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３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

番号 担当分野 氏名 ふりがな 所属 役職
臨床研
修年数

指導医講
習会の受
講経験

有○：無し
×

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）

医籍番号
登録年月日（西

暦）

1 腫瘍内科 島田　安博 しまだ　やすひろ 高知医療センター 病院長 38 × 日本内科学会認定内科医、指導医 040012502 3 259201 1981/5/28

2 放射線療法科 森田　荘二郎 もりた　そうじろう 高知医療センター 副院長 38 ○
日本医学放射線学会放射線治療専門医、日本IVR学会専門医、がん治療認
定医

040012502 4 263223 1981/7/31

3 感染症科 福井　康雄 ふくい　やすお 高知医療センター 副院長兼栄養局長 34 ○
外科専門医、消化器外科認定医、ICD（インフェクション・コントロー
ル・ドクター）、外科周術期感染管理認定医

040012502 4 289710 1985/5/23

4 泌尿器科 小野　憲昭 おの　のりあき 高知医療センター
副院長兼地域医療センター長兼
患者支援センター長

34 ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医・代議員、日本泌尿器内視鏡学会代議
員、日本臨床腎移植学会腎移植認定医、日本移植学会移植認定医、日本化
学療法学会抗菌化学療法認定医、ICD（インフェクション・コントロー
ル・ドクター）

040012502 4 290758 1985/5/25

5 産科 林　和俊 はやし　かずとし 高知医療センター

副院長兼総合周産期母子医療セ
ンター長兼医療安全管理セン
ター長

30 ○

日本産科婦人科学会専門医、日本産科婦人科学会指導医、日本周産期新生
児医学会暫定指導医、日本周産期新生児医学会周産期専門医（母体・胎
児）、母体保護法指定医、女性ヘルスケア暫定指導医、医学博士、高知大
学臨床教授、高知県立大学臨床教授、医療安全管理者

040012502 4 320282 1989/5/22

6 放射線療法科 西岡　明人 にしおか　あきひと 高知医療センター

がんセンター長兼がんセンター
高精度放射線治療センター長兼
医療情報センター長兼情報シス
テム長

32 ○
日本医学放射線学会/日本放射線腫瘍学会・放射線治療専門医、日本がん
治療認定医機構・がん治療認定医

040012502 4 304749 1987/5/21

7 心臓血管外科 三宅　陽一郎 みやけ　よういちろう 高知医療センター 循環器病センター長 28 ○ 日本心臓血管外科学会専門医、日本心臓血管外科修練指導医 040012502 4 339779 1991/5/24

8 救命救急科 西田　武司 にしだ　たけし 高知医療センター 救命救急センター長 18 ○

日本救急医学会救急専門医、日本旅行医学会認定医、日本救急医学会ICLS
コースディレクター、インフェクションコントロールドクター（ICD)、高
知県災害時医療コーディネーター、臨床研修指導医（H23年　福岡大学病
院指導医講習会　受講済み）

040012502 4 419964 2001/5/15

9 精神科 澤田　健 さわだ　けん 高知医療センター こころのサポートセンター長 25 ○
日本精神神経学会専門医、指導医、精神保健指定医、老年精神医学会専門
医

040012502 4 362922 1994/5/2

10 循環器内科 山本　克人 やまもと　かつひと 高知医療センター 医療局長 33 ○
日本内科学会認定医・指導医、日本循環器学会専門医、日本高血圧学会指
導医、日本不整脈学心電学会評議員、不整脈専門医（日本不整脈心電学会
認定）

040012502 4 295603 1986/5/16

11 放射線科 松坂　聡 まつさか　さとし 高知医療センター 医療局次長 37 × 日本医学放射線学会専門医 040012502 270635 1982/11/18

12 総合診療科 澤田　努 さわだ　つとむ 高知医療センター
医療局総合診療部総合診療部
長兼臨床研修管理センター長

28 ○

高知県へき地医療支援機構専任担当官、日本プライマリ・ケア連合学会評
議員・指導医・認定医、自治医科大学臨床教授、高知大学医学部臨床教
授、厚生労働科学研究「都道府県へき地保健医療計画策定支援会議とその
実施に関する研究」梶井研究班、第12次へき地保健医療対策検討委員（厚
生労働省）、日本医師会認定産業医、介護支援専門員

040012502 1,4 336846 1991/5/20

13 総合診療科 伊東　秀樹 いとう　ひでき 高知医療センター

医療局総合診療部総合診療科
長（兼）感染対策センター副セン
ター長

31 ○ 日本内科学会総合内科専門医、日本医師会認定産業医 040012502 4 315604 1988/5/26
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14 総合診療科 石川　忠則 いしかわ　ただのり 高知医療センター 主任医長 30 ○ 日本消化器外科学会専門医・指導医、日本外科学会専門医 040012502 4 320272 1989/5/22

