
 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等           病院施設番号：031475  大学病院の名称：東海大学医学部付属八王子病院 

 

 

 

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） 

病理診断科 田尻 琢磨 東海大学医学部

付属八王子病院 

病理診断セン

ター長/病理診

断科医長/教授 

22 ◯ 日本病理学会専門医、日本病理学会 

指導医、日本臨床細胞学会細胞診専

門医、死体解剖資格、指導医講習会

受講済 

031475005 4 

病理診断科 杉山 朋子 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 22 ◯ 日本病理学会専門医、日本病理学会 

指導医、日本臨床細胞学会細胞診専

門医、死体解剖資格、指導医講習会

受講済 

031475005 4 

循環器内科 小林 義典 東海大学医学部

付属八王子病院 

病院長/教授 37 ◯ 日本循環器学会認定循環器専門医、

日本不整脈心電学会認定不整脈専門

医、日本内科学会認定医、ICD ／ CRT 

研修修了、指導医講習会受講済 

031475005 4 

別紙４ 

 



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） 

循環器内科 金渕 一雄 東海大学医学部

付属八王子病院 

特任准教授 37 ◯ 日本外科学会外科専門医、日本胸部外科学会

認定医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

循環器内科 森田 典成 東海大学医学部

付属八王子病院 

医療安全対策

室次長/循環器

センター長/循

環器内科医長/

准教授 

22 ◯ 日本循環器学会認定循環器専門医、日本不整

脈心電学会認定不整脈専門医、日本内科学会

認定医、ICD ／ CRT 研修修了、指導医講習会

受講済 

031475005 4 

循環器内科 吉町 文暢 東海大学医学部

付属八王子病院 

ICU・CCU 室長/

准教授 

27 ◯ 日本循環器学会認定循環器専門医、日本内科

学会総合内科専門医、日本心血管インタべ―

ション治療学会専門医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

循環器内科 上野 亮 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 18 ◯ 日本循環器学会認定循環器専門医、日本不整

脈心電学会認定不整脈専門 

医、日本内科学会認定総合内科専門医、ICD ／ 

CRT 研修修了、指導医講習会受講済 

031475005 4 

循環器内科 河村 洋太 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 16 ◯ 日本循環器学会認定循環器専門医、日本内科

学会認定医、日本心血管カテーテル治療学会

指導医、日本心血管インタべ―ション治療学

会指導医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

循環器内科 牛島 明子 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 17 ◯ 日本循環器学会認定循環器専門医、日本内科

学会認定総合内科専門医、 

日本心臓リハビリテーション指導医、指導医

講習会受講済 

031475005 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

呼吸器内科 坂巻 文雄 東海大学医学部

付属八王子病院 

診療協力部次

長/緩和ケア室

長/呼吸器内科

医長/教授 

31 ◯ 日本内科学会総合内科専門医、日本

呼吸器学会指導医・呼吸器専門医、 

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡指導

医・専門医、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 

031475005 4 

呼吸器内科 田崎 厳 東海大学医学部

付属八王子病院 

教育・研修科長

/講師 

24 ◯ 日本内科学会総合内科専門医、指導

医講習会受講済 

031475005 4 

呼吸器内科 近藤 祐介 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 14 ◯ 日本内科学会認定医、日本呼吸器内

視鏡学会気管支鏡専門医、日本老年

医学会老年病専門医、日本禁煙学会 

認定専門指導者、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 

031475005 4 



 

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） 

消化器内科 渡辺 勲史 東海大学医学部

付属八王子病院 

教授 39 ◯ 日本内科学会指導医、日本内科学会 

認定医、日本消化器病学会指導医、

日本消化器病学会専門医、日本肝臓

学会指導医、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 

031475005 4 

消化器内科 小嶋 清一郎 東海大学医学部

付属八王子病院 

入退院センタ

ー長/准教授 

21 ◯ 日本内科学会認定医、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、日本

消化管学会指導医、日本消化管学会 

胃腸科認定医、日本温泉気候物理医

学会温泉療法医、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 

031475005 4 



 

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） 

消化器内科 伊藤 裕幸 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 16 ◯ 日本内科学会指導医、日本内科学会 認

定医、日本消化器病学会指導医、日本消

化器病学会専門医、日本消化器病学会関

東支部評議員、日本肝臓学会専門医、日

本消化器内視鏡学会 指導医、日本消化

器内視鏡学会専門医、日本消化器内視鏡

学会関東支部 

評議員、日本消化管学会指導医、日本消

化管学会胃腸科認定医、日本胆道学会指

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 

031475005 4 

消化器内科 永田 順子 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 21 ◯ 日本内科学会専門医、日本内科学会 総

