
別紙４
(No.　　)

1 循環器内科 伊藤　宏 横浜市立みなと赤十字病院 院長 42 ×
日本循環器学会循環器専門医、日本高血圧学会認定専門医・
指導医　日本内科学会　認定内科医

3

2 整形外科 小森　博達 横浜市立みなと赤十字病院 副院長・整形外科部長 40 × 日本整形外科学会　整形外科専門医・脊椎脊髄病医、日本脊
椎脊髄病学会　脊椎脊髄外科指導医

3 糖尿病内科 渡辺　孝之 横浜市立みなと赤十字病院 副院長 40 ○ 日本糖尿病学会専門医・研修指導医、日本内科学会認定内科
医・指導医、臨床研修協議会指導医養成講習会修了

1、4

4 集中治療部 武居　哲洋 横浜市立みなと赤十字病院 副院長・救命救急センター長 29 ○

日本麻酔科学会　麻酔科指導医・専門医、日本内科学会認定
医、日本救急医学会　救急科専門医・指導医、日本集中治療
学会　集中治療専門医、日本プライマリケア連合学会認定医、
横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

5 糖尿病内科 南　勲 横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内科部長 21 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本糖尿病学会
専門医・研修指導医、日本内分泌学会　内分泌代謝科（内科）
専門医・指導医、日本肥満学会　肥満症専門医、第2回横浜市
立みなと赤十字病院臨床研修指導医養成講習会修了

4

6 内分泌内科 太田　一樹 横浜市立みなと赤十字病院 内分泌内科部長 36 ○

日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本糖尿病学会専門
医・研修指導医、日本内分泌内科内分泌代謝科専門医・指導
医、日本医師会認定産業医、横浜市立みなと赤十字病院指導
医養成講習会修了

4

7 内分泌内科 王　新 横浜市立みなと赤十字病院 内分泌内科医師 8 〇 日本内科学会認定医、横浜市立みなと赤十字病院指導医養
成講習会修了

4

8 内分泌内科 三好　泰斗 横浜市立みなと赤十字病院 内分泌内科医師 7 × 日本内科学会認定内科医、日本糖尿病学会専門医、日本内
分泌学会専門医

9 血液内科 山本　晃 横浜市立みなと赤十字病院 血液内科部長 36 ×

日本血液学会血液指導医・専門医、日本内科学会認定医・総
合内科専門医・指導医、日本がん治療認定医機構認定医・暫
定教育医、日本臨床腫瘍学会暫定指導医、東京医科歯科大
学附属病院指導医養成講習会修了

10 血液内科 齊藤　達也 横浜市立みなと赤十字病院 血液内科部医師 11 × 日本内科学会認定医、日本血液学会専門医・指導医

11 血液内科 迎　純一 横浜市立みなと赤十字病院 血液内科部医師 11 × 日本内科学会認定医・専門医、日本血液学会専門医、日本が
ん治療認定医機構認定医

12 腎臓内科 藤澤　一 横浜市立みなと赤十字病院 腎臓内科部長 21 ○
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　透析専門医、三浦半島地域臨床研修指導医養成講
習会

4

13 腎臓内科 源馬　拓 横浜市立みなと赤十字病院 腎臓内科部医師 8 〇 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　透析専門医

4

14 腎臓内科 小林　伸暉 横浜市立みなと赤十字病院 腎臓内科部医師 7 × 日本内科学会認定内科医、日本腎臓学会専門医

15 膠原病リウマチ内科 萩山　裕之 横浜市立みなと赤十字病院 膠原病リウマチ内科部長 29 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本リ
ウマチ学会指導医・専門医、ICD協議会認定ICD、日本骨粗鬆
症学会認定医・東京医科歯科大学附属病院指導医養成講習
会修了

4
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16 感染症科 渋江　寧 横浜市立みなと赤十字病院 感染症科部長 19 ○

日本内科学会　総合内科専門医　日本内科学会　認定内科医
日本感染症学会　感染症専門医　ICD制度協議会　認定ICD
（ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ）　日本エイズ学会　認定医　The
International Society of Travel Medicine(ISTM)　Certificate in
Travel Health