15 総合診療科 石井　隆之 いしい　たかゆき 高知医療センター 主任医長 24 ○
日本プライマリ・ケア学会指導医・内科認定医、日本脳神経外科学会専門
医

040012502 4 368647 1995/4/24

16 総合診療科 矢野　博子 やの　ひろこ 高知医療センター 医長 12 ○ 日本プライマリ・ケア認定医・指導医、救急科専門医 040012502 4 467616 2007/4/26

17 総合診療科 池田　達也 いけだ　たつや 高知医療センター 主査 5 ○ 日本医師会認定産業医、日本内科学会認定内科医 040012502 4 523146 2015/3/23

18 精神科 服部　道成 はっとり　みちなり 高知医療センター 5 × 040012502 522480 2015/3/20

19 精神科 大原　伸騎 おおはら　のぶき 高知医療センター 5 × 040012502 523163 2015/3/23

20 児童精神科 永野　志歩 ながの　しほ 高知医療センター 科長 20 〇 日本精神神経学会専門医、日本精神神経学会指導医、精神保健指定医 040012502 4 403959 1999/5/10

21 地域医療科 吉村　彰人 よしむら　あきひと 高知医療センター 科長 14 ○ 日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医 040012502 4 1501579 2005/4/4

22
血液内科・輸
血科

今井　利 いまい　とし 高知医療センター
医療局集学診療部血液内科・輸
血科長

24 ○
血液内科専門医、日本内科学会認定医・総合内科専門医、造血幹細胞移植
認定医

040012502 4 369399 1995/4/27

23
血液内科・輸
血科

町田　拓哉 まちだ　たくや 高知医療センター 医長 15 ○ 血液内科専門医、日本内科学会認定医、総合内科専門医 040012502 4 440767 2004/4/30

24
血液内科・輸
血科

藤澤　佑香 ふじさわ　ゆか 高知医療センター 医長 10 ○ 日本内科学会認定医 040012502 4 479050 2009/4/15

25
血液内科・輸
血科

岡　聡司 おか　さとし 高知医療センター 副医長 9 ○
日本内科学会認定医、日本プライマリ・ケア認定医、日本医師会認定産業
医

040012502 4 484588 2010/4/6

26
血液内科・輸
血科

北村　亘 きたむら　わたる 高知医療センター 9 ○ 日本内科学会認定医 040012502 4 492893 2011/3/25

27
血液内科・輸
血科

三道　康永 さんどう　やすひさ 高知医療センター 副医長 9 × 日本血液学会血液専門医、日本内科学会認定内科医 040012502 484214 2010/4/5

28
血液内科・輸
血科

藤下　惠悟 ふじした　けいご 高知医療センター 5 × 日本内科学会認定医 040012502 522477 2015/3/20

29 血管内治療科 谷岡　克敏 たにおか　かつとし 高知医療センター 科長 22 ×
日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本循環器学会認定循環器専門医、日
本心血管インターベーション治療学会認定医

040012502 385201 1997/4/24

30
糖尿病・内分
泌内科

菅野　尚 すがの　ひさし 高知医療センター 部長（兼）科長 34 ○
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、日本内分
泌学会専門医・指導医、日本老年病学会専門医・指導医

040012502 4 290672 1985/5/25

31
糖尿病・内分
泌内科

菱田　藍 ひしだ　あい 高知医療センター 副医長 9 × 内科専門医、糖尿病内科専門医 040012502 494019 2011/3/29

32 放射線療法科 秦　康博 はた　やすひろ 高知医療センター 科長 27 ○ 日本医学放射線学会専門医、PET核医学認定医、日本IVR学会専門医 040012502 4 350495 1992/5/29
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33 放射線療法科 岡村　淳 おかむら　あつし 高知医療センター PETセンター長 25 ×
放射線診断専門医、PET核医学認定医、肺がんCT検診認定医、マンモグラ
フィ読影認定医、日本医学放射線学会研修指導者

040012502 366999 1994/5/16

34 放射線療法科 臼井　亮介 うすい　りょうすけ 高知医療センター 医長 11 ×
日本インターベンショナルラジオロジー学会IVR専門医、日本救急医学会救急科
専門医、日本腹部救急医学会腹部救急認定医