合内科専門医、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、日本医師会認定産業

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 

031475005 4 

血液腫瘍内

科 

横山 健次 東海大学医学部

付属八王子病院 

教育・研修部長

/治験管理科長

/血液腫瘍内科

医長/教授 

30 ◯ 日本内科学会総合内科指導医、日本内科

学会総合内科専門医、日本血液学会指導

医、日本血液学会専門医、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 

031475005 1、4 

 



 

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） 

血液腫瘍内

科 

上田 智基 東海大学医学部

付属八王子病院 

医療情報部次

長/講師 

17 ◯ 日本内科学会認定内科医、日本血液

学会指導医、日本血液学会専門医、

指導医講習会受講済 

031475005 4 

血液腫瘍内

科 

橋本 典諭 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 13 ◯ 日本内科学会総合内科専門医、日本

血液学会専門医、日本臨床腫瘍学会 

がん薬物療法専指導医、日本臨床腫

瘍学会がん薬物療法専門医、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 

031475005 4 

神経内科 野川 茂 東海大学医学部

付属八王子病院 

副院長/患者支

援センター所

長/脳卒中・神

経センター長/

教授 

32 ◯ 日本内科学会指導医、総合内科専門

医、日本神経学会代議員、指導医、

神経内科専門医、日本脳卒中学会幹

事、専門医、日本頭痛学会代議員、

専門医、日本脳循環代謝学会理事、

日本ニューロリハビリテーション学

会理事、日本生活習慣病学会評議員

指導医講習会受講済、 

031475005 4 

神経内科 徳岡 健太郎 東海大学医学部

付属八王子病院 

神経内科医長/

講師 

24 ◯ 日本内科学会内科認定医、日本神経

学会神経内科専門医、日本脳卒中学

会評議員、専門医、日本頭痛学会評

議員、専門医、日本生活習慣病学会 

評議員、指導医講習会受講済 

031475005 4 

 



 

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） 

腎 内 分 泌

代謝内科 

角田 隆俊 東海大学医学部

付属八王子病院 

患者支援セン

ター次長/血液

浄化センター

長/腎内分泌代

謝内科医長/教

授 

29 ◯ 日本腎臓学会指導医、日本腎臓学会 

専門医、日本透析医学会透析指導医、

日本透析医学会透析専門医、日本泌

尿器科学会専門医、指導医講習会受

講済 

031475005 4 

腎 内 分 泌

代謝内科 

石田 真理 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 31 ◯ 日本透析医学会透析専門医、指導医

講習会受講済 

031475005 4 

腎 内 分 泌

代謝内科 

都川 貴代 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 12 ◯ 日本腎臓学会専門医、日本透析医学

会透析専門医、日本内科学会総合内

科専門医、日本内科学会認定医、指

導医講習会受講済 

031475005 4 

リウマチ内

科 

鈴木 康夫 東海大学医学部

付属八王子病院 

特任教授 42 ◯ 日本内科学会指導医、日本内科学会 

認定医、日本リウマチ学会指導医、 

日本リウマチ学会専門医、日本骨粗

鬆症学会認定医、指導医講習会受講

済 

031475005 4 

リウマチ内

科 

若林 孝幸 東海大学医学部

付属八王子病院 

リウマチ内科

医長/講師 

21 ◯ 日本内科学会認定医、日本内科学会 

総合内科専門医、日本リウマチ学 

会指導医、日本リウマチ学会専門医、

指導医講習会受講済 

031475005 4 



 

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） 

心 臓 血 管

外科 

山口 雅臣 東海大学医学部

付属八王子病院 

医療機器管理

室長/心臓血管

外科医長/講師 

26 ◯ 日本外科学会外科専門医、心臓血管外科

専門医認定機構心臓血管外科専門医、指

導医講習会受講済 

031475005 4 

心 臓 血 管

外科 

古屋 秀和 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 17 ◯ 日本外科学会外科専門医、心臓血管外科

専門医認定機構心臓血管外科専門医、日

本脈管学会専門医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

消 化 器 外

科 

野村 栄治 東海大学医学部

付属八王子病院 

消化器センタ

ー長/教授 

33 ◯ 日本外科学会指導医、日本外科学会 専

門医、日本消化器外科学会指導医、日本

消化器外科学会専門医、日本消化器内視

鏡学会専門医、日本消化器病学会専門

医、消化器がん外科治療認定医、日本静

脈経腸栄養学会認定医、日本がん治療認

定医機構がん治療暫定教育医、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 

031475005 4 

消化器外科 向井 正哉 東海大学医学部

付属八王子病院 

副院長/診療部

長/教育・研修

部次長/教授 

33 ◯ 日本外科学会指導医、日本外科学会 専

門医、日本消化器外科学会指導医、日本

消化器外科学会専門医、消化器がん外科

治療認定医、日本大腸肛門病学会指導

医、日本大腸肛門病学会 専門医、日本

がん治療認定医機構 がん治療暫定教

育医、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 

031475005 4 

 



