
別紙４

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等

ﾌﾘｶﾞﾅ　オオツカ 　フミオ

姓　大塚 名　文男

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｸｻﾉ 　ﾉﾌﾞﾁｶ

姓　草野 名　展周

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾀｵｶ ﾋﾄﾐ

姓　片岡 名　仁美

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ

姓　植田 名　圭吾

1.4

4

同上岡山大学病院 教授 22

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）

感染症内科
岡山大学病院 教授 36 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会認定教育施設指導医
第２回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了
日本臨床検査医学会認定臨床検査医
ICD制度協議会認定ICD
日本病院総合診療医学会認定医

○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定教育施設指導医
日本内科学会中国支部評議員
日本腎臓学会専門医
日本糖尿病学会専門医・指導医
ECFMG　certification
日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医
第２回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了
日本病院総合診療医学会認定医
平成24年度プログラム責任者養成講習会修了
日本医学教育学会認定医学教育専門家

4

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定教育施設指導医
日本内科学会中国支部評議員
日本内分泌学会専門医
日本内分泌学会指導医
日本内分泌学会教育責任者
日本内分泌学会内分泌代謝科専門医・指導医
日本甲状腺学会専門医
日本リウマチ学会専門医
日本病院総合診療医学会認定医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医
第２回(平成16年度)岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了
平成25年度プログラム責任者養成講習会修了

030619551,030619552,0306
19553,030619651,03061965
2,030619653,岡山大学病院
先進プログラム2020,岡山
大学病院小児科特別プロ
グラム2020,岡山大学病院
産科婦人科特別プログラム
2020

同上 4総合内科 岡山大学病院 教授 24 ○

日本神経学会認定神経内科専門医
日本内科学会認定内科医
日本東洋医学会漢方専門医
日本内科学会総合内科専門医
第１回鳥取大学卒後臨床研修指導医講習会修了
日本内科学会中国支部評議員

同上

総合内科 岡山大学病院 教授 27 ○

総合内科

病院施設番号：０３０６１９

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

臨床研修病院の名称：岡山大学病院



姓　小川 名　弘子

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾀﾆﾔﾏ　ﾏｷｺ

姓　谷山 名　真規子

ﾌﾘｶﾞﾅ　ミヨシ　トモコ

姓　三好 名　智子

姓　小比賀 名　美香子

姓　花山 名　宜久

4

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハナヤマ ヨシヒサ

岡山大学病院 准教授 20 ○

総合内科 岡山大学病院 講師 22 ○

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
日本医師会認定産業医
日本救急医学会認定 ICLS.BLSインストラクター
日本内科学会 JMECCインストラクタ-
平成２３年度第６回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会受講済
日本抗加齢医学会専門医
日本内科学会中国支部評議員
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会中国支部評議員
日本循環器学会代議員（社員）

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定教育施設指導医
日本内科学会中国支部評議員
日本高血圧学会専門医・指導医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医
第６回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了
日本病院総合診療医学会認定医

同上

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定教育施設指導医
日本内科学会中国支部評議員
日本糖尿病学会専門医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医
平成23年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会　修了
日本病院総合診療医学会認定医

総合内科 岡山大学病院 准教授

ﾌﾘｶﾞﾅ　オガワ　ヒロコ

岡山大学病院 教授 21 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定教育施設指導医
日本内科学会中国支部評議員
第24年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会　修了
日本臨床検査医学会臨床検査管理医
日本救急医学会認定ICLSディレクター・WSディレクター
日本内科学会　JMECCディレクター
日本病院総合診療医学会認定医
平成30年度プログラム責任者養成講習会修了

同上 2.4

21 同上

同上

同上

2.4

4

4

○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定教育施設指導医
日本内科学会中国支部評議員
日本内分泌学会専門医・指導医・評議員
日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医
日本病院総合診療医学会認定医・評議員
平成23年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会　修了
平成26年度プログラム責任者養成講習会修了
日本救急医学会認定 ICLSインストラクター
日本医学教育学会認定医学教育専門家

総合内科

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　オビカ　ミカコ

岡山大学病院 講師 22 ○



姓　堀口 名　繁

姓　佐藤 名　明香

姓　長谷川 名　功

同上

○ 2.4

4○

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　サトウ　アスカ

岡山大学病院 助教 22 同上

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾎﾘｸﾞﾁ　ｼｹﾞﾙ

岡山大学病院

日本医師会認定産業医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医
日本病院総合診療医学会認定医
第11回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハセガワ　コウ

岡山大学病院 助教 10 ○

日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定教育施設指導医
日本内科学会中国支部評議員
日本病院総合診療医学会認定医
日本動脈硬化学会専門医
日本高血圧学会専門医
日本内分泌学会専門医
日本救急医学会認定、ICLS.BLSインストラクター
日本内科学会　JMECCインストラクター
第10回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

日本消化器病学会専門医
がん治療認定医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医
日本内科学会中国支部評議員
岡山県緩和ケア研修会　終了
第11回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了
コミュニケーション技術研修会修了

同上 4

准教授 17



姓　萩谷 名　英大

姓　徳増 名　一樹

姓　赤穂 名　宗一郎

姓　安部 名　真

姓　榮 名　浩行

姓　本多 名　寛之

姓　岡 名　浩介

姓　大村 名　大輔

姓　櫻田 名　泰江

姓　岡田 名　裕之

姓　高木 名　章乃夫

姓　河原 名　祥朗

姓　白羽 名　英則

同上

同上

同上

同上

同上

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハギヤ　ヒデハル

4

4

准教授 12 ○

 抗菌化学療法認定医（削除）
 日本旅行医学会認定医（削除）
国際渡航医学会認定医
Certificate in Infection Contorol
ICD
日本内科学会認定内科医
日本感染症学会専門医
麻酔科標榜医
平成29年度大阪大学医学部附属病院臨床研修指導医養成講習会
日本内科学会中国支部評議員

同上

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

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　トクマス　カズキ 日本内科学会認定内科医
日本病院総合診療医学会認定医
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会中国支部評議員
令和元年度第12回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

日本内科学会認定内科医 同上

総合内科
ﾌﾘｶﾞﾅ　オカ　コウスケ

岡山大学病院 助教 日本内科学会認定内科医6 ×

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　アコウ　ソウイチロウ

岡山大学病院 助教 12 ×

岡山大学病院 助教 7 ○

岡山大学病院

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　アベ　マコト
岡山大学病院 助教 12 ×

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

同上総合内科
ﾌﾘｶﾞﾅ　サクラダ　ヤスエ

岡山大学病院 医員 17 ×
精神保健指定医
日本精神神経学会精神科専門医・指導医

同上

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　サカエ　ヒロユキ

総合内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ホンダ　ヒロユキ

岡山大学病院

岡山大学病院 助教 11 ×

日本ヘリコバクター学会H.pylori（ピロリ菌）感染症認定医
日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医

助教 10 ×

日本糖尿病学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本救急医学会認定、ICLS.BLSインストラクター
第50回中国地区TNT研修会修了（日本臨床栄養代謝学会）

同上

消化器内科
ﾌﾘｶﾞﾅ　タカキ　アキノブ

岡山大学病院 准教授 29 ○
日本内科学会指導医・専門医、日本消化器病学会専門医
日本透析医学会専門医　日本肝臓学会専門医
第７回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

消化器内科
ﾌﾘｶﾞﾅ　オカダ　ヒロユキ

岡山大学病院 教授 35 ×
日本消化器病学会指導医
日本内科学会指導医
日本消化器内視鏡学会指導医　　日本アフェレシース学会専門医

総合内科
ﾌﾘｶﾞﾅ　オオムラ　ダイスケ

岡山大学病院 助教 6 ×

同上

消化器内科
ﾌﾘｶﾞﾅ　シラハ　ヒデノリ

岡山大学病院 講師 27 ○
日本内科学会指導医　日本消化器病学会専門医　日本肝臓学会専門医　第9回
岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

光学医療診
療部

ﾌﾘｶﾞﾅ　カワハラ　ヨシロウ
岡山大学病院 教授 29 ×

日本内科学会指導医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会指導医



姓　平岡 名　佐規子

姓　大西 名　秀樹

ﾌﾘｶﾞﾅ　カトウ　ヒロナリ

姓　加藤 名　博也

ﾌﾘｶﾞﾅ　カワノ　セイジ

姓　川野 名　誠司

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハラダ　ケイタ

姓　原田 名　馨太

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤスナカ　テツヤ

姓　安中 名　哲也

ﾌﾘｶﾞﾅ　イワムロ マサヤ

姓 　岩室 名　雅也

ﾌﾘｶﾞﾅ　カンザキ　ヒロミツ

姓　神崎 名　洋光

ﾌﾘｶﾞﾅ　マツモト　　　カズユキ

姓　松本 名　和幸

ﾌﾘｶﾞﾅ　キヌガサ　　　カズユキヒデアキ

姓　衣笠 名　秀明

ﾌﾘｶﾞﾅ　トモダ　　　タケシ

姓 　友田 名　健

ﾌﾘｶﾞﾅ　イノクチ　　　トシヒロ 日本内科学会認定医

姓　井口 名　俊博 日本消化器内視鏡学会専門医

ﾌﾘｶﾞﾅ　ツツミ コウイチロウ

姓　堤 名　康一郎

ﾌﾘｶﾞﾅ　コウノ ヨシヤス

姓　河野 名　吉泰

ﾌﾘｶﾞﾅ　タケウチ ヤスト

姓　竹内 名　康人

ﾌﾘｶﾞﾅ　アコウ ソウイチロウ

姓 　赤穂 名　宗一郎

ﾌﾘｶﾞﾅ　ワダ　　　　ノゾム

姓　和田 名　望

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤマサキヤスシ

姓　山崎 名　泰史

同上

消化器内科
ﾌﾘｶﾞﾅ　オオニシ　ヒデキ

岡山大学病院 講師 23 ×
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　がん
治療認定医 同上

消化器内科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ヒラオカ　サキコ

岡山大学病院 准教授 25 ×
日本内科学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会指導医

同上

消化器内科 岡山大学病院 助教 20 ○
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　第11回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習
会修了