040012502 471017 2008/4/11

35 放射線療法科 川島　佑太 かわしま　ゆうた 高知医療センター 副医長 6 × 040012502 514804 2014/3/20

36 緩和ケア内科 光岡　妙子 みつおか　たえこ 高知医療センター

緩和ケア内科長兼がんセンター
がん相談支援センター長兼同セ
ンター緩和ケアセンター長

24 ○ 040012502 4 371223 1995/5/1

37 腫瘍内科 根来　裕二 ねごろ　ゆうじ 高知医療センター 科長 18 ○
日本内科学会総合内科専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器
病学会専門医

040012502 4 414423 2001/4/27

38
ペインクリニッ
ク科

青野　寛 あおの　ひろし 高知医療センター 科長 35 × 日本ペインクリニック学会専門医 040012502 284554 1984/5/31

39 放射線科 野田　能宏 のだ　よしひろ 高知医療センター 科長 27 ○
日本医学放射線学会専門医、日本IVR学会専門医、腹部ステントグラフト
指導医、胸部ステントグラフト指導医

040012502 4 348538 1992/5/25

40 放射線科 大場　匠 おおば　たくみ 高知医療センター 副医長 7 × 040012502 510556 2013/3/29

41 放射線科 髙萩　基仁 たかはぎ　もとのり 高知医療センター 6 × 日本救急医学会専門医、日本DMAT、JATECプロバイダー 040012502 514100 2013/4/19

42 検査診断科 松本　学 まつもと　まなぶ 高知医療センター 科長 27 ○ 病理専門医、細胞診専門医 040012502 4 348516 1992/5/25

43 病理診断科 岩田　純 いわた　じゅん 高知医療センター 部長（兼）科長 32 × 病理専門医、細胞診専門医、臨床検査管理医 040012502 308918 1987/5/29

44 脳神経外科 西村　裕之 にしむら　ひろゆき 高知医療センター
科長（兼）医療情報センター副セ
ンター長

31 ○ 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医 040012502 4 319079 1988/6/24

45 脳神経外科 津野　隆哉 つの　たかや 高知医療センター 主任医長 22 ×
日本脳神経外科学会専門医、日本医学放射線学会放射線診断専門医、日本
神経内視鏡学会技術認定医、高知大学医学部臨床教授

040012502 390257 1997/5/9

46 脳神経外科 政平　訓貴 まさひら　のりたか 高知医療センター 医長 20 ○
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認定専門
医、日本脳卒中学会専門医

040012502 4 401733 1999/4/30

47 脳神経外科 福田　真紀 ふくだ　まき 高知医療センター 医長 19 ○
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認定専門
医、日本神経内視鏡学会技術認定医、ISLS認定ディレクター

040012502 4 408019 2000/4/26

48 脳神経外科 西本　祥大 にしもと　しょうた 高知医療センター 7 × 040012502 506808 2013/3/21

49 脳神経外科 近藤　雄一郎 こんどう　ゆういちろう 高知医療センター 副医長 7 × 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医 040012502 509629 2013/3/28

50 眼科 大庭　啓介 おおば　けいすけ 高知医療センター 科長 28 ○ 日本眼科学会専門医 040012502 4 340999 1991/5/28
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51 眼科 髙橋　政雄 たかはし　まさお 高知医療センター 副医長 8 × 040012502 499069 2012/3/21

52 耳鼻咽喉科 小桜　謙一 こざくら　けんいち 高知医療センター
医療局頭頚部疾患診療部耳鼻
咽喉科長

32 ○ 日本耳鼻咽喉科学会専門医 040012502 4 304764 1987/5/21

53 耳鼻咽喉科 土井　彰 どい　あきら 高知医療センター 主任医長 23 ○ 日本耳鼻咽喉科学会専門医 040012502 4 380253 1996/5/2

54 耳鼻咽喉科 松本　淳也 まつもと　じゅんや 高知医療センター 医長 11 × 耳鼻咽喉科専門医 040012502 470164 2008/4/9

55 耳鼻咽喉科 吉田　真夏 よしだ　まなつ 高知医療センター 副医長 8 × 040012502 499361 2012/3/22

56 呼吸器内科 浦田　知之 うらた　ともゆき 高知医療センター 科長 28 ○
日本内科学会総合内科専門医、呼吸器学会専門医、日本がん治療認定医機
構がん治療認定医、日本結核病学会結核・抗酸菌症認定医、呼吸器内視鏡
学会専門医

040012502 4 340029 1991/5/24

57 呼吸器内科 山根　高 やまね　たかし 高知医療センター 医長 18 ○
日本内科学会総合内科専門医、呼吸器学会専門医、アレルギー専門医、呼
吸器内視鏡学会専門医、医学博士

