
別紙４

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　病院施設番号：　０５０００１　　　　　　　臨床研修病院の名称：　新東京病院 （№１）

内科

（心臓内科）
佐藤　倫彦 新東京病院 部長 16 ×

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

専門医、日本心血管インターベンション治療学会認定医 50001701

50001701 4

内科

（心臓内科）
奥津　匡暁 新東京病院 部長 23 ×

日本内科学会認定内科医、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治療学会専門医 50001701

内科

（心臓内科）
田原　聰子 新東京病院 部長 25 〇

日本循環器学会循環器専門医、日本内科学会

認定内科医、日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会

専門医、米国心臓病学会正会員

内科

（心臓内科）
朴澤　耕治 新東京病院 部長 25 ×

副院長 22 ×

内科

（心臓内科）
岩佐　　篤 新東京病院 部長 28

内科

（心臓内科）
栗田　直幸 新東京病院

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専門医、日本

脈管学会認定脈管専門医、下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術

の実施基準による実施医

50001701

×

外国人臨床修練指導医、Fellow of the American College of

Cardiology(FACC)、

Fellow of the Society for Cardiovascular Angiography and

Interventions(FSCAI)、

Fellow of European Society of Cardiology(FESC)、

Fellow of Asian Pacific Society of Interventional Cardiology

(FAPSIC)、

日本心臓病学会特別正会員(FJCC)

Fellow of the American Heart Association(FAHA)、

日本心血管インターベンション治療学会指導医、日本冠疾患

学会特別正会員(FJCA)

3

50001701 ４〇

日本循環器学会循環器専門医、日本内科学会認定内科医、植

え込み型徐細動器/ペーシングによる心不全治療認定医、カリ

フォルニア大学サンディエゴ校臨床電気生理学専門医、日本

不整脈学会認定不整脈専門医

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医、

日本内科学会認定内科医 50001701

内科

（心臓内科）
中村勝太郎 新東京病院 副院長 24

備考

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

3 研修実施者

4 臨床研修指導医

（指導医）

内科

（心臓内科）
中村　淳 新東京病院 50001701

所属
臨床経験

年数

指導医講習会等

の受講経験

有：〇

無：×

資格等 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号担当分野 氏名 役職

×
日本内科学会認定内科医、

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門医 50001701

院長 36



別紙４

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　病院施設番号：　０５０００１　　　　　　　臨床研修病院の名称：　新東京病院 （№２）

内科

（心臓内科）
上野　貴弘 新東京病院 7 ×

日本循環器学会、日本内科学会、日本心臓CT

学会
50001701

内科

（心臓内科）
天野　辰哉 新東京病院 8 ×

ICLSインストラクター
50001701

日本内科学会認定内科医、日本心血管イン

ターベンション学会認定医 50001701

内科

（心臓内科）
大西　宏和 新東京病院 8 ×

日本内科学会認定内科医

内科

（心臓内科）
藪下　寛人 新東京病院 10 ×

50001701

内科

（心臓内科）
川本　浩禎 新東京病院 医長 12 ×

日本内科学会認定内科医、日本心血管イン

ターベンション学会認定医 50001701

内科

（心臓内科）
三友　　悟 新東京病院 医長 13 ×

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医、日本

内科学会認定内科医 50001701

内科

（心臓内科）
田中　健太郎 新東京病院 医長 14 ×

日本内科学会認定内科医、日本心血管イン

ターベンション治療学会認定医 50001701

50001701

内科

（心臓内科）
松岡　聡志 新東京病院 医長 11 ×

日本内科学会認定内科医、ACLSプロバイ

ダー、BLSプロバイダー 50001701

内科

（心臓内科）
渡邉　雄介 新東京病院 医長 13 ×

日本内科学会総合内科専門医、日本心血管インターベンショ

ン治療学会専門医

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：〇

無：×

資格等 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号

備考

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

3 研修実施者

4 臨床研修指導医

（指導医）

内科

（心臓内科）
長沼　亨 新東京病院 部長 16 ×

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門医、日

本循環器学会循環器専門医、日本脈管学会専門医、日本心血

管インターベンション治療学会専門医、日本周術期経食道心

エコー委員会認定医、植込み型除細動器(ICD)/ペーシングに

よる心不全治療(CRT)研修修了、経皮的心房中隔欠損閉鎖術

資格認定、Edwards社SAPIEN弁を用いた経大腿動脈アプ

ローチによるTAVIプロクター(指導医)

50001701



別紙４

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　病院施設番号：　０５０００１　　　　　　　臨床研修病院の名称：　新東京病院 （№３）