4

17 呼吸器内科 河﨑　勉 横浜市立みなと赤十字病院 呼吸器内科部長 28 ○

日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会呼吸器専門医・指
導医、肺がんＣＴ検診認定機構肺がんCT検診認定医、日本ア
レルギー学会認定アレルギー専門医（内科）、日本がん治療認
定機構認定がん治療医、日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専
門医、日本化学療法学会　抗菌化学療法認定医、横浜市立み
なと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

18 呼吸器内科 岡安　香 横浜市立みなと赤十字病院 呼吸器内科部副部長 20 ○

日本内科学会　総合内科専門医・認定内科医、日本呼吸器学
会呼吸器専門医、日本アレルギー学会　アレルギー専門医
（内科）、日本呼吸器内視鏡学会　気管支鏡専門医、日本医師
会　認定産業医、平成26年度東京医科歯科大学医学部附属
病院指導医講習会修了

4

19 呼吸器内科 石川　利寿 横浜市立みなと赤十字病院 呼吸器内科医師 9 × 日本内科学会認定医　日本呼吸器学会専門医

20 消化器内科 先田　信哉 横浜市立みなと赤十字病院 消化器内科部長 31 ○

日本内科学会　認定内科医・総合内科専門医、日本消化器病
学会　消化器病専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会　消
化器内視鏡専門医・指導医、日本肝臓学会　肝臓専門医、日
本医師会認定産業医、第22回日本赤十字社臨床研修指導医
養成講習会修了

4

21 消化器内科 吉野　耕平 横浜市立みなと赤十字病院 消化器内科副部長 17 ×
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、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

22 消化器内科 池宮城　秀和 横浜市立みなと赤十字病院 消化器内科副部長 15 ×

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本消化器病学
会　消化器病専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認
定医、日本消化管学会　胃腸科暫定指導医・専門医、日本消
化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医

23 消化器内科 深見　裕一 横浜市立みなと赤十字病院 消化器内科副部長 15 ○

日本内科学会　認定内科医、日本消化器病学会　消化器専門
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、横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講
習会修了

4

24 消化器内科 浅川　剛人 横浜市立みなと赤十字病院 消化器内科医師 11 ×
日本内科学会　認定内科医、日本消化器病学会　消化器専門
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

25 消化器内科 金子　朋浩 横浜市立みなと赤十字病院 消化器内科医師 7 × 日本内科学会認定内科医

26 消化器内科 大友　有紀子 横浜市立みなと赤十字病院 消化器内科医師 7 × 日本内科学会認定内科医

27 消化器内科 目時　加奈恵 横浜市立みなと赤十字病院 消化器内科医師 7 × 日本内科学会認定内科医、日本がん治療認定医機構がん治
療認定医、日本消化管学会胃腸科専門医
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28 循環器内科 山内　康照 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科部長 31 ○
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会専門医、日本不
整脈学会専門医、武蔵野赤十字病院臨床研修指導医養成講
習会修了

4

29 循環器内科 志村　吏左 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科副部長 19 ○ 日本循環器学会循環器専門医、日本心血管インターベンショ
ン治療学会認定医

4

30 循環器内科 有馬　秀紀 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科副部長代理 21 ○
日本超音波医学会超音波専門医・指導医、日本心エコー図学
会SDH心エコー図認証医、第１７回日本医師会指導医のため
の教育ワークショップ

4

31 循環器内科 浅野　充寿 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科医長 16 〇 日本内科学会認定内科医、日本循環器学会循環器専門医、
横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

32 循環器内科 萬野 智子 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科医長 17 〇
日本内科学会認定内科医・専門医・指導医、日本循環器学会
専門医、日本心エコー図学会SDH心エコー図認証医、東京医
科歯科大学医学部附属病院臨床研修指導医養成講習会修了

4

33 循環器内科 佐川　雄一朗 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科医長 11 〇

日本内科学会認定医　日本循環器学会専門医　日本不整脈
心電学会専門医　日本不整脈心電学会「植込み型除細動器、
ペーシングによる心不全治療」研修修了、横浜市立みなと赤十
字病院指導医養成講習会修了