040012502 4 415724 2001/5/7

58 呼吸器内科 梅下　会美 うめした　えみ 高知医療センター 7 × 内科認定医 040012502 506609 2012/4/27

59 呼吸器外科 岡本　卓 おかもと　たく 高知医療センター 科長 24 ○

日本呼吸器外科学会指導医・評議員
呼吸器外科専門医合同委員会・呼吸器外科専門医
日本胸部外科学会認定医
日本外科学会認定医・外科専門医・指導医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
肺がんCT検診認定医師
臨床研修指導医
難病指定医
がん診療に携わる医師のための緩和ケア研修会修了

040012502 4 368890 1995/4/26

60 呼吸器外科 中野　貴之 なかの　たかゆき 高知医療センター 医長 17 ×

呼吸器外科専門医合同委員会・呼吸器外科専門医
日本外科学会・外科専門医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
がん治療に携わる医師のための緩和ケア研修会修了

040012502 423092 2002/4/30

61 呼吸器外科 喜田　裕介 きだ　ゆうすけ 高知医療センター 副医長 9 ×

呼吸器外科専門医合同委員会・呼吸器外科専門医
日本外科学会・外科専門医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
肺がんCT検診認定医師
難病指定医
がん診療に携わる医師のための緩和ケア研修会修了
日本救急医学会JATECコース修了

040012502 484678 2010/4/7
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62 循環器内科 尾原　義和 おはら　よしかず 高知医療センター

医療局胸部疾患診療部循環器
内科長（兼）循環器病センター副
センター長

22 ×
日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本循環器病学会専門医、日本心
血管インターベンション治療学会専門医・指導医、日本超音波学会専門
医・指導医、TAVR指導医

040012502 387434 1997/4/30

63 循環器内科 福岡　陽子 ふくおか　ようこ 高知医療センター 医長 11 ×
総合内科専門医、循環器専門医、超音波専門医、認定産業医、日本周術期
経食道心エコー（JB-POT)認定、日本心エコー図学会SHD心エコー認証医

040012502 469660 2008/4/9

64 循環器内科 吉村　由紀 よしむら　ゆき 高知医療センター 主査 9 × 日本内科学会認定医 040012502 484059 2010/4/2

65 心臓血管外科 大上　賢祐 おおうえ　けんすけ 高知医療センター 医長 20 ×
日本心臓血管外科学会専門医、日本外科学会専門医、胸部・腹部ステント
グラフト指導医

040012502 403370 1999/5/10

66 心臓血管外科 田中　哲文 たなか　さとふみ 高知医療センター 医長 17 × 日本外科学会専門医、日本心臓血管外科学会専門医 040012502 424665 2002/5/7

67 心臓血管外科 近藤　庸夫 こんどう　のぶお 高知医療センター 医長 12 × 040012502 461426 2007/4/4

68 消化器内科 岡本　宣人 おかもと　のぶと 高知医療センター 科長 27 ○
日本内科学会認定医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専
門医

040012502 4 348507 1992/5/25

69 消化器内科 髙田　昌史 たかた　まさし 高知医療センター 医長 11 ×
日本内科学会総合内科認定医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器
病学会専門医

040012502 471389 2008/4/11

70 消化器内科 小笠原　美樹 おがさわら　みき 高知医療センター 主査 9 × 日本内科学会認定医 040012502 489379 2010/4/30

71 消化器内科 久家　直子 くげ　なおこ 高知医療センター 副医長 6 × 日本内科学会内科認定医 040012502 515091 2014/3/24

72 消化器内科 山本　翔太 やまもと 　しょうた 高知医療センター 主査 5 × 日本内科学会認定内科医、 040012502 524530 2015/3/26

73
消化器外科・
一般外科

中村　敏夫 なかむら　としお 高知医療センター
参事（兼）臨床試験管理センター
長

32 ○ 日本外科学会外科専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医 040012502 4 306624 1987/5/25

74
消化器外科・
一般外科

澁谷　祐一 しぶや　ゆういち 高知医療センター
部長（兼）科長（兼）がんセンター
副センター長

30 ○
日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、日本臨床腎移植学会腎移植認
定医・評議員、日本移植学会認定医、日本食道学会認定医・評議員、日本
消化器外科学会認定医、医学博士

040012502 4 322010 1989/5/25

75
消化器外科・
一般外科

尾崎　和秀 おざき　かずひで 高知医療センター 主任医長 26 ○

日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医、日本内視鏡外
科学会技術認定医、日本静脈経腸栄養学会四国支部TNT講師、日本がん治
療認定医機構認定医、ICD（インフェクション・コントロール・ドク
ター）