同上 4

消化器内科 岡山大学病院 講師 22 ×
日本内科学会認定医　日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会指導医/専門医

同上

消化器内科 岡山大学病院 助教 18 ○
内科認定医　肝臓専門医　消化器病専門医　消化器内視鏡専門医　第9回岡山
大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

消化器内科 岡山大学病院 助教 19 ×
日本内科学会認定医
日本消化器内視鏡学会指導医/専門医
日本消化器病学会専門医

同上 4

消化器内科 岡山大学病院 助教 16 ○
日本内科学会認定医
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、がん薬物
療法専門医、令和元年度岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

消化器内科 岡山大学病院 助教 17 ○
日本内科学会認定医  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
日本消化器病学会専門医、平成３０年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講

同上

光学医療診
療部

岡山大学病院 助教 15 ○
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

同上 4

光学医療診
療部

岡山大学病院 助教 15 ×
日本内科学会認定医　日本消化器内視鏡学会指導医
日本消化器病学会専門医　がん治療認定医

同上

消化器内科 岡山大学病院 助教 14 × 同上

消化器内科 岡山大学病院 助教 16 ×
日本内科学会専門医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本消化器病学会専門医

同上

消化器内科 岡山大学病院 助教 13 × 日本消化器病学会専門医　日本消化器内視鏡学会専門医 同上

消化器内科 岡山大学病院 助教 18 × 日本消化器病学会専門医　日本消化器内視鏡学会専門医

同上

消化器内科・
総合内科

岡山大学病院 助教 12 ×
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

同上

新医療研究
開発センター

岡山大学病院 助教 15 × 肝臓専門医   日本消化器病学会専門医

同上

消化器内科 岡山大学病院 助教 13 ×
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

同上

消化器内科 岡山大学病院 医員 13 × 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



ﾌﾘｶﾞﾅ　アベ マコト

姓 　安部 名　真

ﾌﾘｶﾞﾅ　サカエ ヒロユキ

姓 　榮 名　浩行

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハマダ ケンタ

姓 　濱田 名　健太

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤマザキタツヒロ

姓 　山崎 名　辰洋

ﾌﾘｶﾞﾅ　アダチタクヤ

姓 　足立 名　卓哉

ﾌﾘｶﾞﾅオオヤマアツシ

姓 　大山 名　淳史

姓　木浦 名　勝行

姓　堀田 名　勝幸

姓　宮原 名　信明

姓　前田 名　嘉信

姓　松岡 名　賢市

姓　大橋 名　圭明

姓　西森 名　久和

姓　二宮 名　崇

ﾌﾘｶﾞﾅ 　イチハラ　エイキ

姓　市原 名　英基

同上

消化器内科・
総合内科

岡山大学病院 助教 11 ×
日本内科学会認定医　日本消化器病学会専門医   日本消化器内視鏡学会専門
医

同上

消化器内科・
総合内科

岡山大学病院 助教 12 × 日本内科学会認定医  日本消化器内視鏡学会専門医

同上

消化器内科 岡山大学病院 医員 11 × 日本消化器病学会専門医　日本消化器内視鏡学会専門医 同上

消化器内科 岡山大学病院 医員 11 × 日本消化器病学会専門医　 日本消化器内視鏡学会専門医

同上

消化器内科 岡山大学病院 医員 9 × 日本内科学会認定医　日本消化器病学会専門医 同上

消化器内科 岡山大学病院 医員 11 ×
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

同上 4

呼吸器・アレ
ルギー内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ホッタ　カツユキ

岡山大学病院 教授 25 ×
日本内科学会認定医・専門医
日本臨床腫瘍学会・専門医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

同上

呼吸器・アレ
ルギー内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｷｳﾗ  ｶﾂﾕｷ
岡山大学病院 教授 36 ○

日本内科学会認定医・指導医
日本呼吸器学会専門医
第1回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会受講済

同上 4

血液・腫瘍内
科

ﾌﾘｶﾞ 　マエダ　     ヨシノブ

岡山大学病院 教授 27 ○
日本内科学会認定医・指導医
日本血液学会専門医・指導医

同上 4

呼吸器・アレ
ルギー内科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ミヤハラ　　ノブアキ

岡山大学病院 教授 31 ○

日本内科学会認定医・指導医・総合内科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　日本
呼吸器学会専門医・指導医
日本アレルギー学会専門医・指導医　呼吸器内視鏡学会専門医　　　　　　　日本
呼吸器内視鏡学会専門医・指導医
第５回岡山大学卒後臨床研修指導医養成講習会受講済

同上 4

呼吸器・アレ
ルギー内科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　オオハシ　カドアキ　

岡山大学病院 講師 19 ○
日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会専門医・指導医
第10回岡山大学卒後臨床研修指導医養成講習会受講済

同上 4

血液・腫瘍内
科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　マツオカ　ケンイチ　

岡山大学病院 准教授 20 ○
日本内科学会認定医・指導医
日本血液学会専門医・指導医
第3回岡山大学卒後臨床研修指導医養成講習会受講済

同上 4

呼吸器・アレ
ルギー内科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ニノミヤ　タカシ

保健管理センター所属 助教 16 ×
日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会専門医
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医

同上

血液・腫瘍内
科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ニシモリ　ヒサカズ　

岡山大学病院 助教 19 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本血液学会専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導医
平成３０年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会

同上 4
呼吸器・アレ
ルギー内科

岡山大学病院 講師 19 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医
日本緩和医療学会緩和医療専門医
令和元年第12回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会



ﾌﾘｶﾞﾅ 　ライ　カンメイ

姓　頼 名　冠名

姓　淺田 名　騰

姓　加藤 名　有加

姓　二宮 名　貴一朗

姓　久保 名　寿夫

ﾌﾘｶﾞﾅ　フジイ　ノブハル

姓　藤井 名　伸治

姓　和田 名　淳

姓　喜多村 名　真治

姓　江口 名　潤

姓　中司 名　敦子

姓　松本 名　佳則

姓　四方 名　賢一

姓　宮本 名　聡

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｽｷﾞﾔﾏ　ﾋﾄｼ

姓　杉山 名　斉

院内がん登
録室

岡山大学病院 助教 19 ○

日本内科学会認定医・指導医、総合内科専門医
認定病院総合診療医
日本呼吸器学会専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医

同上 4

同上

呼吸器・アレ
ルギー内科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　カトウ　ユカ

岡山大学病院 助教 15 ×
日本内科学会認定医
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医
日本がん治療認定機構がん治療認定医・指導責任者

同上

血液・腫瘍内
科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　アサダ　ノボル

岡山大学病院 助教 16 ×
日本内科学会認定医

輸血部 岡山大学病院 講師 ○

日本内科学会認定医
日本血液学会専門医
日本輸血・細胞治療学会認定医
第２回岡山大学卒後臨床研修指導医養成講習会受講済

腫瘍センター
ﾌﾘｶﾞﾅ 　クボ　トシオ

岡山大学病院 助教 ○
日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導医

呼吸器・アレ
ルギー内科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ニノミヤ　キイチロウ

岡山大学病院 助教 11 ×
日本内科学会総合内科専門医
日本呼吸器学会専門医
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医

25

同上 4

腎・免疫・内分泌代謝内科学

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｷﾀﾑﾗ　　ｼﾝｼﾞ
岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内
分泌内科

講師 22 ○

内科学会認定医・専門医・指導医・JMEECｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、医師会認定産業医、腎臓
学会専門医・指導医、透析医学会専門医・指導医、再生医療学会認定医、第9回
岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了、日本救急医学会ICLS・
BLSｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

同上 4

腎・免疫・内分泌代謝内科学

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾜﾀﾞ　ｼﾞｭﾝ

岡山大学大学院医歯薬学総合研
究科　腎免疫内分泌代謝内科学

教授 31 ○

内科学会認定医・専門医・指導医
腎臓学会専門医・指導医
糖尿病学会専門医・指導医
第1回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会受講済  肥満学会専門医・
指導医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ナカツカ　アツコ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
講師 21 ×

内科学会認定医、指導医、透析医学会専門医、腎臓学会専門医・指導医、糖尿
病学会専門医・指導医、総合内科専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　エグチ　ジュン 岡山大学大学院医歯薬学総合研

究科　腎免疫内分泌代謝内科学
准教授 21 ×

内科学会認定医・専門医・指導医、糖尿病学会専門医、動脈硬化学会専門医、
医師会認定産業医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｼｶﾀ　ｹﾝｲﾁ 岡山大学病院　新医療研究開発セ

ンター
教授 34 × 内科学会認定医･指導医、糖尿病学会専門医･指導医、NSTコーディネーター 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾏﾂﾓﾄ　ﾖｼﾉﾘ 岡山大学大学院医歯薬学総合研

究科　腎免疫内分泌代謝内科学
助教 16 × 内科学会認定医、リウマチ学会専門医・指導医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
血液浄化療法人材育成システム
開発学講座

教授 30 ×
内科認定医・専門医･指導医、腎臓学会専門医･指導医、透析医学会専門医･指
導医、リウマチ学会専門医、2000年岡山大学医学部 医学教育ワークショップ修
了

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ミヤモト　サトシ 岡山大学病院　新医療研究開発セ

ンター
助教 18 × 内科学会認定医・糖尿病学会専門医

18

4

4

同上

同上

同上



姓　大髙 名　望

姓　内田 名　治仁

姓　木野村 名　賢

姓　田邊 名　克幸

姓　稲垣 名　兼一

姓　当真 名　貴志雄

姓　原 名　孝行

姓　小松原 名　基志

姓　森永 名　裕士

姓　片山 名　晶博

姓　辻 名　憲二

姓　樋口 名　千草

姓　森本 名　栄作

姓　大橋 名　敬司

姓　川北 名　智英子

姓　加納 名　弓月

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｳﾁﾀﾞ　ﾊﾙﾋﾄ CKD・CVD地域連携包括医療学講

座
教授 20 ×

内科学会認定医・指導医、腎臓学会専門医・指導医、高血圧学会専門医・指導
医、脈管学会専門医、動脈硬化学会専門医・指導医、総合内科専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　オオタカ　ノゾム 血液浄化療法人材育成システム