内科

（糖尿病内科）
河野　恭之 新東京病院 9 ×

日本内科学会、日本糖尿病学会、日本内分泌

学会
50001701

内科

（消化器内科）
岩城　智之 新東京病院 副医長 10 ×

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 50001701

内科

（消化器内科）
村上　大輔 新東京病院 7 × 50001701

日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会

専門医
50001701 4

内科

（消化器内科）
勝山　泰志 新東京病院 副部長 14 〇

内科

（消化器内科）
早坂　健司 新東京病院 副部長 16 ×

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本

消化器病学会専門医
50001701

内科

（消化器内科）
原田　英明 新東京病院 主任部長 16 ×

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
50001701

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本消化器病学会専

門医・指導医、日本消化管学会専門医・指導医、日本食道学

会認定医、日本内科学会認定内科医、日本肝臓学会専門医

50001701
内科

（消化器内科）
天野　祐二 新東京病院 センター長 37 〇

内科

（糖尿病内科）
原口　美貴子 新東京病院 14 ×

日本内科学会認定内科医、日本糖尿病学会糖

尿病専門医
50001701

内科

（糖尿病内科）
周　聖浦 新東京病院 医長 14 ×

日本内科学会認定内科医、日本糖尿病学会糖

尿病専門医
50001701

日本在宅医療連合学会、日本神経学会、日本高次脳機能障害

学会、日本難病医療ネットワーク学会、日本パーキンソン

病・運動障害疾患学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学

会、日本内科学会、日本農村医学会

50001701

内科 北村　英之 新東京病院 部長 35 〇

日本内科学会指導医、日本内科学会総合内科専門医、日本呼

吸器学会専門医、日本呼吸器学会指導医、日本禁煙学会専門

医、日本禁煙学会禁煙認定専門指導医、日本呼吸器内視鏡学

会気管支鏡専門医、日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡指導医、

ＩＣＤ、日本医師会認定産業医

内科

（総合診療）
沼沢　祥行 新東京病院 14 ×

50001701 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：〇

無：×

資格等 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号

備考

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

3 研修実施者

4 臨床研修指導医

（指導医）



別紙４

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　病院施設番号：　０５０００１　　　　　　　臨床研修病院の名称：　新東京病院 （№４）

外科

（消化器外科）
鏡　哲 新東京病院 18 ×

日本外科学会、日本臨床外科学会、日本消化

器外科学会、日本大腸肛門病学会、日本内視

鏡外科学会

50001701

外科

（消化器外科）
吉田　直樹 新東京病院 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
50001701

日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、日本消化器外科

学会専門医、日本消化器外科指導医、日本消化器外科学会消

化器がん外科治療認定医、日本がん治療認定医機構暫定教育

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）、Da Vinci surgical system術者認定取得

日本ロボット外科学会（Robo-Doc　Pilot　国内B級）、奈良

県立医科大学医学博士

50001701

外科

（消化器外科）
大目　祐介 新東京病院 15 ×

日本外科学会、日本消化器外科学会、日本肝

胆膵外科学会、日本内視鏡外科学会、日本胆

道学会、

外科

（消化器外科）
松本　寛 新東京病院 副院長 26 ×

50001701

外科

（消化器外科）
岡部　寛 新東京病院 主任部長 28 ○

日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、日本消化器外科

学会専門医、日本消化器外科学会指導医、日本消化器外科学

会消化器がん外科治療認定医、日本内視鏡外科学会技術認定

取得医、日本食道学会食道科認定医、日本食道学会食道外科

専門医、麻酔標榜医、日本内視鏡外科学会評議員、日本胃癌

学会評議員、ロボット手術術者資格取得医、ロボット手術指

導医（メンター）、京都大学医学博士

50001701 4

外科

（消化器外科）
本田　五郎 新東京病院 主任部長 28 ○

日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、日本消化器外科

学会専門医、日本消化器外科学会指導医、日本内視鏡外科学

会評議員、日本内視鏡外科学会技術認定医、日本内視鏡外科

学会技術認定審査委員、日本肝胆膵外科学会評議員、日本肝

胆膵外科学会高度技術指導医、日本肝胆膵外科学会JHBPSci

編集委員、大腸癌肝転移データベース合同委員会事務局責任

者、日本胆道学会指導医、日本胆道学会評議員、日本肝･胆管

合流以上研究会世話人、消化器がん外科治療認定医、京都大

学医学博士、F.A.C.S（Fellow of American College of

Surgeons）、Active member of The Society for Surgery of

the Alimentary Tract（SSAT）

50001701 4

日本内科学会、日本消化器病学会、日本消化

器内視鏡学会 50001701

外科

（呼吸器外科）
河野　匡 新東京病院 副院長 38 ○

日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、

呼吸器外科専門医、呼吸器外科学会指導医、

呼吸器外科学会終身指導医

内科

（消化器内科）
前田　元 新東京病院 7 ×

50001701 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：〇

無：×

資格等 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号

備考

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

3 研修実施者

4 臨床研修指導医

（指導医）



別紙４

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　病院施設番号：　123456　　　　　　　臨床研修病院の名称：　新東京病院 （№５）