040012502 4 360245 1993/5/31

76
消化器外科・
一般外科

岡林　雄大 おかばやし　ゆうだい 高知医療センター 主任医長 22 ×

日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科専門医・指導医・評議員、
日本消化器病学会専門医・指導医、日本静脈経腸栄養学会評議員、日本静
脈経腸栄養学会四国支部TNT講師、日本肝胆膵外科学会高度技能指導医・
評議員、日本消化器病学会四国支部評議員、日本臨床外科学会評議員、日
本膵臓学会認定指導医

040012502 386207 1997/4/28
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77
消化器外科・
一般外科

室川　剛廣 むろかわ　たかひろ 高知医療センター 医長 16 × 日本外科学会専門医、日本移植学会認定医、日本肝臓学会肝臓専門医 040012502 433898 2003/5/8

78
消化器外科・
一般外科

稲田　涼 いなだ　りょう 高知医療センター 医長 14 ○

日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医・指導医、消化器がん外
科治療認定医、日本大腸肛門病学会専門医・指導医、日本消化器病学会専
門医、日本消化管学会胃腸科専門医、日本がん治療認定医機構認定医、日
本内視鏡外科学会技術認定医（大腸）・評議員、難病指定医、臨床研修指
導医講習会終了、緩和ケア研修会終了、医学博士

040012502 4 451276 2005/4/15

79
消化器外科・
一般外科

須井　健太 すい　けんた 高知医療センター 医長 14 〇
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本肝胆膵外科学会評
議員

040012502 4 451710 2005/4/19

80
消化器外科・
一般外科

佐藤 琢爾 さとう　たくじ 高知医療センター 医長 14 ×
日本救急医学会救急科専門医、日本外科学会専門医、日本消化器外科学会
専門医、日本食道学会食道科認定医、消化器がん外科治療認定医

040012502 50239 2005/4/13

81
消化器外科・
一般外科

戸嶋　俊明 としま　としあき 高知医療センター 医長 12 ×
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、消化器がん外科治療認定
医、日本がん治療認定医機構認定医、緩和ケア研修会終了

040012502 463166 2007/4/11

82
消化器外科・
一般外科

桂　佑貴 かつら　ゆうき 高知医療センター 医長 11 ×
日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会専門医、消化器がん外科治
療認定医

040012502 469178 2008/4/8

83
消化器外科・
一般外科

高田　暢夫 たかた　のぶお 高知医療センター 医長 11 ×
日本消化器外科学会消化器外科専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認
定医、日本外科学会外科専門医、日本内視鏡外科学会技術認定

040012502 470785 2008/4/11

84
消化器外科・
一般外科

木村　次郎 きむら　じろう 高知医療センター 副医長 9 ×
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、消化器がん外科治療認定
医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医

040012502 491940 2011/3/24

85
消化器外科・
一般外科

渡邉　彩子 わたなべ　あやこ 高知医療センター 副医長 6 × マンモグラフィー読影 040012502 514892 2014/3/20

86
消化器外科・
一般外科

黒田　絵理 くろだ　えり 高知医療センター 5 × 040012502 523153 2015/3/23

87 泌尿器科 新　良治 あらた　りょうじ 高知医療センター 科長 29 ×
日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本泌尿器内視鏡学会腹腔鏡技術認定
医、日本内視鏡外科学会技術認定医（泌尿器腹腔鏡）、日本ミニマム創泌
尿器内視鏡外科学会施設基準医、日本がん治療認定機構がん治療認定医

040012502 328764 1990/5/21

88 泌尿器科 西山　康弘 にしやま　やすひろ 高知医療センター 医長 19 ○
日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本泌尿器内視鏡学会腹腔鏡技術認定
医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本内視鏡外科学会技術認
定医（泌尿器腹腔鏡）

040012502 4 408307 2000/4/27

89 泌尿器科 森田　陽 もりた　あきら 高知医療センター 副医長 6 × 040012502 514347 2013/8/2

90
腎臓内科・膠
原病科

土山　芳德 つちやま　よしのり 高知医療センター 科長 26 ○
日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本腎臓学会専門医・指導医、日
本透析学会専門医・指導医、日本糖尿病学会専門医

040012502 4 359731 1993/5/21

91
腎臓内科・膠
原病科

出原　悠子 ではら　ゆうこ 高知医療センター 7 × 040012502 509343 2013/3/28

92 婦人科 山本　寄人 やまもと　よりと 高知医療センター 科長 22 ○
日本産婦人科学会専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医・がん
検診認定医

