婦人科専門医

25 松田 保四 理事長 精神保健指定医

26 池谷 俊哉 院長
精神保健指定医
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）

27 市原 久一郎 副院長
精神保健指定医
「臨床研修指導医講習会」受講（西日本地区精神科七者懇主催）

28 神田 博之 医局長
精神保健指定医
「臨床研修指導医養成のためのワークショップ」受講（大阪市大主催）

29 原田 智行 診察部長 精神保健指定医

30 池永 佳司 診察部長 精神保健指定医

31 村田 進哉 診察部長 精神保健指定医

藤崎クリニック
（地域医療）

32 藤崎 秀孝 院長
日本東洋医学会専門医
「指導医のための教育ワークショップ」受講（大阪府医師会主催)

東住吉森本リハビリテーション病院
（地域医療）

33 服部 玲治 院長
日本外科学会専門医
日本心臓血管外科学会専門医・修練指導者日本胸部外科指導医・専門医
「臨床研修指導医のためのワークショップ」受講（済生会医師教育研修協議会主催）

国民健康保険五戸総合病院
（地域医療）

34 安藤 敏典 院長

日本消化器病専門医
日本消化器外科専門医・指導医
日本消化器がん外科治療認定医
日本乳癌学会認定医
日本外科専門医・指導医
「特定非営利活動法人艮陵協議会臨床研修指導医講習会」受講

3

淀川キリスト教病院
（産婦人科）

淀川キリスト教病院
（小児科）

丹比荘病院
（精神科）

東住吉森本リハビリテーション病院
（地域医療）

施設名 役職

メディカルスタッフ

メディカルスタッフ

事務局課長

協力型研修病院【指導者】

看護師
理学療法士（3名）
作業療法士（2名）
言語聴覚士（2名）
管理栄養士
医療相談員事務

淀川キリスト教病院
（小児科）

淀川キリスト教病院
（産婦人科）

丹比荘病院
（精神科）

氏名

協力型研修病院【指導医】