4

34 循環器内科 須藤　洸司 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科医師 9 × 日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医

35 循環器内科 新井　紘史 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科医師 10 × 日本内科学会認定内科医、日本循環器学会循環器専門医

36 循環器内科 村田　和也 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科医師 11 × 日本内科学会認定内科医、日本循環器学会専門医、日本不
整脈学会専門医

37 循環器内科 倉林　学 横浜市立みなと赤十字病院 心血管診療科部長 27 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本循
環器学会　循環器専門医、日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会
認定医・専門医・施設代表医、日本脈管学会　認定脈管専門
医、横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

38 循環器内科 鈴木　秀俊 横浜市立みなと赤十字病院 心血管診療科副部長 20 ○
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本循環器学会
循環器専門医、日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医、横
浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

39 脳神経内科 大久保　卓哉 横浜市立みなと赤十字病院 神経内科部長 24 ○

日本神経学会神経内科専門医・指導医、日本内科学会認定内
科医・指導医・総合内科専門医、日本頭痛学会専門医、日本
認知症学会専門医・指導医、東京医科歯科大学附属病院指導
医養成講習会修了

4

40 脳神経内科 金澤　俊郎 横浜市立みなと赤十字病院 神経内科副部長 23 ○
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本神経学会
神経内科学会専門医、日本脳卒中学会　専門医、横浜市立み
なと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

41 脳神経内科 関口　輝彦 横浜市立みなと赤十字病院 神経内科医長 18 ○

日本内科学会　総合内科専門医・認定内科医、日本神経学会
神経内科専門医、日本臨床神経生理学会　脳波認定医（脳波
分野・筋電図・神経伝導分野）、平成25年度東京医科歯科大
学医学部附属病院指導医講習会修了

4

42 脳神経内科 髙橋　祐子 横浜市立みなと赤十字病院 神経内科医師 10 ○ 日本内科学会認定内科医、日本神経学会神経内科専門医、
横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4
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43 脳神経内科 丸子　真奈美 横浜市立みなと赤十字病院 神経内科医師 8 ○ 横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了 4

44 アレルギー科 中村　陽一 横浜市立みなと赤十字病院 アレルギーセンター長 41 ○

日本アレルギー学会　アレルギー専門医・指導医（内科）、日
本内科学会指導医、日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医、
日本呼吸器内視鏡学会　気管支鏡専門医、横浜市立みなと赤
十字病院指導医養成講習会修了

4

45 アレルギー科 橋場　容子 横浜市立みなと赤十字病院 アレルギー内科部長代理 25 ×
日本内科学会認定医・専門医、日本呼吸器学会呼吸器専門
医、日本呼吸器内視鏡学会　気管支鏡専門医、日本アレル
ギー学会　アレルギー専門医（内科）

46 アレルギー科 安藤　枝里子 横浜市立みなと赤十字病院 アレルギー小児科副部長 17 ○
日本小児科学会小児科専門医、日本アレルギー学会アレル
ギー専門医（小児科）、横浜市立みなと赤十字病院指導医養
成講習会修了

4

47 アレルギー科 小張　真吾 横浜市立みなと赤十字病院 アレルギー小児科医長 15 ○
日本小児科学会小児科専門医、日本アレルギー学会アレル
ギー専門医（小児科）、第４回三井記念病院臨床研修指導医
講習会修了

4

48 精神科 京野　穂集 横浜市立みなと赤十字病院 精神科部長 20 ○ 日本精神神経学会　精神科専門医・指導医、精神保健指定
医、第21回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会修了

4

49 精神科 行実　知昭 横浜市立みなと赤十字病院 精神科副部長 25 × 精神保健指定医、日本精神神経学会精神科専門医

50 精神科 池井　大輔 横浜市立みなと赤十字病院 精神科副部長 16 × 精神保健指定医、日本精神神経学会　精神科専門医・指導医

51 精神科 三瀨　耕平 横浜市立みなと赤十字病院 精神科医長 12 ○ 2020年度 東京医科歯科大学医学部附属病院指導医講習会
終了

4

52 精神科 橋本　寛史 横浜市立みなと赤十字病院 精神科医師 8 ×

53 精神科 武藤　貴弘 横浜市立みなと赤十字病院 精神科医師 7 × 精神保健指定医

54 小児科 磯崎　淳 横浜市立みなと赤十字病院 小児科部長 24 ○

日本小児科学会認定小児科専門医・指導医、日本感染症学会
認定感染症専門医・指導医、ICD協議会認定ICD、日本化学療
法学会抗菌化学療法認定医・指導医、日本アレルギー学会専
門医・指導医（小児科）、全国自治体病院協議会指導医養成
講習会修了