外科

（消化器外科）
青山　紘希 新東京病院 8 ×

日本外科学会、日本消化器外科学会、日本臨

床外科学会、日本内視鏡外科学会、日本肝胆

膵外科学会、日本胃癌学会

50001701

外科

（心臓血管外科）
中尾　達也 新東京病院 副院長 33 ×

三学会構成心臓血管外科専門医、三学会構成心臓血管外科認

定機構認定修錬指導者、日本外科学会指導医、日本冠疾患学

会評議員・特別正会員、日本AHVS/OPCAB研究会世話人、

アジア心臓血管外科学会国際会員、下肢静脈瘤に対する血管

内レーザー焼灼術の実施基準による指導医、腹部ステントグ

ラフト指導医、大動脈ステントグラフト実施医、胸部ステン

トグラフト指導医

50001701

外科

（乳腺外科）
渡邉　真 新東京病院 17 ×

日本外科学会、日本乳癌学会

50001701

日本外科学会外科専門医、日本癌治療認定医

機構がん治療認定医、da vinci surgical

system助手認定取得

50001701

外科

（消化器外科）
川本　裕介 新東京病院 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、ECFMG

certificate取得

外科

（消化器外科）
甲田　祐介 新東京病院 9 ×

50001701

外科

（消化器外科）
佐治　雅史 新東京病院 10 ○

日本外科学会専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定

医、日本食道学会食道科認定医、da vinci surgical system助

手認定取得、日本外傷診療研究機構JATECインストラク

ター、日本救急医学会ICLSインストラクター、ICD制度協議

会　ICD（インフェクションコントロールドクター）、厚生

労働省　臨床研修指導医

50001701

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、日本食道学

会食道科認定医、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(胃)、da Vinci surgical system助手認定取

得、医学博士（順天堂大学大学院）

50001701
外科

（消化器外科）
砂川　秀樹 新東京病院 12 ×

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：〇

無：×

資格等 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号

備考

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

3 研修実施者

4 臨床研修指導医

（指導医）



別紙４

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　病院施設番号：　123456　　　　　　　臨床研修病院の名称：　新東京病院 （№６）