開発学講座
助教 9 ×

同上 4

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　タナベ　カツユキ

岡山大学病院　血液浄化療法部 助教 17 ×
内科学会認定医・指導医、透析医学会専門医・指導医、腎臓学会専門医、総合
内科専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　キノムラ　マサル

岡山大学病院　血液浄化療法部 講師 19 ○
内科学会認定医・指導医、腎臓学会専門医・指導医、透析学会専門医・指導医、
日本医師会産業医、
VHJ機構指導医養成講座受講済、内科学会認定医

同上 4

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　トウマ　キシオ

岡山大学病院　内分泌センター 助教 15 × 内科学会認定医、内分泌代謝学会専門医 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｲﾅｶﾞｷ　ｹﾝｲﾁ

岡山大学病院　内分泌センター 准教授 23 ○
内科学会認定医・指導医、内分泌学会専門医・指導医、循環器学会専門医、日
本甲状腺学会専門医、平成３０年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習
会、総合内科専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　コマツバラ　モトシ

岡山大学病院　内分泌センター 医員 11 × 内科学会認定医、内分泌学会専門医

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ハラ　タカユキ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
助教 12 × 内科学会認定医、総合内科専門医、内分泌学会専門医

同上

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾀﾔﾏ　ｱｷﾋﾛ

岡山大学病院　糖尿病センター 助教 16 ○
内科学会認定医、糖尿病学会専門医、総合内科専門医、令和元年度第12回岡
山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾓﾘﾅｶﾞ　ﾋﾛｼ

岡山大学病院　医療情報部 助教 18 × 内科学会認定医･指導医、腎臓学会専門医・指導医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾋｸﾞﾁ      ﾁｸﾞｻ

岡山大学　保健管理センター 助教 14 × 糖尿病専門医、認定内科医、総合内科専門医 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾂｼﾞ      ｹﾝｼﾞ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
助教 14 × 腎臓専門医・指導医、内科学会認定医、透析専門医、総合内科専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｵｵﾊｼ      ｹｲｼﾞ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 11 ×  認定内科医、リウマチ専門医、総合内科専門医 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾓﾘﾓﾄ      ｴｲｻｸ

岡山大学病院　内分泌センター 医員 10 × 認定内科医、糖尿病専門医、腎臓専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾉｳ　ﾕﾂﾞｷ

岡山大学病院　血液浄化療法部 医員 9 × 腎臓専門医、透析専門医 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾜｷﾀ　ﾁｴｺ

岡山大学病院　血液浄化療法部 医員 9 × 内科学会認定医、総合内科専門医、腎臓学会専門医、透析医学会専門医



姓　森岡 名　朋代

姓　藤澤 名　諭

姓　西脇 名　麻里子

姓　和田 名　嵩平

姓　梅林 名　　亮子

姓　楢﨑 名　真理子

姓　越智 名　可奈子

姓　秋山 名　愛由

姓　西山 名　悠紀

姓　加藤 名　綾子

姓　髙杉 名　佳奈子

姓　神野 名　文香

姓　内山 名　奈津美

姓　勝山 名　隆行

姓　竹内 名　英実

姓　野島 名　一郎

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾌｼﾞｻﾜ　ｻﾄｼ

岡山大学病院　内分泌センター 医員 9 × 総合内科専門医、内分泌代謝科専門医、糖尿病専門医 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾓﾘｵｶ　ﾄﾓﾖ

岡山大学病院　血液浄化療法部 医員 8 ×  腎臓専門医、透析専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾜﾀﾞ　ﾀｶﾋﾗ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 8 × 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾆｼﾜｷ　ﾏﾘｺ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 9 ×

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾅﾗｻﾞｷ　ﾏﾘｺ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 15 × リウマチ専門医、内科学会認定医 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｳﾒﾊﾞﾔｼ　ﾘｮｳｺ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 15 × 内科学会認定医、腎臓学会専門医、総合内科専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｱｷﾔﾏ　ｱﾕ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 14 × 内科学会認定医、透析医学会専門医、腎臓学会専門医、総合内科専門医 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｵﾁ　ｶﾅｺ

医療教育センター 助教 14 × 内科学会認定医、内分泌学会専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾄｳ　ｱﾔｺ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 11 × 内科学会認定医 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾆｼﾔﾏ　ﾕｷ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 9 × 内分泌代謝科専門医

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾝﾉ　ｱﾔｶ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 9 × 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾀｶｽｷﾞ　ｶﾅｺ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 11 ×

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾂﾔﾏ　ﾀｶﾕｷ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
助教 13 × 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｳﾁﾔﾏ　ﾅﾂﾐ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 7 ×

同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾉｼﾞﾏ　ｲﾁﾛｳ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
助教 10 × 同上

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾀｹｳﾁ　ﾋﾃﾞﾐ 岡山大学大学院医歯薬学総合研

究科　腎免疫内分泌代謝内科学
助教 12 ×



姓　林 名　啓悟

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｲﾄｳ　ﾋﾛｼ

姓　伊藤 名　　浩

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾓﾘﾀ　ﾋﾛｼ

姓　森田 名　　宏

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾌﾐ

姓　中村 名　一文

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾆｼｲ　ﾉﾌﾞﾋﾛ

姓　西井 名　伸洋

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾐﾖｼ　ﾄｵﾙ

姓　三好 名　亨

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾀﾆﾔﾏ　ﾏｷｺ

姓　谷山 名　　真規子

姓　吉田 名　賢司

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾅｶｶﾞﾜ　ｺｳｼﾞ

姓　中川 名　　晃志

ﾌﾘｶﾞﾅ　アカギ　サトシ

姓　赤木 名　　達

ﾌﾘｶﾞﾅ　トウ　ノリヒサ

姓　杜 名　　徳尚

ﾌﾘｶﾞﾅ　スナミ　ハルキ

姓　角南 名　　春樹

ﾌﾘｶﾞﾅ　タカヤ　ヨウイチ

姓　高谷 名　　陽一

ﾌﾘｶﾞﾅ　ミヤモト　マサカズ

姓　宮本 名　　真和

ﾌﾘｶﾞﾅ　トダ　ヒロノブ

姓　戸田 名　　洋伸

ﾌﾘｶﾞﾅ　ミヨシ　アキヒト

姓　三好 名　　章仁

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヨシダ　マサトキ

姓　吉田 名　　雅言

腎・免疫・内分泌代謝内科学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾊﾔｼ　ｹｲｺﾞ 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内

分泌内科
医員 8 ×

同上

岡山大学病院 准教授 26 ○
循環器学会専門医 内科学会認定医　総合内科専門医
第10回岡山大学病院卒後臨床研修指導養成講習会修了

同上

岡山大学病院 教授 27 ○
循環器学会専門医 総合内科専門医　内科学会認定医
第７回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上

同上

岡山大学病院 講師 20 ○
循環器学会専門医 総合内科専門医　内科学会認定医
第11回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上

循環器内科 岡山大学病院 講師 22 ○
循環器学会専門医 内科学会認定医　総合内科専門医
第６回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上

岡山大学病院 講師 24 ○
循環器学会専門医 総合内科専門医　内科学会認定医、
平成３０年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会