040012502 4 385187 1997/4/24
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93 婦人科 上野　晃子 うえの　あきこ 高知医療センター 医長 11 ○
日本産婦人科学会産婦人科専門医、指導医、日本周産期・新生児医学会周産期
専門医、日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医

040012502 4 475372 2008/4/28

94 産科 永井　立平 ながい　りゅうへい 高知医療センター 医長 18 ○

産科婦人科学会専門医・指導医、周産期(母体・胎児）専門医・指導医、
超音波専門医・指導医、臨床遺伝専門医、母体保護法指定医、FMF妊娠初
期超音波スクリーニング（NT、NB、TR、DV、FHR)認定医、JCMELSインスト
ラクター、新生児蘇生法NCPRインストラクター、ALSOJapanインストラク
ター、医学博士

040012502 4 415838 2001/5/7

95 産科 脇川　晃子 わきかわ　あきこ 高知医療センター 医長 10 × 日本産科婦人科学会専門医、周産期（母体・胎児）専門医 040012502 478626 2009/4/14

96 産科 森田　聡美 もりた　さとみ 高知医療センター 副医長 9 〇 日本産婦人科専門医 040012502 4 491934 2011/3/23

97 生殖医療科 南　晋 みなみ　すすむ 高知医療センター 部長 35 ○
日本産婦人科学会専門医、日本産婦人科学会指導医、母体保護法指定医、
生殖医療専門医

040012502 4 280905 1984/5/24

98 生殖医療科 小松　淳子 こまつ　じゅんこ 高知医療センター 科長 27 ○
日本産科婦人科学会専門医、母体保護法指定医、生殖医療専門医、女性ヘ
ルスケアアドバイザー、新生児蘇生法専門コースインストラクター、ALSO
プロバイダー

040012502 4 344669 1992/5/18

99 小児科 西内　律雄 にしうち　りつお 高知医療センター 部長 33 ○
日本小児科学会小児科専門医・指導医、日本血液学会専門医・指導医、日
本小児血液・がん専門医・指導医

040012502 4 296314 1986/5/20

100 小児科 中田　裕生 なかた　ゆうせい 高知医療センター 科長 25 ○
日本小児科学会小児科専門医、周産期・新生児専門医・指導医、新生児蘇
生法インストラクター、PALSインストラクター、ICD（インフェクショ
ン・コントロール・ドクター）

040012502 4 361179 1994/4/27

101 小児科 宮澤　真理 みやざわ　まり 高知医療センター 主任医長 23 ○ 日本小児科学会小児科専門医 040012502 4 377189 1996/4/24

102 小児科 金澤　亜錦 かなざわ　あかね 高知医療センター 医長 19 ○ 日本小児科学会小児科専門医 040012502 4 410695 2000/5/8

103 小児科 栗田　佳彦 くりた　よしひこ 高知医療センター 医長 16 ○ 小児科専門医、小児循環器専門医 040012502 4 433314 2003/5/7

104 小児科 所谷　知穂 ところだに　ちほ 高知医療センター 副医長 13 ○ 日本小児科学会小児科専門医 040012502 4 457245 2006/4/13

105 小児科 土本　啓嗣 つちもと　けいじ 高知医療センター 医長 12 ○
日本小児科学会小児科専門医、日本周産期新生児医学会新生児専門医、日
本アレルギー学会専門医

040012502 4 465903 2007/4/20

106 小児科 永野　史翔 ながの　ふみか 高知医療センター 7 × 040012502 503069 2012/4/4

107 小児科 石井　雅人 いしい　まさと 高知医療センター 主査 5 × 040012502 525943 2015/3/27

108 小児科 野村　真也 のむら　しんや 高知医療センター 5 × 040012502 530493 42451
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109 小児外科 佐々木　潔 ささき　きよし 高知医療センター 科長 30 ○
日本外科学会専門医、日本小児外科学会専門医、日本小児血液・がん学会
認定外科医、日本周産期・新生児学会認定外科医、日本小児泌尿器科学会
認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医

040012502 4 322009 1989/5/25

110 救命救急科 齋坂　雄一 さいさか　ゆういち 高知医療センター
救命救急副センター長、救急外
科、病院前診療、災害医療

20 ○

日本外科学会専門医、日本救急医学会救急科専門医、日本航空医療学会認
定制度認定指導者、日本DMAT隊員、JATEC・JPTEC・ITLSインストラク
ター、臨床研修指導医（H21年　第3回高知県臨床研修指導医養成ワーク
ショップ　受講済み）