4

55 小児科 町田　裕之 横浜市立みなと赤十字病院 小児科副部長 21 ○
日本小児科学会認定小児科専門医・指導医、日本腎臓学会腎
臓専門医・指導医、全日本病院協会臨床研修指導医講習会修
了

4

56 小児科 松尾　晶子 横浜市立みなと赤十字病院 小児科部医師 7 ×

57 外科 杉田　光隆 横浜市立みなと赤十字病院 外科部長 29 ○

日本外科学会　認定医・専門医・指導医、日本消化器外科学
会専門医・指導医、日本消化器外科学会　消化器がん外科治
療認定医、日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医、日
本肝胆膵外科学会　高度技能指導医、日本がん治療認定医
機構がん治療認定医、三浦半島地域臨床研修指導医養成講
習会修了

4
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58 外科 大西　宙 横浜市立みなと赤十字病院 外科部医長 13 ○
日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会消化器外科
専門医、第６回国家公務員共済組合連合会病院臨床研修指
導医養成講習会修了

4

59 外科 村上　剛之 横浜市立みなと赤十字病院 外科部医師 8 ×

60 外科 佐藤　圭 横浜市立みなと赤十字病院 食道・胃外科医長 16 ○
日本外科学会専門医　日本消化器外科学会認定医・専門医
日本食道学会認定医　横浜市立みなと赤十字病院指導医養
成講習会修了

4

61 外科 土屋　伸広 横浜市立みなと赤十字病院 食道・胃外科部医長 14 × 日本外科学会外科専門医　日本消化器外科学会専門医、日
本がん治療認定医機構がん治療認定医

62 外科 田　鍾寛 横浜市立みなと赤十字病院 大腸外科医長 13 × 日本外科学会外科専門医、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消化器がん外科治療認定医

63 乳腺外科 清水　大輔 横浜市立みなと赤十字病院 乳腺外科部長 26 ○

日本外科学会　外科専門医、日本乳癌学会　認定医・乳腺専
門医・指導医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、マ
ンモグラフィ読影認定医、横浜市立みなと赤十字病院指導医
養成講習会修了

4

64 乳腺外科 須藤　友奈 横浜市立みなと赤十字病院 乳腺外科医師 8 × 日本外科学会外科専門医

65 乳腺外科 木村　安希 横浜市立みなと赤十字病院 乳腺外科医師 9 × 日本外科学会外科専門医、日本乳癌学会認定医

66 外科 馬場　裕之 横浜市立みなと赤十字病院 救急外科部長 31 ○

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、日本消化器外科学会消化器がん外
科治療認定医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門
医、日本肝胆膵外科学会高度技能指導医、日本がん治療認
定医機構がん治療認定医・暫定教育医、日本静脈経腸栄養学
会認定医、平成２１年度東京医科歯科大学医学部附属病院指
導医講習会

4

67 整形外科 田野　敦寛 横浜市立みなと赤十字病院 整形外科部副部長 16 ○ 日本整形外科学会　整形外科専門医、第7回帝京大学病院臨
床研修指導医養成講習会

4

68 整形外科 沼野　藤希 横浜市立みなと赤十字病院 整形・脊椎外科部長 25 ○

日本整形外科学会専門医、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脊椎脊髄病医、日本脊椎脊髄学
会脊椎脊髄外科指導医、日本整形外科学会運動器リハビリ
テーション医、日本整形外科学会リウマチ医・脊椎内視鏡下手
術・技術認定医、日本内視鏡外科学会　技術認定（整形外
科）、横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