同上

岡山大学病院 准教授 24 × 循環器学会専門医 内科学会認定医

岡山大学病院 医員 16 ×
認定内科医　総合内科専門医　循環器専門医　移植認定医　日本医師会認定産
業医

同上循環器内科

岡山大学病院 助教 19 × 総合内科専門医　循環器専門医　超音波専門医

同上

岡山大学病院 助教 19 × 循環器学会専門医 内科学会認定医　総合内科専門医 同上

岡山大学病院 講師 19 × 循環器学会専門医 内科学会認定医　総合内科専門医

同上

岡山大学病院 医員 15 × 循環器専門医　認定内科医　総合内科専門医 同上

岡山大学病院 助教 16 ×
循環器専門医　内科学会認定医　総合内科専門医

岡山大学病院 医員 15 ×
循環器学会専門医　内科学会認定医　総合内科専門医

同上

岡山大学病院 助教 15 ×
内科学会認定医

同上

岡山大学病院 医員 15 × 循環器学会専門医 総合内科専門医　内科学会認定医

循環器内科 同上

4

循環器内科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾖｼﾀﾞ　ﾏｻｼ

4

循環器内科

循環器内科

循環器内科

同上

循環器内科 4

循環器内科 4

循環器内科

循環器内科 4

循環器内科 岡山大学病院 教授 37 × 循環器学会専門医 日本内科学会認定　日本超音波医学会認定指導医

同上

循環器内科

循環器内科

循環器内科

循環器内科



ﾌﾘｶﾞﾅ　アサダ　サオリ

姓　浅田 名　　早央莉

ﾌﾘｶﾞﾅ　エジリ　ケンタロウ

姓　江尻 名　　健太郎

ﾌﾘｶﾞﾅ　ミキ　タカシ

姓　三木 名　　崇史

ﾌﾘｶﾞﾅ　オグラ　ソウチロウ

姓　小倉 名　　聡一郎

ﾌﾘｶﾞﾅ　ナカヤマ　リエ

姓　中山 名　　理絵

ﾌﾘｶﾞﾅ　マスダ　タクロウ

姓　増田 名　　拓郎

ﾌﾘｶﾞﾅ　アミオカ　ナオフミ

姓　網岡 名　　尚史

ﾌﾘｶﾞﾅ　マツオ　ナオアキ

姓　松尾 名　　直昭

ﾌﾘｶﾞﾅ　フジモト　リョウヘイ

姓　藤本 名　　竜平

ﾌﾘｶﾞﾅ　ウラベ　チカラ

姓　卜部 名　　力

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヨコハマ　フミ

姓　横濱 名　　ふみ

ﾌﾘｶﾞﾅ　ニシモト　タカシ

姓　西本 名　　隆史

ﾌﾘｶﾞﾅ　イワサキ　ケイイチロウ

姓　岩崎 名　　慶一朗

ﾌﾘｶﾞﾅ　ナンバ　ユウスケ

姓　難波 名　　悠介

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｱﾍﾞ　ｺｳｼﾞ

姓　阿部 名　康二

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤマシタ　トオル

姓　山下 名　徹

ﾌﾘｶﾞﾅ　　ヒシカワ　ノゾミ

姓　菱川 名　望

岡山大学病院 医員 11 × 　循環器内科

同上

岡山大学病院 医員 11 ×
認定内科医　総合内科専門医　循環器専門医、平成３０年度岡山県医師会臨床
研修指導医養成講習会

岡山大学病院 医員 12 × 内科学会認定医、総合内科専門医　循環器専門医

循環器内科

同上

岡山大学病院 医員 10 × 内科学会認定医

同上

岡山大学病院 医員 10 ×
総合内科専門医　循環器専門医　内科学会認定医
第10回岡山大学病院卒後臨床研修指導養成講習会修了

同上

岡山大学病院 医員 11 × 認定内科医

9 × 循環器専門医　認定内科医

岡山大学病院 医員 9 × 内科学会認定医

岡山大学病院 医員 9 × 内科学会認定医循環器内科

岡山大学病院 医員 10 × 救急科専門医、認定内科医

循環器内科

循環器内科

循環器内科

同上

岡山大学病院 助教 13 ×
循環器専門医　内科学会認定医　総合内科専門医

同上

岡山大学病院 医員 13 × 認定内科医　総合内科専門医　循環器専門医

循環器内科

循環器内科

循環器内科

循環器内科

循環器内科

循環器内科

循環器内科

循環器内科

岡山大学病院 医員 8 × 内科学会認定医

岡山大学病院 医員 8 × 内科学会認定医、総合内科専門医　循環器専門医

岡山大学病院 医員

同上

神経内科 岡山大学病院 講師 18 ○
日本神経学会専門医、 日本内科学会認定内科医、　日本内科学会総合内科専
門医、第８回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

神経内科 岡山大学病院 科長・教授 38 ×
日本神経学会専門医 日本内科学会認定内科医 日本脳卒中学会専門医　日本
認知症学会専門医

同上 4神経内科 岡山大学病院 助教 27 ○
日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門医、日本認知症学会専
門医

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上



ﾌﾘｶﾞﾅ　タケモト　マミ

姓　武本 名　麻美

ﾌﾘｶﾞﾅ　オモテ ﾖｼｵ

姓　表 名　芳夫

ﾌﾘｶﾞﾅ　　カワハラ　ユウコ

姓　河原 名　由子

ﾌﾘｶﾞﾅ　マツオカ　　ジュンジ

姓　松岡 名　順治

ﾌﾘｶﾞﾅ  　ヤギ　　タカヒト

姓　八木 名　孝仁

ﾌﾘｶﾞﾅ 　フジワラ 　　トシヨシ

姓　藤原 名　俊義

姓　白川 名　靖博

ﾌﾘｶﾞﾅ 　カガワ　　シュンスケ

姓　香川 名　俊輔

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ニシザキ  マサヒコ

姓　西﨑 名　正彦

神経内科 岡山大学病院 助教 23 × 日本外科学会認定医、日本医師会認定産業医 同上

同上

神経内科 岡山大学病院 医員 11 × 日本神経学会専門医、日本内科学会認定内科医 同上

神経内科 岡山大学病院 助教 14 ×
日本神経学会専門医、日本内科学会認定内科医、日本てんかん学会てんかん
専門医

准教授 28 ○

がん治療認定医
日本消化器内視鏡学会指導医・専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本外科学会指導医・外科専門医
日本食道学会食道外科専門医・食道科認定医
日本内視鏡外科学会技術認定医
第9回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

科長（教授） 34 ×

日本外科学会指導医・外科専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
がん治療認定医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

同上

4

科長（教授） 36 × （日本外科学会認定医） 同上

教授

科長

40 ○

日本外科学会指導医・外科専門医
日本消化器外科学会指導医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本乳癌学会乳腺専門医
ＩＣＤ認定医
がん治療認定医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
日本緩和医療学会暫定指導医
第1回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上

4

講師 26 ○

日本外科学会指導医・外科専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本内視鏡外科学会技術認定医
がん治療認定医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
平成20年度広島市民病院臨床研修指導医養成講習会終了

同上 4

准教授 27 ○

日本外科学会指導医・外科専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
がん治療認定医
第6回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上

乳腺・内分泌外科

岡山大学大学院保健学研究科
看護学分野　臨床応用看護学領
域

岡山大学病院（緩和支持医療科）

肝・胆・膵外科 岡山大学病院

消化管外科 岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　シラカワ　　ヤスヒロ

岡山大学病院

消化管外科 岡山大学病院

消化管外科 岡山大学病院



姓　寺石 名　文則

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ウメダ　ユウゾウ

姓　楳田 名　祐三

姓　野間 名　和広

姓　吉田 名　龍一

姓　岩本 名　高行

姓　黒田 名　新士

姓　田辺 名　俊介

同上 4

講師 20 ○

日本外科学会外科指導医・専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
がん治療認定医
日本移植学会移植認定医
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医
第6回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

講師 23 ○

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本大腸肛門病学会指導医・専門医
日本消化器内視鏡学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がん治療認定
医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本消化器外科学会消化器
がん外科治療認定医　　　　　　　　　第7回高知大学病院卒後臨床研修指導医養
成講習会修了

同上 4

助教 17 ○

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
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医
がん治療認定医
第3回岡山大学医学部医学科外科系医師のための指導者養成講習会修了

同上 4

助教 18 ○
日本外科学会外科専門医
日本乳癌学会専門医
第3回岡山大学医学部医学科外科系医師のための指導者養成講習会修了

同上 4

助教 19 ○

日本外科学会外科指導医･専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
がん治療認定医
日本移植学会移植認定医
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医
第10回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

助教 19 ○

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本食道学会食道外科専門医・食道科認定医
がん治療認定医
日本内視鏡外科学会技術認定医
第6回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4助教 17 ○

日本外科学会外科専門医
日本食道学会食道外科専門医・食道科認定医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
がん治療認定医
日本内視鏡外科学会技術認定医
ICD認定医
日本静脈経腸栄養学会認定医
第10回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了
日本消化器外科学会指導医

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ノマ　　カズヒロ

岡山大学病院

肝・胆・膵外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ヨシダ　　リュウイチ

岡山大学病院

乳腺・内分泌外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　イワモト　　タカユキ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　テライシ　　フミノリ

岡山大学病院

肝・胆・膵外科 岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　クロダ　シンジ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　タナベ　　シュンスケ

岡山大学病院



姓　近藤 名　喜太

姓　重安 名　邦俊

姓　杭瀬 名　崇

姓　矢野 名　修也

姓　菊地 名　覚次

同上

助教 16 ×

日本外科学会外科専門医
がん治療認定医
日本移植学会移植認定医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医

同上

助教 16 ×

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会指導医・専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
がん治療認定医
日本乳癌学会認定医
日本遺伝性腫瘍学会　遺伝性腫瘍専門医

助教 17 ○
日本外科学会外科専門医
日本内視鏡外科学会技術認定医
第7回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

4助教 16 ○

日本外科学会外科専門医
がん治療認定医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
第3回岡山大学医学部医学科外科系医師のための指導者養成講習会修了

同上

助教 18 ○

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
平成３０年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会

2.4同上

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　シゲヤス　クニトシ

岡山大学病院

肝・胆・膵外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　クイセ　　　タカシ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ヤノ　　　シュウヤ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　コンドウ　ヨシタカ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　キクチ　サトル

岡山大学病院



姓　前田 名　直見

姓　吉田 名　一博

姓　安井 名　和也

姓　高木 名　弘誠

姓　荒木 名　宏之

姓　垣内 名　慶彦

姓　武田 名　正

姓　國友 名　知義

姓　谷 名　悠真

助教 15 ○

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
日本食道学会食道科認定医・専門医
第7回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了
日本消化器外科学会指導医

4同上

同上

医員 12 × 同上

医員 13 ×

日本外科学会外科専門医
日本肝臓学会肝臓専門医
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医
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
日本移植学会移植認定医
日本がん治療認定医
Robo Doc certificate（国内B）

同上

医員 13 × 日本外科学会外科専門医 同上

助教 15 ×

日本外科学会外科専門医
がん治療認定医
日本酒下記外科学会専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

同上

医員 8 × 日本外科学会外科専門医

同上

医員 11 ×

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器外科学会がん外科治療認定医
がん治療認定機構がん治療認定医
検診マンモグラフィー読影認定医
日本医師会認定産業医

同上

医員 11 ×

日本外科学会外科専門医
消化器外科専門医
消化器がん外科治療認定医
がん治療認定医

同上

医員 8 ×

肝・胆・膵外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ヤスイ　　カズヤ

岡山大学病院

肝・胆・膵外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　タカギ　　コウセイ

岡山大学病院

肝・胆・膵外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　アラキ　　ヒロユキ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　マエダ　ナオアキ

岡山大学病院

肝・胆・膵外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ヨシダ　　カズヒロ

岡山大学病院

肝・胆・膵外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　タニ　ユウマ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　カキウチ　ヨシヒコ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　タケダ　ショウ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　クニトモ　トモヨシ