040012502 4 402457 1999/5/6

111 救命救急科 杉村　朋子 すぎむら　ともこ 高知医療センター 医長 14 ○
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、日本法医
学会死体検案認定医、厚生労働省死体解剖資格認定、産業医、麻酔科標榜医、
臨床研修指導医（H27年　第124回臨床研修指導医講習会　受講済み）

040012502 4 450037 2005/4/13

112 救命救急科 盛實　篤史 もりざね　あつし 高知医療センター 医長 12 ×
日本内科学会・総合内科専門医、日本航空医療学会認定指導者、日本プラ
イマリ・ケア連合学会・指導医

040012502 461420 2007/4/4

113 救命救急科 竹内　慎哉 たけうち　しんや 高知医療センター 医長 12 ○
日本救急医学会救急専門医、臨床研修指導医（H29年　第11回帝京大学病
院臨床研修指導医養成講習会　受講済み）

040012502 4 468674 2008/4/1

114 救命救急科 川野　恭雅 かわの　やすまさ 高知医療センター 科長 12 ○
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、日本呼
吸療法医学会呼吸療法専門医、臨床研修指導医（H26年　福岡大学病院指導医
講習会　受講済み）

040012502 4 466580 2007/4/24

115 救命救急科 宮下　浩平 みやした　こうへい 高知医療センター 副医長 6 × 040012502 515092 2014/3/24

116 集中治療科 難波　健利 なんば　たけとし 高知医療センター 部長（兼）科長 38 ○
日本麻酔科学会指導医、臨床研修指導医（H22年　第84回臨床研修指導医
養成講習会　受講済み）

040012502 4 260251 1981/5/30

117 集中治療科 鬼頭　英介 きとう　えいすけ 高知医療センター 主任医長 21 ○
日本麻酔科学会麻酔科標榜医・麻酔科専門医、日本周術期エコー認定、臨
床研修指導医（H26年　第114回臨床研修指導医養成講習会　受講済み）

040012502 4 392498 1998/4/27

118 集中治療科 濵田　暁 はまだ　あきら 高知医療センター 医長 15 ○
麻酔科指導医・専門医、心臓血管麻酔専門医、集中治療専門医、JB-POT、
臨床研修指導医（H26年　第115回臨床研修指導医養成講習会　受講済み）

040012502 4 444768 2004/5/14

119 集中治療科 小川　達彦 おがわ　たつひこ 高知医療センター 医長 12 ○

麻酔科認定医・日本麻酔科学会麻酔科標榜医・麻酔科専門医、日本周術期
経食道心エコー認定（JB-POT)、Advanced perioperative
transesophageal echocardiography testamur（the National Board of
Echocardiography）、臨床研修指導医（H28年　第13回高知県臨床研修指
導医養成ワークショップ　受講済み）

040012502 4 465277 2007/4/19

120 集中治療科 濵田　奈保 はまだ　なほ 高知医療センター 医長 12 〇

日本心臓血管麻酔学会専門医、日本麻酔科学会麻酔科標榜医・麻酔科専門
医、日本小児麻酔学会認定医、日本周術経食道心エコー認定（JB-POT)、
臨床研修指導医（R2年　第30回高知県臨床研修指導医養成ワークショップ
受講済み）

040012502 4 468673 2008/4/1

121 集中治療科 濱口　英佑 はまぐち　えいすけ 高知医療センター 医長 12 ×
日本麻酔科学会麻酔科専門医・麻酔科認定医、麻酔科標榜医、日本周術期経食
道心エコー認定委員会認定医、徳島大学医学博士

040012502 462454 2007/4/10
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122 集中治療科 合田　慶介 ごうだ　けいすけ 高知医療センター 7 〇
麻酔科認定医、日本麻酔科学会麻酔科標榜医・日本周術期経食道心エコー認定
医、臨床研修指導医（R2年度　第20回高知県臨床研修指導医養成ワークショッ
プ　受講済み）

040012502 4 506942 2013/3/22

123 麻酔科 杉本　清治 すぎもと　せいじ 高知医療センター
中央手術センター長
（兼）科長

38 ○
日本麻酔科学会専門医、指導医、日本小児麻酔学会認定医、臨床研修指導
医（H22年　高知大学臨床研修指導医養成ワークショップ　受講済み）

040012502 4 257589 1981/5/26

124 麻酔科 滝本　江里 たきもと　えり 高知医療センター 主任医長 35 × 日本麻酔科学会麻酔科標榜医・麻酔科専門医 040012502 281775 1984/5/26

125 麻酔科 廣田　遥子 ひろた　ようこ 高知医療センター 医長 11 × 日本麻酔科学会麻酔科標榜医・麻酔科認定医 040012502 469057 2008/4/7