69 整形外科 谷山　崇 横浜市立みなと赤十字病院 整形・脊椎外科副部長 18 ○ 日本整形外科学会専門医　日本整形外外科学会脊椎脊髄病
医、横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

70 整形外科 浅野　浩司 横浜市立みなと赤十字病院 整形・関節外科部長 29 ○
日本整形外科学会　整形外科専門医・スポーツ医、ICD制度協
議会　ICD、横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修
了

4

71 整形外科 中村　香織 横浜市立みなと赤十字病院 整形・関節外科医長 15 ○ 横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了 4
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72 整形外科 若林　良明 横浜市立みなと赤十字病院 手外科・上肢外傷整形外科部長 30 ○

日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会認定スポーツ
医、日本整形外科学会運動器リハビリテーション医、日本手外
科学会認定手外科専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病
医、日本体育協会公認スポーツドクター、日本整形外科学会
研修者講習会受講、平成１８年度東京医科歯科大学医学部附
属病院指導医養成講習会

4

73 整形外科 能瀬　宏行 横浜市立みなと赤十字病院 手外科・上肢外傷整形外科副部長 23 ○ 日本整形外科学会専門医
横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

74 手外科・上肢外傷整形外科 佐々木　研 横浜市立みなと赤十字病院 手外科・上肢外傷整形外科医長 16 ○ 日本整形外科学会　専門医、横浜市立みなと赤十字病院指導
医養成講習会修了

4

75 形成外科 横山　明子 横浜市立みなと赤十字病院 形成外科部長 30 ○

日本形成外科学会　形成外科専門医・皮膚腫瘍外科指導専門
医、乳房再建エキスパンダー、インプラント基準医師、乳房増
大用エキスパンダー、インプラント実施医師、第2回亀田メディ
カルセンター臨床研修指導医講習会修了

4

76 脳神経外科 竹本　安範 横浜市立みなと赤十字病院 脳神経外科部長 33 ○
日本脳神経外科学会　脳神経外科専門医・指導医、日本脳卒
中学会認定脳卒中専門医・指導医　平成21年度東京医科歯
科大学医学部付属病院指導医講習会修了

4

77 脳神経外科 竪月　順也 横浜市立みなと赤十字病院 脳神経外科副部長 18 ○
日本脳神経外科学会　脳神経外科専門医、日本脳神経血管
内治療学会　専門医、第３回横浜市立みなと赤十字病院臨床
研修指導医養成講習会修了

4

78 心臓血管外科 伊藤　智 横浜市立みなと赤十字病院 心臓血管外科部長 24 ○
日本外科学会専門医、三学会構成心臓血管外科専門医認定
機構　心臓血管外科専門医・心臓血管外科修練指導者、第22
回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会修了

4

79 心臓血管外科 佐藤　哲也 横浜市立みなと赤十字病院 心臓血管外科副部長 15 ○
日本外科学会　外科専門医、三学会構成心臓血管外科専門
医認定機構　心臓血管外科専門医、横浜市立みなと赤十字病
院指導医養成講習会修了

4

80 心臓血管外科 橋本　和憲 横浜市立みなと赤十字病院 心臓血管外科部医長 14 ○
日本外科学会　外科専門医　三学会構成心臓血管外科専門
医認定機構　心臓血管外科専門医　日本脈管学会　脈管専門
医、横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

81 心臓血管外科 三好　康介 横浜市立みなと赤十字病院 心臓血管外科医師 12 ○ 横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了 4

82 皮膚科 渡邊　憲 横浜市立みなと赤十字病院 皮膚科部長 30 ○
日本皮膚科学会　皮膚科専門医、日本プライマリ・ケア連合学
会プライマリ・ケア認定医・認定指導医、日本大学指導医養成
講習会修了

4

83 泌尿器科 村上　貴之 横浜市立みなと赤十字病院 泌尿器科部長 26 ○

日本泌尿器科学会　泌尿器科指導医・専門医、日本泌尿器科
学会日本内視鏡学会　泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本がん
治療認定医機構がん治療認定医、横浜市立みなと赤十字病
院指導医養成講習会修了