岡山大学病院



姓　濱田 名　侑紀

姓　光井 名　恵麻

ﾌﾘｶﾞﾅ  　ノダ　　　タクオ

姓　野田 卓男

ﾌﾘｶﾞﾅ  　ノウソ　　　ヒロシ

姓　納所 洋

ﾌﾘｶﾞﾅ  　タニモト　　　テルタカ

姓　谷本 名　光隆

ﾌﾘｶﾞﾅ  トヨオカ　シンイチ

姓　豊岡 名　伸一

ﾌﾘｶﾞﾅ 　 ドイハラ　ヒロヨシ

姓　土井原 名　博義

ﾌﾘｶﾞﾅ   ヤマネ　マサオミ

姓　山根 名　正修

ﾌﾘｶﾞﾅ　　ﾀｲﾗ　　ﾅﾙﾄ

姓　　平 名　成人

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｼｴﾝ　　　　ﾀﾀﾞﾋｺ

姓　枝園 名　忠彦

ﾌﾘｶﾞﾅ スギモト　セイイチロウ

姓　杉本 名　誠一郎

姓　岡崎 名　幹生

同上

医員 7 × 同上

医員 8 × 日本外科学会外科専門医消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ハマダ　ユウキ

岡山大学病院

消化管外科

ﾌﾘｶﾞﾅ 　ミツイ　エマ

岡山大学病院

同上 4

小児外科 岡山大学病院 助教 15 ○

日本外科学会 外科専門医
日本小児外科学会 小児外科専門医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
第7回川崎医科大学附属病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

小児外科 岡山大学病院 科長（教授） 35 ○

日本外科学会指導医・外科専門医
日本小児外科学会指導医・専門医、
日本小児泌尿器科学会認定医、
日本小児血液・がん学会　小児がん認定外科医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
第5回香川大学医学部附属病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了（H18年8
月 第061026号）

同上 4

呼吸器外科 岡山大学病院 教授 26 ○

日本呼吸器外科学会専門医
日本外科学会認定医
日本外科学会専門医　　平成28年度　岡山大学病院　卒後臨床教育ワークショッ
プ修了

同上 4

小児外科 岡山大学病院 助教 15 ○
日本外科学会外科専門医
平成３０年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会

同上 4

呼吸器外科 岡山大学病院 准教授 24 ○
呼吸器外科専門医
日本外科学会専門医　　第111回全国自治体指導者養成講習会

同上 4

乳腺・内分泌
外科

岡山大学病院 教授 37 ○
日本外科学会指導医・専門医
日本乳癌学会指導医・専門医・認定医   内分泌・甲状腺外科専門医
第３回岡山大学医学部附属病院　卒後臨床教育ワークショップ修了

同上

乳腺・内分泌
外科

岡山大学病院 講師 20 ○
日本外科学会専門医
日本乳癌学会専門医 内分泌外科専門医　家族性腫瘍専門医 同上 4

乳腺・内分泌
外科

岡山大学病院 准教授 26 ×
日本外科学会専門医
日本乳癌学会専門医

同上 4

呼吸器外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　オカザキ　ミキオ

岡山大学病院 講師 20 ○
日本外科学会専門医　　　呼吸器外科専門医　　　　　　岡山大学医学部医学科
第1回外科系医師のための指導者養成講習会

同上 4

呼吸器外科 岡山大学病院 准教授 22 ○
呼吸器外科専門医
日本外科学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大
学医学部医学科第1回外科系医師のための指導者養成講習会（H26.6.21-22)



姓　山本 名　寛斉

姓 大谷 名　真二

姓 三好 名　健太郎

姓 諏澤 名　憲

姓 塩谷 名　俊雄

姓 富岡 名　泰章

姓 梶原 名　友紀子

ﾌﾘｶﾞﾅ　カサハラシンゴ

姓　笠原 名　真悟

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヒロタ　マサノリ

姓　廣田 名　真規

ﾌﾘｶﾞﾅ　クロコ　ヨウスケ

姓　黒子 名　洋介

姓 　藤井 名　泰宏

ﾌﾘｶﾞﾅ　スエザワ　タカノリ

姓　末澤 名　孝徳

ﾌﾘｶﾞﾅ　コタニ　ヤスヒロ

姓　小谷 名　恭弘

ﾌﾘｶﾞﾅ　カワバタ　タクヤ

姓　川畑 名　拓也

姓　那須 名  保友

ﾌﾘｶﾞﾅ　　ワタナベ　トヨヒコ

姓　渡邉 名　豊彦

ﾌﾘｶﾞﾅ　　ワタナベ　マサミ

姓　渡部 名　　昌実

同上

呼吸器外科
フリガナ　オオタニ　シンジ

岡山大学病院 助教 18 ○
日本外科学会専門医　　　呼吸器外科専門医　　第二回岡山大学医学部医学科
外科系医師のための指導者養成講習会（2015.6.27-28）

同上 4

呼吸器外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤマモト　ヒロマサ

岡山大学病院 助教 19 × 日本外科学会専門医　　　呼吸器外科専門医

同上 4

呼吸器外科
フリガナ　スザワ　ケン

岡山大学病院 助教 15 × 日本外科学会専門医 同上

呼吸器外科
フリガナ　ミヨシ　ケンタロウ

岡山大学病院 助教 17 ○ 日本外科学会専門医　　　呼吸器外科専門医

同上

呼吸器外科
フリガナ　トミオカ　ヤスアキ

岡山大学病院 助教 8 × 日本外科学会専門医 同上

呼吸器外科
フリガナ　シオタニ　トシオ

岡山大学病院 助教 9 × 日本外科学会専門医

同上

心臓血管外
科

岡山大学病院 教授 30 ×
日本外科学会認定医、日本胸部外科学会認定医、気管支鏡学会認定医
成人先天性心疾患専門医・指導医

同上

乳腺・内分泌
外科

フリガナ　カジワラ　ユキコ
岡山大学病院 助教 9 × 日本外科学会専門医

同上

心臓血管外科 岡山大学病院 助教 20 × 循環器専門医、日本外科学会専門医、心臓血管外科専門医 同上

心臓血管外
科

岡山大学病院 助教 24 × 日本外科学会専門医、心臓血管外科専門医

同上

心臓血管外
科

岡山大学病院 准教授 20 ○
日本外科学会専門医、循環器専門医、心臓血管外科専門医、日本外科学会指
導医、日本心臓血管外科学会指導医、令和元年度第12回岡山大学病院卒後臨
床研修指導医養成講習会修了

心臓血管外
科

岡山大学病院 講師 23 × 日本外科学会専門医、　心臓血管外科専門医

心臓血管外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　フジイ　ヤスヒロ

岡山大学病院 助教 18 ×
日本外科学会専門医、循環器専門医、心臓血管外科専門医、日本外科学会指
導医、日本心臓血管外科学会指導医

同上

同上

4

同上

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　ナス　ヤストモ

岡山大学病院 教授 38 × 泌尿器科指導医、専門医 同上

心臓血管外
科

岡山大学病院 助教 20 × 日本外科学会専門医、　心臓血管外科専門医

同上

泌尿器科 岡山大学病院 教授 23 × 泌尿器科指導医、専門医 同上

泌尿器科 岡山大学病院 准教授 28 × 泌尿器科指導医、専門医



ﾌﾘｶﾞﾅ　　イシイ　アヤノ

姓　石井 名　亜矢乃

姓　小林 名　泰之

姓　荒木 名　元朗

姓　枝村 名　康平

姓　佐古 名　智子

姓　高本 名　篤

姓　西村 名　慎吾

姓　岩田 名　健宏

姓　片山 名　聡

姓　定平 名　卓也

姓　窪田 名　理沙

泌尿器科 ﾌﾘｶﾞﾅ　　オオイワ　ユウコ

姓　大岩 名　裕子

泌尿器科 ﾌﾘｶﾞﾅ　　トミナガ　ユウスケ

姓　富永 名　悠介

姓　光井 名　洋介

ﾌﾘｶﾞﾅ　オザキ　トシフミ

姓　尾﨑 名　敏文

姓　西田 名　圭一郎

ﾌﾘｶﾞﾅ　フルマツ　タカユキ

姓　古松 名　毅之

姓　三澤 名　治夫

同上

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　コバヤシ　ヤスユキ

岡山大学病院 講師 22 × 泌尿器科指導医、専門医 同上

泌尿器科 岡山大学病院 准教授 24 × 泌尿器科指導医、専門医

同上

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　エダムラ　コウヘイ　

岡山大学病院 助教 18 ×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泌尿
器科指導医、専門医 同上

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　アラキ　モトオ

岡山大学病院 講師 21 × 泌尿器科指導医、専門医

同上 4

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　タカモト　アツシ

岡山大学病院 助教 15 × 泌尿器科指導医、専門医 同上

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　サコ　トモコ　　

岡山大学病院 助教 16 ○
泌尿器科指導医、専門医
日本医師会「指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」（岡山県医師会主催）終了

同上 4

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　イワタ　タケヒロ

岡山大学病院 助教 9 × 泌尿器科専門医 同上

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　ニシムラ　　シンゴ

岡山大学病院 助教 13 ○
泌尿器科指導医、専門医
第１１回名大ネットワーク指導医講習会修了

同上

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　サダヒラ　タクヤ

岡山大学病院 助教 9 × 泌尿器科専門医 同上

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　カタヤマ　サトシ

岡山大学病院 医員 9 × 泌尿器科専門医

同上

岡山大学病院 医員 × 泌尿器科専門医

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　クボタ　リサ

岡山大学病院 医員 9 × 泌尿器科専門医

同上9

同上

整形外科 岡山大学病院 科長(教授) 32 ○

日本整形外科学会専門医、 日本リハビリテーション医学会専門医、ICD制度協議会インフェ
クションコントロールドクター、日本整形外科学会脊椎脊髄病医、第１５回久留米大学病院
臨床研修指導医講習会修了、平成２３年度プログラム責任者養成講習会修了（臨床研修協
議会主催）

同上 4

岡山大学病院 医員 × 泌尿器科専門医

泌尿器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　ミツイ　ヨウスケ

岡山大学病院 医員 7 × 泌尿器科専門医

同上9

同上 4

整形外科 岡山大学病院 講師 21 ○ 日本整形外科学会専門医、日本体育協会スポーツ医 同上 4

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ニシダケイイチロウ

岡山大学病院 准教授 28 ○
日本整形外科学会専門医、日本リウマチ学会専門医、日本リウマチ学会指導医、日本手外
科学会専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病医

同上 4整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ミサワ　ハルオ

岡山大学病院 助教 18 ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本
整形外科学会専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病医、日本脊椎脊髄病学会
脊椎脊髄外科指導医、第１１回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会
修了