外科

（脳神経外科）
齋藤　雄三 新東京病院 7 ×

日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療

学会 50001701

外科

（整形外科）
友田　統明 新東京病院 医長 9 × 50001701

日本整形外科学会専門医・指導医、日本整形外科学会脊髄骨

髄病医、日本脊髄骨髄病学会精髄骨髄外科指導医 50001701 4

外科

（整形外科）
木村　雄太 新東京病院 部長 18 ×

日本整形外科学会専門医・指導医、日本整形外科学会認定リ

ウマチ医、医学博士

外科

（整形外科）
高野　光 新東京病院 副院長 25 〇

50001701

外科

（脳神経外科）
髙田　能行 新東京病院 19 ×

日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門

医、臨床研修指導医、医学博士 50001701

外科

（脳神経外科）
関原　嘉信 新東京病院 部長 21 〇

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専門医 50001701 ４

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、日本救急医学会救急科専門医

胸部大動脈瘤ステントグラフト実施医・指導医、腹部大動脈

瘤ステントグラフト実施医・指導医、日本移植学会移植認定

医、日本血管内治療学会血管内治療医、下肢静脈瘤血管内

レーザー焼灼術実施医・指導医、日本脈管学会脈管専門医、

日本プライマリケア連合学会プライマリケア認定医・指導

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・指導医（暫定）

50001701

JPTECプロバイダー、JATECプロバイダー・

インストラクター、MCLSプロバイダー
50001701

外科

（脳神経外科）
石井　則宏 新東京病院 副院長 24 ×

脳神経外科学会専門医・指導医、神経内視鏡

学会認定医

外科

（心臓血管外科）
津田　昇一 新東京病院 21 ×

50001701

日本外科学会専門医、日本心臓血管外科専門医、下肢静脈瘤

に対する血管内焼灼術の実施基準による実施医 50001701 4

外科

（心臓血管外科）
久米　菜央 新東京病院 8 ×

日本外科学会、日本胸部外科学会、日本血管外科学会、日本

脈管学会、日本臨床外科学会、日本外傷外科学会、

日本救急医学会、日本Acute Care Surgery学会

外科

（心臓血管外科）
北中　陽介 新東京病院 部長 27 〇

50001701

外科

（心臓血管外科）
池谷　佑樹 新東京病院 部長 16 ×

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：〇

無：×

資格等 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号

備考

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

3 研修実施者

4 臨床研修指導医

（指導医）
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外科

（整形外科）
坂本　兼太郎 新東京病院 12 ×

日本整形外科学会、日本肘関節学会、日本手

外科学会、日本骨折治療学会、AO trauma 50001701

外科

（整形外科）
大森　雅夫 新東京病院 14 ×

日本整形外科学会、日本関節鏡・膝・スポーツ整形

外科学会（JOSKAS）、日本骨折治療学会、東日本

整形災害外科学会、関東整形災害外科学会

50001701

耳鼻咽喉科 笠倉　奈津子 新東京病院 医長 13 〇
日本内科学会認定内科医、日本耳鼻咽喉科学

会専門医 50001701 4

日本泌尿器科学会専門医、日本泌尿器科学会指導医、日本泌

尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本内視鏡外科学

会技術認定医(泌尿器腹腔鏡）、医学博士
50001701 4

集中治療室 松尾　耕一 新東京病院 部長 24 〇
日本内科学会総合内科専門医、麻酔標榜医、

日本集中治療医学会専門医

泌尿器科 金谷　淳志 新東京病院 14 ○

50001701 ４

泌尿器科 新美　文彩 新東京病院 部長 18 ○
日本泌尿器科学会、日本排尿機能学会、日本泌尿器内視鏡外

科学会、日本内視鏡学会、International Continence Society 50001701 4

外科

（形成外科）
江藤　綾乃 新東京病院 12 ×

日本形成外科学会認定専門医

50001701

外科

（形成外科）
白井　隆之 新東京病院 医長 16 〇

日本形成外科学会認定専門医

50001701 ４

外科

（形成外科）
吉田　龍一 新東京病院 部長 16 ×

日本形成外科学会認定専門医、日本臨床皮膚

外科学会専門医 50001701

日本形成外科学会認定専門医、日本手外科学会専門医、臨床

研修指導医、日本臨床皮膚外科学会専門医 50001701 ４

外科

（形成外科）
瀧川　恵美 新東京病院 部長 19 ×

本形成外科学会認定専門医、日本抗加齢医学

会専門医

外科

（形成外科）
柳林　聡 新東京病院 主任部長 21 〇

50001701

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：〇

無：×

資格等 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号

備考

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

3 研修実施者

4 臨床研修指導医

（指導医）

外科

（整形外科）
山田　直樹 新東京病院 12 ×

日本整形外科学会、日本骨折治療学会

50001701
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耳鼻咽喉科 茂木　翼 新東京病院 7 ×

日本耳鼻咽頭科学会、日本気管食道科学会、

日本聴覚医学会、日本抗加齢医学会 50001701

救急科 安倍　晋也 新東京病院 部長 18 〇

日本救急医学会専門医、日本外科学会専門医、全日本病院協

会AMAT隊員養成研修修了、東京JMAT研修修了、災害医療

コーディネート研修修了、JATECプロバイダー、杉並区災害

医療運営連絡協議会委員、杉並区医師会病院救急医療部委員

会委員

50001701 ４

放射線科 稲生　信一 新東京病院 副部長 24 〇

日本医学放射線学会診断専門医、

日本IVR学会専門医 50001701 4

放射線科 能城　　毅 新東京病院 部長 23 ×

日本医学放射線学会診断専門医、医学博士、検診マンモグラ

フィー読影認定医、肺癌CT検診認定医、薬剤師、PET核医学

認定医、日本医師会認定産業医、日本人間ドック学会認定人

間ドック認定医 50001701

日本麻酔科学会

50001701麻酔科 江口　彩子 新東京病院 7 ×

麻酔科 江坂　真理子 新東京病院 医長 9 〇
日本麻酔科学会認定医、日本麻酔科学会専門

医、日本周術期経食道心エコー認定医 50001701 4

麻酔科 福田　光恵 新東京病院 部長 16 〇
日本麻酔科学会認定医・専門医

50001701 ４

日本リハビリテーション医学会臨床認定医、

日本リハビリテーション医学会専門医、日本

リハビリテーション医学会指導責任者、日本

脳卒中学会専門医

50001701 １・４

麻酔科 金　信秀 新東京病院 副院長 26 ×

日本麻酔科学会指導医、米国麻酔科認定医、

日本心臓血管麻酔学会専門医、日本周術期経

食道心エコー認定医

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 西　将則 新東京病院 副院長 21 〇

50001701

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：〇

無：×

資格等 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号

備考

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

3 研修実施者

4 臨床研修指導医

（指導医）
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病理診断科 張ヶ谷　健一 誠馨会　病理ｾﾝﾀｰ 44 ×
病理専門医、病理専門医研修指導医

50001701

内科総合専門医、呼吸器専門医

50001701

眼科 浜野　茂樹 新東京病院 医長 8 ×

健診センター 鈴木　智史 新東京病院 16 ×

50001701

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：〇

無：×

資格等 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号

備考

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

3 研修実施者

4 臨床研修指導医

（指導医）

臨床検査科 杉森　治彦 新東京病院 20 ×
日本外科学会外科専門医

50001701