4

84 泌尿器科 小貫　竜昭 横浜市立みなと赤十字病院 泌尿器科副部長 21 × 日本泌尿器科学会専門医・指導医　日本泌尿器内視鏡学会認
定医　日本がん治療認定医

85 泌尿器科 川畑　さゆき 横浜市立みなと赤十字病院 泌尿器科医師 10 × 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医
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86 泌尿器科 岩本　源太 横浜市立みなと赤十字病院 泌尿器科医師 7 × 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医

87 産婦人科 髙橋　慎治 横浜市立みなと赤十字病院 産婦人科部長 20 ○ 日本産婦人科学会　産婦人科専門医、横浜市立みなと赤十字
病院指導医養成講習会修了

4

88 産婦人科 池谷　美樹 横浜市立みなと赤十字病院 産婦人科副部長 28 × 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（母体・胎児）専門医・指導医

89 産婦人科 千葉　大樹 横浜市立みなと赤十字病院 産婦人科副部長 21 ×

日本産婦人科学会　産婦人科専門医、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、日本周産期・新
生児医学会　新生児蘇生法「専門コース（Aコース）インストラク
ター

90 産婦人科 萩原　佐江子 横浜市立みなと赤十字病院 産婦人科医長 21 ○
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（新生児）・新生児法「専門」コー
スインストラクター

4

91 産婦人科 塚本　薫 横浜市立みなと赤十字病院 婦人腫瘍外科副部長 16 × 日本産婦人科学会　産婦人科専門医、日本周産期・新生児医
学会　新生児蘇生法「専門コース（Aコース）修了

92 産婦人科 桐ケ谷　奈生 横浜市立みなと赤十字病院 産婦人科部医師 7 × 日本産婦人科学会産婦人科専門医

93 眼科 安村　玲子 横浜市立みなと赤十字病院 眼科部長 23 × 日本眼科学会眼科専門医

94 耳鼻咽喉科 田口　享秀 横浜市立みなと赤十字病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長 27 ○

日本耳鼻咽喉科学会　耳鼻咽喉科専門医・専門研修指導医、
日本気道食道科学会　気管食道科専門医（咽喉系）、日本頭
頸部外科学会　頭頸部がん専門医・専門医制度指導医、日本
がん治療認定医機構　がん治療専門医、第10回横浜市立大
学病院群指導医養成講習会修了

4

95 耳鼻咽喉科 岩村　泰 横浜市立みなと赤十字病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科医師 19 ×

96 耳鼻咽喉科 山本　学慧 横浜市立みなと赤十字病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科医師 10 ○ 第２５回全国労災病院臨床研修指導医講習会修了 4

97 放射線科 大谷　洋一 横浜市立みなと赤十字病院 放射線科治療部長 38 ○
日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学会　放射線治療専門
医、日本医学放射線学会研修指導医、横浜市立みなと赤十字
病院指導医養成講習会修了

4

98 放射線科 荻　成行 横浜市立みなと赤十字病院 放射線科核医学部長 27 ○
日本医学放射線学会放射線診断専門医・研修指導者、日本核
医学会核医学専門医、日本核医学会ＰＥＴ核医学認定医、横
浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

99 麻酔科 西村　一彦 横浜市立みなと赤十字病院 麻酔科部長 35 ○ 日本麻酔科学会　麻酔科指導医・専門医、４病院団体協議会
主催指導医養成講習会修了

4

100 麻酔科 小村　理恵 横浜市立みなと赤十字病院 麻酔科医長 13 ○ 日本麻酔科学会   麻酔科認定医・専門医、第24回日本赤十字
社指導医養成講習会修了

4

101 麻酔科 鈴木　裕倫 横浜市立みなと赤十字病院 麻酔科部医師 7 ×
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102 麻酔科 柴田　隼平 横浜市立みなと赤十字病院 麻酔科部医師 7 ×

103 救急 中山　祐介 横浜市立みなと赤十字病院 救急部長 23 ○ 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、第1回神戸大学医師臨床研修指導医講習会修了