姓　那須 名　義久

姓　鉄永 名　智紀

姓　中原 名　龍一

姓　雜賀 名　建多

姓　齋藤 名　太一

姓　鉄永 名　倫子

姓　小田 名　孔明

ﾌﾘｶﾞﾅ　ノダ　トモユキ

姓　野田 名　知之

ﾌﾘｶﾞﾅ　ナカダ　エイジ

姓　中田 名　英二

姓　國定 名　俊之

姓　山田 名　和希

ﾌﾘｶﾞﾅ　シマムラ　ヤスノリ

姓　島村 名　安則

姓　長谷井 名　嬢

姓　宮澤 名　慎一

姓　山根 名　健太郎

ﾌﾘｶﾞﾅ  キマタ　　　ヨシヒロﾖｼﾋﾛ

姓　木股 名　敬裕

ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾅﾝﾊﾞ　　　　ﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

姓　難波 名　祐三郎

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ナス　ヨシヒサ

岡山大学病院 助教 16 × 日本整形外科学会専門医、日本リウマチ学会専門医 同上

同上 4

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ナカハラ　リュウイチ

岡山大学病院 助教 17 × 日本整形外科学会専門医 同上

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　テツナガ　トモノリ

岡山大学病院 助教 16 ○ 日本整形外科学会専門医、日本リウマチ学会専門医

同上 4

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　サイトウ　タイチ

岡山大学病院 助教 14 × 日本整形外科学会専門医 同上

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　サイガ　ケンタ

岡山大学病院 助教 16 ○ 日本整形外科学会専門医、日本体育協会スポーツ医

同上 4

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　オダ　ヨシアキ

岡山大学病院 医員 11 ×
日本整形外科学会専門医、日本リウマチ学会専門医、日本リハビリテーション医
学会専門医、日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医、日本整形外科学会脊
椎脊髄病医

同上

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　テツナガ　トモコ

岡山大学病院 助教 16 ○ 日本整形外科学会専門医

同上 4

整形外科 岡山大学病院 講師 20 ○
日本整形外科学会専門医、日本がん治療認定医、第１１回岡山大学病院卒後臨
床研修指導医養成講習会修了

同上 4

整形外科 岡山大学病院 教授 27 ○
日本整形外科学会専門医、日本リハビリテーション学会専門医、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リウマチ医　第８回岡山大学病院卒後臨床研修指導医

養成講習会修了

同上 4

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤマダ　カズキ

岡山大学病院 助教 11 × 日本整形外科学会専門医 同上

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　クニサダ　トシユキ

岡山大学病院 准教授 27 ○ 日本整形外科学会専門医、日本リハビリテーション医学会専門医

同上

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ハセイ　ジョウ

岡山大学病院 助教 12 × 日本整形外科学会専門医 同上

整形外科 岡山大学病院 准教授 22 × 日本整形外科学会専門医、日本体育協会スポーツ医

同上 4

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤマネ　ケンタロウ

岡山大学病院 助教 13 × 日本整形外科学会専門医 同上

整形外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ミヤザワ　シンイチ

岡山大学病院 准教授 19 ○ 日本整形外科学会専門医、日本体育協会スポーツ医

同上

形成外科 岡山大学病院 教授 32 × 日本形成外科学会専門医 同上

形成外科 岡山大学病院 教授 35 × 日本形成外科学会専門医



ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖｼ

姓　山田 名　潔

ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾄｸﾔﾏ ｴｲｼﾞﾛｳ

姓　徳山 名　英二郎

ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

姓　松本 洋

ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ

姓　渡部 名　聡子

ﾌﾘｶﾞﾅ  ワタナベ トシユキ

姓　渡邊 名　敏之

ﾌﾘｶﾞﾅ  サイガ ミホ

姓　雑賀 美帆

セノオ タカヤ

姓　妹尾 貴矢

ナカギリ リョウコ

中桐 僚子

ﾌﾘｶﾞﾅ  モリザネ　シン

姓  森実 名  真

ﾌﾘｶﾞﾅ  ヤマサキ　オサム

姓  山崎 名  修

ﾌﾘｶﾞﾅ   ヒライ　ヨウジ

姓  平井 名  陽至

ﾌﾘｶﾞﾅ  ミヤケ　トモコ

姓  三宅 名  智子

皮膚科 ﾌﾘｶﾞﾅ  カジタ　アイ

姓  梶田 名  藍

皮膚科 ﾌﾘｶﾞﾅ  ヨコヤマ　エミ

姓  横山 名  恵美

姓　白神 名　史雄

姓　森實 名　祐基

姓　木村 名　修平

同上 4

4

同上

同上

4

同上 4

形成外科 岡山大学病院 助教 18 × 日本形成外科学会専門医 同上

形成外科 岡山大学病院 准教授 22 ○
日本形成外科学会専門医、第２回岡山大学医学部医学科臨床指導者講習会修
了

同上

形成外科 岡山大学病院 助教 17 ○
日本形成外科学会専門医、第9回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習
会修了

同上 4

形成外科 岡山大学病院 助教 17 × 日本形成外科学会専門医

同上

形成外科 岡山大学病院 医員 16 × 日本形成外科学会専門医 同上

形成外科 岡山大学病院 助教 17 × 日本形成外科学会専門医

同上

形成外科 岡山大学病院 医員 14 × 日本形成外科学会専門医 同上

形成外科 岡山大学病院 助教 14 × 日本形成外科学会専門医

皮膚科 岡山大学病院 准教授 27 ○ 皮膚科専門医、平成２０年度中国四国ブロック臨床研修指導医養成研修会修了 同上

皮膚科 岡山大学病院 教授 19 ○ 皮膚科専門医、H30.3.4臨床研修指導医講習会受講済

岡山大学病院 助教 × 皮膚科専門医

岡山大学病院 助教 × 皮膚科専門医

同上

皮膚科 岡山大学病院 助教 13 × 皮膚科専門医 同上

皮膚科 岡山大学病院 助教 14 × 皮膚科専門医

13

23

同上

眼科
ﾌﾘｶﾞﾅ　モリザネ　ユウキ

岡山大学病院 准教授 23 ○
日本眼科学会専門医、令和元年度第12回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養
成講習会修了

同上

眼科
ﾌﾘｶﾞﾅ　シラガ　フミオ

岡山大学病院 教授 39 × 日本眼科学会専門医

同上眼科
ﾌﾘｶﾞﾅ　キムラ　シュウヘイ

岡山大学病院 講師 18 × 日本眼科学会専門医



姓　濱崎 名　一郎

姓　細川 名　海音

姓　藤原 名　美幸

姓　塩出 名　雄亮

姓　土居 名　真一郎

姓　高橋 名　耕介

姓　假谷 名　伸

姓　前田 名　幸英

姓　片岡 名　祐子

姓　丸中 名　秀格

姓　菅谷 名　明子

姓　野田 名　洋平

姓　檜垣 名　貴哉

姓　牧野 名　琢丸

姓　村井 名　綾

姓　藤澤 名　郁

姓　清水 名　藍子

4

4

4

4

眼科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ハマサキ　イチロウ

岡山大学病院 助教 17 × 日本眼科学会専門医 同上

同上

眼科
ﾌﾘｶﾞﾅ　フジワラ　ミユキ

岡山大学病院 助教 15 ○
日本眼科学会専門医、がん治療認定医、H３０年度岡山県医師会臨床研修指導
医養成講習会修了

同上

眼科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ホソカワ　ミオ

岡山大学病院 助教 16 ○
日本眼科学会専門医　第８回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修
了

同上

眼科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ドイ　シンイチロウ

岡山大学病院 助教 11 × 日本眼科学会専門医 同上

眼科
ﾌﾘｶﾞﾅ　シオデ　ユウスケ

岡山大学病院 助教 15 × 日本眼科学会専門医

同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ カリヤ     シン

岡山大学病院 准教授 27 ○
日本耳鼻咽喉科学会専門医　第10回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講
習会修了

同上

眼科
ﾌﾘｶﾞﾅ　タカハシ　コウスケ

岡山大学病院 助教 9 × 日本眼科学会専門医

同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ カタオカ  ユウコ

岡山大学病院 講師 22 ×
日本耳鼻咽喉科学会専門医
臨床遺伝専門医

同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ マエダ　ユキヒデ

岡山大学病院 講師 26 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医

同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ　スガヤ　アキコ

岡山大学病院 助教 16 ×
日本耳鼻咽喉科学会専門医
臨床遺伝専門医

同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ　マルナカ　ヒデノリ

岡山大学病院 助教 17 ○ 日本耳鼻咽喉科学会専門医

同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ヒガキ　タカヤ

岡山大学病院 助教 15 ×
日本耳鼻咽喉科学会専門医
日本アレルギー学会専門医

同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾉﾀﾞ　ﾖｳﾍｲ

岡山大学病院 助教 16 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医

同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ムライ　アヤ

岡山大学病院 医員 13 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医 同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ　マキノ　タクマ

岡山大学病院 助教 15 ×
日本耳鼻咽喉科学会専門医
頭頸部がん専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医

同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ　シミズ　アイコ

岡山大学病院 医員 9 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医 同上

耳鼻咽喉科
ﾌﾘｶﾞﾅ　フジサワ　イク

岡山大学病院 医員 12 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医



姓　山田 名　了士

姓　寺田 名　整司

姓　松本 名　洋輔

姓　高木 名　学

姓　岡久 名　祐子

姓　井上 名　真一郎

姓　大島 名　義孝

姓　酒本 名　真次

同上 4

同上 4精神科神経科　

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤマダ　ノリヒト

岡山大学病院 科長　（教授） 36 ○

精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医、
中国・四国地区精神科七者懇
第2回臨床研修指導医講習会（H16年）、難病指定医、協力難病指定医、一般病院連携精
神医学専門医・指導医、

ジェンダーセ
ンター（精神
科神経科）

ﾌﾘｶﾞﾅ　マツモト　ヨウスケ
岡山大学病院 講師 30 ○

精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医、
中国・四国地区精神科七者懇
第2回臨床研修指導医講習会（H16年）、難病指定医、GID学会認定医、認定産業医