126 麻酔科 入江　直 いりえ　すなお 高知医療センター 医長 11 ×
麻酔科認定医、日本麻酔科学会麻酔科標榜医・麻酔科専門医・日本周術期
経食道心エコー認定医

040012502 472051 2008/4/15

127 麻酔科 石田　彩子 いしだ　あやこ 高知医療センター 副医長 9 × 日本麻酔科学会麻酔標榜医 040012502 484145 2010/4/2

128 麻酔科 武市　桃子 たけち　ももこ 高知医療センター 主査 9 × 040012502 491395 2011/3/22

129 麻酔科 菊池　佳枝 きくち　よしえ 高知医療センター 副医長 9 × 麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科専門医 040012502 485722 2010/4/14

130 麻酔科 前迫　大樹 まえさこ　だいき 高知医療センター 5 × 日本麻酔科学会麻酔科標榜医・日本周術期経食道心エコー認定医 040012502 525573 2015/3/27

131 麻酔科 服部　万紀子 はっとり　まきこ 高知医療センター 5 × 040012502 522489 2015/3/20

132 皮膚科 高野　浩章 こうの　ひろあき 高知医療センター 科長 29 ○ 日本皮膚科学会専門医、日本乾癬学会員 040012502 4 329454 1990/5/22

133 皮膚科 阿河　弘和 あがわ　ひろかず 高知医療センター 副医長 6 × 040012502 516947 2014/3/26

134 整形外科 時岡　孝光 ときおか　たかみつ 高知医療センター 部長 34 ×
日本整形外科学会専門医、日本脊椎脊髄病学会専門医・指導医、日本リハ
ビリテーション学会専門医・指導医

040012502 290810 1985/5/25

135 整形外科 松本　俊之 まつもと　としゆき 高知医療センター 科長 22 ○ 日本整形外科学会専門医 040012502 4 385114 1997/4/23

136 整形外科 菊池 剛 きくち　たけし 高知医療センター 医長 17 × 日本整形外科学会整形外科専門医 040012502 423384 2002/5/1

137 整形外科 山川　泰明 やまかわ　やすあき 高知医療センター 医長 12 ○ 整形外科専門医・救急科専門医 040012502 4 462305 2007/4/9

138 整形外科 町田　崇博 まちだ　たかひろ 高知医療センター 医長 12 ×
日本整形外科学会専門医、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、日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション
医

040012502 463148 2007/4/11

139 整形外科 小松原　将 こまつばら　ただし 高知医療センター 医長 10 × 日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科学会脊椎精髄病医 040012502 478773 2009/4/14
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140 整形外科 釜付　祐輔 かまつき　ゆうすけ 高知医療センター 副医長 9 × 日本整形外科学会専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター 040012502 487916 2010/4/26

141 整形外科 山田　晋也 やまだ　しんや 高知医療センター 副医長 9 × 日本整形外科学会専門医 040012502 493631 2011/3/29

142 整形外科 内藤　健太 ないとう　けんた 高知医療センター 副医長 7 × 040012502 507471 2013/3/25

143 形成外科 原田　浩史 はらだ　ひろし 高知医療センター 科長 32 ○
日本形成外科学会専門医、皮膚腫瘍外科指導専門医、日本創傷外科学会専
門医、小児形成外科分野指導医

040012502 4 304282 1987/5/20

144 形成外科 五石　圭一 ごいし　けいいち 高知医療センター 医長 19 ○
日本形成外科学会専門医、皮膚腫瘍外科指導専門医、日本創傷外科学会専
門医、日本形成外科指導専門医

040012502 4 412157 2000/5/12

145 形成外科 美馬　俊介 みま　しゅんすけ 高知医療センター 副医長 6 × 040012502 516960 2014/3/26

146
乳腺・甲状腺
外科

高畠　大典 たかばたけ　だいすけ 高知医療センター 科長 23 ○

日本乳癌学会乳腺専門医・指導医・評議員、日本外科学会外科専門医、日
本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導医、日本人類遺伝学会臨床遺伝
専門医、日本癌治療認定医機構がん治療認定医、日本家族性腫瘍学会・家
族性腫瘍専門医、家族性腫瘍カウンセラー、マンモグラフィー読影認定
医、医学博士

040012502 4 377100 1996/4/24

147
乳腺・甲状腺
外科

大石　一行 おおいし　かずゆき 高知医療センター 医長 14 ×
日本内分泌外科学会専門医・日本甲状腺学会専門医、臨床遺伝専門医、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、日本臨床腎移植学会認定医、食道科認定医

040012502 447218 2005/4/7