4

104 救急 高橋　哲也 横浜市立みなと赤十字病院 救急部医長 17 ○

日本内科学会　認定内科医、日本救急医学会　救急科専門
医、日本集中治療医学会　集中地長専門医、日本外傷学会
外傷専門医、日本脈管学会　脈管専門医、日本インターベン
ショナルラジオロジー学会　IVR専門医

4

105 救急 河野　裕嗣 横浜市立みなと赤十字病院 救急部医師 10 ×

106 集中治療部 永田　功 横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部部長 22 ○
日本麻酔科学会認定麻酔科指導医・専門医、日本救急医学会
救急科専門医、日本集中治療学会　専門医、日本医師会産業
医、第９回全国労災病院臨床研修指導医講習会

4

107 集中治療部 藤澤　美智子 横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部副部長 21 ○
日本麻酔科学会　麻酔科指導医・専門医、日本集中治療医学
会　専門医、横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修
了

4

108 集中治療部 山田　広之 横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部副部長 19 ○
日本内科学会　認定内科医、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、横浜市立みなと
赤十字病院指導医養成講習会修了

4

109 集中治療部 平田　晶子 横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部医長 14 〇
日本救急医学会　救急科専門医、日本集中治療学会　集中治
療専門医、横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修
了

4

110 集中治療部 米澤　直樹 横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部医師 10 〇 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、日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会修了

4

111 集中治療部 鈴木　健人 横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部医師 9 〇 日本救急医学会救急科専門医、日本赤十字社臨床研修指導
医養成講習会修了

4

112 集中治療部 藤　雅文 横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部医長 17 〇 日本麻酔科学会　麻酔科指導医・専門医、日本集中治療医学
会　専門医

4

113 集中治療部 梨木　栄作 横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部医師 7 ×

114 集中治療部 熊城　伶己 横浜市立みなと赤十字病院 集中治療部医師 7 × 日本救急医学会救急科専門医、日本麻酔科学会麻酔科認定
医

115 病理 熊谷　二朗 横浜市立みなと赤十字病院 病理診断科部長 31 ○ 日本病理学会専門医・指導医、日本臨床細胞学会細胞診専門
医、横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了

4

116 地域医療 伊藤　美奈子 横浜市立みなと赤十字病院 健診センター長 28 ○ 第三回横浜市立みなと赤十字病院指導医養成講習会修了 4

117 地域医療 與那覇　佳子 横浜市立みなと赤十字病院 健診センター部長 38 × 4
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118 地域医療 西　八嗣 相模原赤十字病院 院長 43 ○

日本外科学会専門医・指導医／日本消化器外科学会専門医・
指導医／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・指導医／ICD認定／日本救急医学会専門医
／日本がん治療認定医機構がん治療認定医／がん診療に携
わらう医師に対する緩和ケア研修会修了／臨床研修指導医／
日本医師会認定産業医

4

119 地域医療 中川　潤一 相模原赤十字病院 副院長 41 ○
臨床研修指導医　／　身体障害者福祉法指定医師（呼吸器、
免疫、肝臓）／　日本プライマリ・ケア学会認定医、指導医／
人間ドック認定医

3、4

120 地域医療 西山　保比古 相模原赤十字病院 副院長 37 ○

医学博士　／　日本外科学会専門医　／　日本消化器外科学
会専門医　／　日本消化器がん外科治療認定医　／　日本大
腸肛門病学会専門医　／　日本がん治療認定医機構暫定教
育医　／　臨床研修指導医　／　身体障害者福祉法指定医
（人工肛門

4

121 地域医療 小野　雄一 相模原赤十字病院 院長補佐兼耳鼻いんこう科部長 32 ○ 日本耳鼻咽喉科学会専門医/身体障害者福祉法指定医（聴
覚）/小児慢性特定疾病指定医/難病指定医/補聴器相談医

4

122 地域医療 山口　雅之 相模原赤十字病院 小児科部長 34 ○ ＩＣＤ認定　／　臨床研修指導医 4

123 地域医療 伊藤　俊 相模原赤十字病院 内科部長 29 ○

日本内科学会認定医、指導医　／　日本内科学会総合内科専
門医　／　日本糖尿病学会専門医　／　日本リウマチ学会認
定医　／　日本プライマリ・ケア学会認定医、指導医　／　日本
消化器病学会認定医　／　日本禁煙学会禁煙専門医　／　日
本抗加齢医学会認定専門医　／　日本東洋医学会専門医　／
日本医師会認定産業医　／　臨床研修指導医　／　身体障害
者福祉法指定医師（腎臓）