同上 4

精神科神経科　

ﾌﾘｶﾞﾅ　テラダ　セイシ

岡山大学病院 准教授 29 ○

精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医、
中国・四国地区精神科七者懇
第2回臨床研修指導医講習会（H16年）、臨床精神神経薬理学専門医・指導医、難病指定
医、認定内科医、認知症学会専門医・指導医、老年精神医学会専門医・指導医、臨床神経
整理学会認定医・指導医、神経学会神経内科専門医・指導医、認定産業医、神経病理学会
認定医・指導医、認知症診療医

同上 4

精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　オカヒサ　ユウコ

岡山大学病院 助教 18 ○
精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医、第11回岡山大学病院卒後臨
床研修指導医養成講習会（Ｈ29）、臨床精神神経薬理学専門医、一般病院連携精神医学専
門医・指導医

同上

精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　タカキ　マナブ

岡山大学病院 講師 24 ○
精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医、第６回岡山大学病院卒後臨
床研修指導医養成講習会（Ｈ24）、臨床精神神経薬理学専門医・指導医、一般病院連携精
神医学専門医

4

同上

精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　オオシマ　ヨシタカ

岡山大学病院 医員 18 × 同上

精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　イノウエ　シンイチロウ

岡山大学病院 助教 18 ×
精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医、一般病院連携精神医学専門
医・指導医

同上精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　サカモト　シンジ

岡山大学病院 助教 15 × 精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医、臨床精神神経薬理学専門医



姓　藤原 名　雅樹

姓　千田 名　真友子

姓　植田 名　真司

姓　河野 名　禎子

姓　竹之下 名　慎太郎

姓　三宅 名　俊明

姓　串田 名　吉生

姓　枝廣 名　暁

ﾌﾘｶﾞﾅ　ダテ　イサオ

姓　伊達 名　勲

ﾌﾘｶﾞﾅ　スギウ　ケンジ

姓　杉生 名　憲志

姓　黒住 名　和彦

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤスハラ　タカオ

姓　安原 名　隆雄

2.4

同上

同上 4

精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　フジワラ　マサキ

岡山大学病院 医員 14 × 精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医 同上

同上

卒後臨床研
修センター
（精神科神経
科）

ﾌﾘｶﾞﾅ　ウエダ　シンジ

岡山大学病院 助教 8 ○
精神保健指定医、精神科専門医制度指導医、指導医のための教育ワークショップ、平成３
０年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会

同上

精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　センダ　マユコ

岡山大学病院 助教 10 × 精神保健指定医、精神科専門医

同上

精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　タケノシタ　シンタロウ

岡山大学病院 助教 9 × 精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医、認知症学会専門医・指導医 同上

精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　カワノ　ヨシコ

岡山大学病院 医員 16 × 精神保健指定医、精神科専門医、精神科専門医制度指導医

同上

精神科神経科　

ﾌﾘｶﾞﾅ　クシダ　ヨシオ

岡山大学病院 医員 26 × 死体解剖資格、細胞診専門医、病理専門医 同上

精神科神経科　
ﾌﾘｶﾞﾅ　ミヤケ　トシアキ

岡山大学病院 医員 15 ×

同上

脳神経外科 岡山大学病院 科長（教授） 37 ×
日本脳神経外科学会専門医  　　　　日本脳卒中学会専門医、神経内視鏡技術
認定医、日本定位・機能神経外科学会機能的定位脳手術技術認定、日本再生
医療学会再生医療認定医、日本脳卒中の外科学会技術指導医

同上

精神科神経科　

ﾌﾘｶﾞﾅ　エダヒロ　サトル

岡山大学病院 医員 8 × 内科認定医、精神保健指定医

脳神経外科
ﾌﾘｶﾞﾅ　クロズミ　カズヒコ

岡山大学病院 准教授 23 ×
日本脳神経外科学会専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、神経
内視鏡技術認定医、日本小児神経外科学会認定医、日本内分泌代謝学会内分
泌代謝科（脳神経外科）専門医

同上

脳神経外科 岡山大学病院 准教授 32 ×
日本脳神経外科学会専門医　　　　　日本脳神経血管内治療学会認定制度専門
医・指導医

脳神経外科 岡山大学病院 講師 22 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脊髄外科学会認定
専門医、日本再生医療学会再生医療認定医、日本脊髄外科学会認定指導医、
第５回 岡山大学病院臨床研修指導医養成講習会修了、日本脊椎脊髄外科専門
医



ﾌﾘｶﾞﾅ　ヒシカワ　トモヒト

姓　菱川 名　朋人

ﾌﾘｶﾞﾅ　カメダ　マサヒロ

姓　亀田 名　雅博

ﾌﾘｶﾞﾅ　フジイ　ケンタロウ

姓　藤井 名　謙太郎

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヒラマツ　マサフミ

姓　平松 名　匡文

ﾌﾘｶﾞﾅ　ササキ　タツヤ

姓　佐々木 名　達也

ﾌﾘｶﾞﾅ　シマズ　ヨウスケ

姓　島津 名　洋介

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハルマ　ジュン

姓　春間 名　純

ﾌﾘｶﾞﾅ　タカハシ　ユウ

姓　髙橋 名　悠

ﾌﾘｶﾞﾅ　ウマコシ　ミチアリ

姓　馬越 名　通有

姓　森松 名　博史

姓　岩崎 名　達雄

姓　小林 名　求

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶｸ　ﾘｭｳｼﾞ

姓　賀来 名　隆治

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾀﾆﾆｼ　ﾋﾃﾞｷ

姓　谷西 名　秀紀

姓　清水 名　一好

姓　松岡 名　義和

姓　松﨑 名　孝

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｺﾊﾞﾔｼ　ﾓﾄﾑ 岡山大学病院  周術期管理セン

ター
講師 26 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医 同上

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｲﾜｻｷ　ﾀﾂｵ

岡山大学病院  小児麻酔科 准教授 29 ×
麻酔科標榜医、麻酔科指導医、集中治療専門医
NBE Testmaur of PTeE　 NBE Diplomate of PTeE
日本心臓血管麻酔学会認定指導医、小児麻酔学会認定医

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾓﾘﾏﾂ  ﾋﾛｼ 大学院医歯薬学総合研究科

麻酔・蘇生学
教授

4

4

脳神経外科 岡山大学病院 助教 16 ○
日本脳神経外科学会専門医、第11回岡山大学病院臨床研修指導医養成講習会
修了、日本がん治療認定医機構がん治療認定医

同上

同上 4

脳神経外科 岡山大学病院 医員

4同上

脳神経外科 岡山大学病院 講師 22 ○
日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳神経血管内治療
学会認定制度専門医・指導医、第６回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成
講習会修了、日本脳卒中の外科学会技術指導医

同上 4

脳神経外科 岡山大学病院 助教 19 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、神経内視鏡技術認定
医、日本再生医療学会再生医療認定医、第７回 岡山大学病院臨床研修指導医
養成講習会修了、日本小児神経外科学会認定医、日本内分泌代謝学会内分泌
代謝科（脳神経外科）専門医

同上

脳神経外科 岡山大学病院 助教 13 ×
日本脳神経外科学会専門医、日本定位・機能神経外科学会機能的定位脳手術
技術認定

同上

脳神経外科 岡山大学病院 助教 15 ○
日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳神経血管内治療
学会認定制度専門医・指導医、第30年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講
習会受講

13 ×
日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳神経血管内治療
学会認定制度専門医

同上

脳神経外科 岡山大学病院 助教 14 ○
日本脳神経外科学会専門医、令和元年度第12回岡山大学病院臨床研修指導医
養成講習会修了

同上

脳神経外科 岡山大学病院 医員 9 × 同上

脳神経外科 岡山大学病院 医員 10 ×

27 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医、集中治療専門医

同上 4

麻酔科
大学院医歯薬学総合研究科
麻酔・蘇生学

助教 23 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医 同上

麻酔科
大学院医歯薬学総合研究科
麻酔・蘇生学

講師 24 ○
麻酔科標榜医、麻酔科指導医、集中治専門医
第８回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾏﾂｵｶ　ﾖｼｶｽﾞ

岡山大学病院  集中治療部 助教 20 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医 同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｼﾐｽﾞ　ｶｽﾞﾖｼ

岡山大学病院  手術部 助教 22 ○
麻酔科標榜医、麻酔科指導医、集中治療専門医、小児麻酔学会認定医
平成３０年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会受講

同上 4麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾏﾂｻｷ　ﾀｶｼ

岡山大学病院  集中治療部 助教 20 ○
麻酔科標榜医、麻酔科指導医
集中治療専門医　日本ペインクリニック学会専門医
第１０回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了



姓　谷口 名　新

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾅｻﾞﾜ　ﾄﾓﾕｷ

姓　金澤 名　伴幸

姓　鈴木 名　聡

姓　谷 名　真規子

姓　小坂 名　順子

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｸﾛﾀﾞ　ｺｳｽｹ

姓　黒田 名　浩佐

ﾌﾘｶﾞﾅ　ナカムラ　リュウ

姓　中村 名　龍

ﾌﾘｶﾞﾅ　ナス　ケイ

姓　那須 名　敬

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾆｼﾓﾄ　ﾚｲ

姓　西本 名　れい

姓　小野 名　大輔

姓　山之井 名　智子

姓　荒川 名　恭佑

姓　須江 名　宣俊

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｸﾛｴ　ﾔｽﾄｼ

姓　黒江 名　泰利

姓　清水 名　達彦

姓　河野 名　圭史

姓　片山 名　明

同上 4

同上

麻酔科

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾀﾆｸﾞﾁ　ｱﾗﾀ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 助教 19 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医 同上

同上 4

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｽｽﾞｷ　ｻﾄｼ

岡山大学病院  集中治療部 助教 17 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医、集中治療専門医 同上

麻酔科 岡山大学病院  小児麻酔科 助教 18 ○
麻酔科標榜医、麻酔科指導医、小児麻酔学会認定医
集中治療専門医
令和元年度第１２回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