 

 
 

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） 

消化器外科 山本 壮一郎 東海大学医学部

付属八王子病院 

内視鏡室/消化

器外科医長/准

教授 

23 ◯ 日本外科学会指導医、日本外科学会 

専門医、日本消化器外科学会指導医、

日本消化器外科学会専門医、日本消

化器内視鏡学会専門医、日本消化器

病学会専門医、消化器がん外科治療

認定医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

消化器外科 和泉 秀樹 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 15 ◯ 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、

日本肝臓学会専門医、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 

031475005 4 

消化器外科 茅野 新 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 17 ◯ 日本外科学会専門医、日本消化器外

科学会専門医、日本消化器内視鏡学

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、日本消 

化管学会胃腸科専門医、日本大腸肛

門病学会専門医、日本内視鏡外科学

会技術認定医、日本内視鏡外科学会、

消化器・一般外科領域技術認定所得

者、指導医講習会受講済 

031475005 4 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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） 

呼吸器外科 山田 俊介 東海大学医学部

付属八王子病院 

副院長/医療安

全対策室長/教

授 

35 ◯ 日本外科学会外科指導医、日本外科

学会外科専門医、日本呼吸器外科学

会指導医、日本呼吸器外科学会専門

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 

031475005 4 

呼吸器外科 中川 知己 東海大学医学部

付属八王子病院 

呼吸器外科医

長/准教授 

18 ◯ 日本外科学会外科指導医、日本外科

学会外科専門医、日本呼吸器外科学

会専門医、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 

031475005 4 



 

 

 

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） 

脳神経外科 小田 真理 東海大学医学部

付属八王子病院 

診療協力部長/

脳神経外科医

長/教授 

31 ◯ 日本脳卒中外科学会技術指導医、日

本脳卒中学会専門医、日本脳神経外

科学会専門医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

脳神経外科 下田 雅美 東海大学医学部

付属八王子病院 

医療情報部長/

教授 

35 ◯ 日本脳卒中外科学会技術指導医、日

本脳卒中学会専門医、日本脳神経外

科学会専門医、日本頭痛学会専門医、

指導医講習会受講済 

031475005 4 

脳神経外科 今井 正明 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 17 ◯ 日本脳神経外科学会専門医、指導医

講習会受講済 

031475005 4 

小児外科 平川 均 東海大学医学部

付属八王子病院 

小児センター

長/小児外科医

長/臨床教授 

33 ◯ 日本小児外科学会指導医・専門医・

評議員、日本小児救急医学会評議員、 

日本外科学会専門医、指導医講習会

受講済 

031475005 4 

小児外科 鄭 英里 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 18 ◯ 日本小児外科学会専門医、日本外科

学会専門医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

乳腺・内分

泌外科 

鈴木 育宏 東海大学医学部

付属八王子病院 

教授 28 ◯ 日本外科学会外科指導医、日本外科

学会外科専門医、日本乳癌学会乳腺

指導医、日本乳癌学会乳腺専門医、

検診マンモグラフィ読影認定医師、

指導医講習会受講済 

031475005 4 



 

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） 

乳腺・内分

泌外科 

齋藤 雄紀 東海大学医学部

付属八王子病院 

医療安全対策

室次長/オンコ

ロジーセンタ

ー長/乳腺・内

分泌外科医長/

講師 

25 ◯ 日本外科学会外科指導医、日本外科学会

外科専門医、日本乳癌学会乳腺指導医、

日本乳癌学会乳腺専門医、日本臨床腫瘍

学会がん薬物療法専指導医、日本臨床腫

瘍学会がん薬物療法専門医、日本超音波

医学会超音波指導医、日本超音波医学会

超音波専門医、日本消化器病学会消化器

病専門医、日本乳がん検診精度管理中央

機構検診マンモグラフィ読影認定医師、

日本がん治療認定医機構がん治療認定

医、リンパ浮腫療法士、日本医師会認定

産業医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

乳腺・内分

泌外科 

大下内 理紗 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 11 ◯ 日本乳癌学会乳腺認定医、日本内科学会

内科認定医、日本乳がん検診精度管理中

央機構検診マンモグラフィ読影認定医

師、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 

031475005 4 

整形外科 山本 至宏 東海大学医学部

付属八王子病院 

整形外科医長/

講師 

20 ◯ 日本整形外科学会整形外科専門医、日本

脊椎脊髄病学会認定指導医、指導医講習

会受講済 

031475005 4 

整形外科 石井 崇之 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 13 ◯ 日本整形外科学会整形外科専門医、手外

科専門医、指導医講習会受講済 

031475005 4 



 

 