4

124 地域医療 渡久山　哲男 相模原赤十字病院 消化器内科部長 28 ○ 日本プライマリ・ケア学会認定医、臨床研修指導医 4

125 地域医療 高佐　顕之 相模原赤十字病院 呼吸器内科副部長 19 ○

日本内科学会認定医、日本プライマリ・ケア学会認定医・指導
医、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、総合内科専門医、臨床研修指導医、身体障害者
福祉法指定医（呼吸器）

4

126 地域医療 小川　恭史 相模原赤十字病院 医療技術部長 26 ○ 医学博士、日本外科学会専門医、臨床研修指導医、身体障害
者福祉法指定医（人工肛門）

4

127 地域医療 中村　和徳 相模原赤十字病院 外科副部長 21 ○ 日本外科学会専門医 4

128 地域医療 小坂　愉賢 相模原赤十字病院 乳腺外科部長兼放射線科部長 24 ○

日本外科学会専門医/日本消化器病学会専門医/日本乳癌学
会専門医/日本消化器内視鏡学会専門医/日本消化器外科学
会専門医/臨床遺伝専門医/日本外科学会指導医/日本乳癌
学会指導医/日本消化器外科学会指導医/日本がん治療認定
医/マンモグラフィ読影認定医

4

129 地域医療 宮川　祐介 相模原赤十字病院 第一整形外科部長 22 ○
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
／　臨床研修指導医　／　身体障害者福祉法指定医（肢体不
自由）　／　義肢装具等適合判定医

4
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130 地域医療 芦川　良介 相模原赤十字病院

第二整形外科部長
リハビリテーション
科部長

25 ○ 臨床研修指導医　／　身体障害者福祉法指定医（肢体不自
由）

4

131 地域医療 匹田　貴雅 相模原赤十字病院 医師 10 ○ 整形外科専門医/身体障害者福祉法指定医（肢体不自由） 4

132 地域医療 山下　智史 相模原市立青野原診療所 医師 4 × 4

133 地域医療 虎岩　めぐみ 相模原市立千木良診療所 医師 3 × 4

134 地域医療 長島　弥加 相模原市立藤野診療所 医師 6 × 4

135 地域医療 長谷川　岳尚 置戸赤十字病院 院長 37 〇

保険医、身体障害者指定医、日本内科学会認定内科医師、日
本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会消化器専門
医、日本消化器内視鏡学会指導医、日本糖尿病学会研修指
導医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医、
日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認定指導医

3、4

136 地域医療 石関　哉生 置戸赤十字病院 内科部長 22 〇 保険医
身体障害者指定医

4

137 地域医療 吉田　剛 伊豆赤十字病院 副院長 37 ○ 総合診療領域特任指導医、日本外科学会専門医 3、4

138 地域医療 沖田　将人 みらい在宅クリニック 理事長 25 × 3

139 地域医療 原田　浩 みらい在宅クリニック 医師 27 〇 4

140 地域医療 永田　亮 みらい在宅クリニック 医師 22 〇 4

141 地域医療 中村　洋祐 みらい在宅クリニック 医師 17 〇 がん治療認定医、日本血液学会認定血液専門医、日本内科
学会　認定内科医、

4

142 地域医療 鵜浦　康司 みらい在宅クリニック 医師 22 〇

総合内科専門医、呼吸器専門医、肺がんCT健診認定医師、
ICD制度協議会　認定ICD（ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ）、がん治
療認定医、日本内科学会　認定内科医、日本アレルギー学会
アレルギー専門医（内科）、日本呼吸器学会指導医、日本呼吸
器学会呼吸器専門医、茨城県指導医養成講習会修了

4

143 地域医療 桜澤　俊秋 さくらT'sクリニック 院長 30 〇 3、4

144 地域医療 有村　明彦 杉田ありむら内科 院長 40 〇 総合内科専門医 3、4