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） 

形成外科 宮坂 宗男 東海大学医学部

付属八王子病院 

特任第 1種教授 38 ◯ 日本形成外科学会形成外科専門医、

日本皮膚外科学会専門医、日本レー 

ザー医学会専門医、指導医講習会受

講済 

031475005 4 

形成外科 平 広之 東海大学医学部

付属八王子病院 

形成外科医長/

講師 

31 ◯ 日本形成外科学会形成外科専門医、

指導医講習会受講済 

031475005 4 

泌尿器科 座光寺 秀典 東海大学医学部

付属八王子病院 

泌尿器科医長/

教授 

25 ◯ 日本泌尿器科学会指導医、日本泌尿

器科学会専門医、日本泌尿器内視鏡

学会認定腹腔鏡技術認定医、日本泌

尿器内視鏡学会ロボット手術支援プ

ロクター、日本内視鏡外科学会技術

認定医（泌尿器腹腔鏡）、日本内分泌

甲状腺外科学会 専門医、日本ロボ

ット外科学会ロボット手術認定医、

日本がん治療認定医機構がん治療暫

定教育医、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 

031475005 4 

 

 



 

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 安心院 純子 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 23 ◯ 日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科

学会専門医、日本ペインクリニック

学会ペインクリニック専門医、日本

区域麻酔学会暫定認定医、指導医講

習会受講済 

031475005 4 

小児科 山口 公一 東海大学医学部

付属八王子病院 

小児科医長/臨

床教授 

38 ◯ 日本小児科学会指導医、日本アレル

ギー指導医、日本アレルギー専門医、 

ICD、指導医講習会受講済 

031475005 4 

小児科 平井 康太 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 16 ◯ 日本小児科学会専門医、指導医講習

会受講済 

031475005 4 

小児科 高倉 広充 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 17 ◯ 日本小児科学会専門医、指導医講習

会受講済 

031475005 4 

産婦人科 村松 俊成 東海大学医学部

付属八王子病院 

診療部次長/産

婦人科医長/教

授 

29 ◯ 日本産科婦人科学会指導医、専門医、

日本婦人科腫瘍学会指導医、専門医、

日本臨床細胞学会細胞診専門医、女

性ヘルスケア暫定指導医、日本がん

治療認定医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

 



 

 

 

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 前田 大伸 東海大学医学部

付属八王子病院 

教育・研修部次

長/講師 

27 ◯ 日本産科婦人科学会指導医、専門医、

指導医講習会受講済 

031475005 4 

産婦人科 飯田 哲士 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 18 ◯ 日本産科婦人科学会指導医、専門医、

日本婦人科腫瘍学会専門医、日本臨

床細胞学会細胞診専門医、日本がん

治療認定医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

皮膚科 松山 孝 東海大学医学部

付属八王子病院 

総合相談室長/

皮膚科医長/准

教授 

30 ◯ 日本皮膚科学会認定専門医、指導医

講習会受講済、指導医講習会受講済 

031475005 4 

耳鼻咽喉科 山本 光 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 12 ◯ 日本耳鼻咽喉科学会専門医、指導医

講習会受講済 

031475005 4 

眼科 木村 至 東海大学医学部

付属八王子病院 

眼科医長/教授 23 ◯ 日本眼科学会専門医、指導医、指導

医講習会受講済 

031475005 4 



 

 

 

 

 

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） 

リハビリテ

ーション科 

古川 俊明 東海大学医学部

付属八王子病院 

リハビリテー

ションセンタ

ー長/リハビリ

テーション科

医長/講師 

28 ◯ 日本リハビリテーション医学会指導

医、日本リハビリテーション医学会 

専門医、日本臨床神経生理学会認定

医（神経伝導・筋電図）、身体障害者

福祉法指定医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

画像診断科 長谷部 光泉 東海大学医学部

付属八王子病院 

教育・研修部次

長/画像診断科

医長/教授 

24 ◯ 日本医学放射線学会放射線診断専門

医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

画像診断科 松本 知博 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 16 ◯ 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、日本脈管

学会専門医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

画像診断科 亀井 俊佑 東海大学医学部

付属八王子病院 

助教 9 ◯ 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、第一種放

射線取扱主任者、指導医講習会受講

済 

031475005 4 

精神科 平川 淳一 平川病院 病院長 35 ◯ 日本精神神経学会専門医・指導医、

指導医講習会受講済 

031475005 １ 



 

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） 

救命救急科 飯塚 進一 東海大学医学部

付属八王子病院 

臨床教授/医長 20 ◯ 日本救急医学会指導医、日本外科学

会外科専門医、指導医講習会受講済 

031475005 4 

救命救急科 日上 滋雄 東海大学医学部

付属八王子病院 

講師 16 ◯ 日本救急医学会専門医、日本外科学

会外科専門医、日本熱傷学会専門医、

日本消化管学会専門医、日本がん治

療認定医、指導医講習会受講済 

031475005 4 