麻酔科
大学院医歯薬学総合研究科
麻酔・蘇生学

助教 16 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医　集中治療専門医 同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｺｻｶ　ｼﾞｭﾝｺ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 助教 16 ○
麻酔科標榜医、麻酔科指導医、集中治療専門医
第１０回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾀﾆ　ﾏｷｺ

大学院医歯薬学総合研究科
麻酔・蘇生学

助教 17 ○

麻酔科標榜医、麻酔科指導医、集中治療専門医、JB-POT
心臓血管麻酔専門医、日本心臓血管麻酔学会認定指導医
NBE Testmaur of PTeEXAM
社団法人日本病院会臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

麻酔科
岡山大学病院  周術期管理セン
ター

医員 16 × 麻酔科標榜医、麻酔科認定医

麻酔科 岡山大学病院  麻酔科蘇生科 助教 15 ○
麻酔科標榜医、麻酔科専門医、集中治療専門医
令和元年度第１２回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｵﾉ　ﾀﾞｲｽｹ

岡山大学病院  集中治療部 医員 15 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医 同上

麻酔科 岡山大学病院  集中治療部 医員 16 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｱﾗｶﾜ　ｷｮｳｽｹ

岡山大学病院  集中治療部 医員 13 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医、心臓血管麻酔専門医 同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾔﾏﾉｲ　ﾄﾓｺ 岡山大学病院  周術期管理セン

ター
医員 15 × 麻酔科標榜医、麻酔科指導医

同上

岡山大学病院　麻酔科蘇生科 医員 11 ×
麻酔科標榜医、麻酔科専門医、心臓血管麻酔専門医
救急専門医、JB-POT

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｽｴ　ﾉﾌﾞﾀｶ

岡山大学病院  集中治療部 医員 13 ×
麻酔科標榜医、麻酔科専門医

同上 4

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　カワノ　ケイシ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 医員 10 × 麻酔科標榜医、麻酔科専門医 同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　シミズ　タツヒコ

岡山大学病院　集中治療部 医員 11 ○
麻酔科標榜医、麻酔科専門医、心臓血管麻酔専門医
日本小児麻酔学会認定医

同上麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　カタヤマ　アキラ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 医員 9 ×
麻酔科標榜医、麻酔科専門医



姓　佐倉 名　考信

姓　青江 名　尚美

姓　倉迫 名　直子

姓　土井 名　ゆみ子

姓　武藤 名　典子

姓　更科 名　紗和子

姓　依田 名　智美

姓　兼田 名　瑞穂

姓　坂本 名　里沙

姓　塚原 名　宏一

姓　大月 名　審一

姓　嶋田 　明

同上麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　サクラ　タカノブ

岡山大学病院　集中治療部 医員 9 ×
麻酔科標榜医、麻酔科専門医

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｸﾗｻｺ　ﾅｵｺ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 医員 30 × 麻酔科標榜医、麻酔科専門医 同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｱｵｴ　ﾋｻﾐ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 医員 31 × 麻酔科標榜医、麻酔科認定医

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾑﾄｳ　ﾉﾘｺ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 医員 18 ×
麻酔科標榜医、麻酔科指導医、JB-POT
日本ペインクリニック学会専門医、心臓血管麻酔専門医

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾄﾞｲ　ﾕﾐｺ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 医員 23 × 麻酔科標榜医

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｲﾀﾞ　ﾄﾓﾐ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 医員 12 × 麻酔科標榜医、麻酔科専門医 同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｻﾗｼﾅ　ｻﾜｺ

岡山大学病院  麻酔科蘇生科 医員 15 ×
麻酔科標榜医、麻酔専門医

同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｻｶﾓﾄ　ﾘｻ

岡山大学病院　麻酔科蘇生科 医員 8 × 麻酔科標榜医、麻酔科専門医 同上

麻酔科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾈﾀﾞ　ﾐｽﾞﾎ

岡山大学病院　麻酔科蘇生科 医員 11 × 麻酔科標榜医、麻酔科専門医

同上 4

小児循環器科
ﾌﾘｶﾞﾅ　オオツキ　シンイチ

岡山大学病院 教授 30 ×
小児科専門医
小児循環器学会暫定指導医
ＡＳＤ・ＰＤＡカテーテル治療インストラクター

同上

小児科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ツカハラ　　　ヒロカズ

岡山大学病院 科長（教授） 34 ○

小児科専門医
日本腎臓学会認定専門医・指導医
日本感染症学会認定専門医・指導医
ＩＣＤ（感染症コントロールドクター）
「子供の心」相談医
周産期新生児医学会指導医（暫定）
厚生労働省認定臨床研修指導医
認定小児科指導医

同上 4小児血液・腫瘍科

ﾌﾘｶﾞﾅ　シマダ　　　　アキラ

岡山大学病院 准教授 27 ○

小児科専門医
日本癌治療認定医機構認定医
日本血液学会専門医・指導医
日本小児血液がん学会暫定指導医
日本造血細胞移植学会認定医
認定小児科指導医
第10回岡山大学卒後臨床研修指導医養成講習会受講済                        家族
性腫瘍専門医



姓　岡田 名　あゆみ

姓　 馬場 名　健児

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヨシモト　　ジュンコ

姓　吉本 名　順子

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハセガワ　コウセイ

姓　長谷川 名　高誠

姓　　鷲尾 名　佳奈

姓　　八代 名　将登

姓　鷲尾 名　　洋介

姓　近藤 名　麻衣子

姓　　栄徳 名　隆裕

小児科

ﾌﾘｶﾞﾅ　オカダ　アユミ

岡山大学病院 准教授 27 ○

小児科専門医
日本心身医学会心身医療「小児科」専門医
こどもの心相談医
日本小児心身医学会指導医
第７回岡山大学卒後臨床研修指導医養成講習会受講済
認定小児科指導医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こど
ものこころ専門医
日本小児心身医学会認定医

同上 4

同上 4

小児科 岡山大学病院 助教 22 ○

小児科専門医
臨床遺伝専門医
新生児蘇生法インストラクター
厚生労働省認定臨床研修指導医
周産期・新生児専門医

同上 4

小児科（ＩＶＲセンター）

ﾌﾘｶﾞﾅ　ババ　ケンジ

岡山大学病院 准教授 24 ○

小児科専門医
小児循環器学会認定専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生
労働省認定臨床研修指導医
認定小児科指導医
第14回小児科医のための臨床研修指導医講習会終了

同上 4

小児科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ワシオ　　　カナ

岡山大学病院 助教 19 ○

小児科専門医
日本血液学会血液専門医
厚生労働省認定臨床研修指導医
認定小児科指導医
日本造血細胞移植認定医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小児
血液・がん専門医

同上 4

小児科 岡山大学病院 講師 19 ○

小児科専門医
内分泌代謝専門医（小児科）・指導医
厚生労働省認定臨床研修指導医
認定小児科指導医

同上 4

小児科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ワシオ　　　ヨウスケ

岡山大学病院 助教 17 ○
周産期【新生児】専門医
小児科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周
産期専門医（新生児）指導医

同上 4

小児科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヤシロ　　　　　マサト

岡山大学病院 助教 17 ○

小児科専門医
厚生労働省認定臨床研修指導医
アレルギー学会専門医
ＩＣＤ（感染症コントロールドクター）
認定小児科指導医
感染症学会専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感
染症学会暫定指導医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リウ
マチ専門医

同上

小児科

ﾌﾘｶﾞﾅ　　エイトク　タカヒロ

岡山大学病院 助教 15 ○

小児科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認定
小児科指導医
平成３０年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会　　　　　　　　　　　　　小
児循環器専門医

同上 4

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　コンドウ　マイコ

岡山大学病院 助教 16 ×
小児科専門医                                                                                認定
小児科指導医                                                                      日本胎児心
臓病学会胎児心エコー認証医



姓　　重安 名　良恵

姓　　藤井 名　智香子

姓　　津下 充

姓　　金澤 名　結

姓　　岡村 名　朋香

姓　　渡邉 名　宏和

姓　　藤原 名　かおり

姓　　福嶋 名　　遥佑

姓　　重光 名　　祐輔

姓　　宮原 名　宏幸

姓　金光 名　喜一郎

ﾌﾘｶﾞﾅ　ヒライ　　　ケンタ

姓　　平井 名　健太

ﾌﾘｶﾞﾅ　タナカ　　　チエチエ

姓　　田中 名　知絵
同上

同上

同上

同上

同上

同上

小児急性疾患学講座

ﾌﾘｶﾞﾅ　ツゲ　　　　　　ﾐﾂﾙ

岡山大学大学院医薬学総合研究
科

講師 16 ○

小児科専門医
認定小児科指導医
日本感染症学会認定感染症専門医
厚生労働省認定臨床研修指導医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ
ＣＤ（感染症コントロールドクター）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日
本化学療法学会抗菌化学療法認定医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本
小児感染症学会暫定指導医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アレル
ギー専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本化
学療法学会抗菌化学療法指導医

同上 4

ダイバーシティ推進センター

ﾌﾘｶﾞﾅ　フジイ　　　　　チカコ
岡山大学大学院医薬学総合研究
科

助教 15 ×

小児科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日
本小児心身医学会認定医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認定
小児科指導医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子どもの
こころ専門医

小児科

ﾌﾘｶﾞﾅ　シゲヤス　　ヨシエ

岡山大学病院 医員 16 ×
小児科専門医　　　　                                                                   認定小児
科指導医                                                                     日本小児心身症医
学会認定医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子どものこころ専門医

小児科（NICU）
ﾌﾘｶﾞﾅ　　オカムラ　トモカ

岡山大学病院 医員 11 ×
小児科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周
産期専門医（新生児）

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　カナザワ　　ユイ

岡山大学病院 医員 13 × 小児科専門医

同上

小児血液・腫瘍科
ﾌﾘｶﾞﾅ　　フジワラ　　　カオリ

岡山大学病院 医員 11 ×
小児科専門医
日本血液学会専門医

同上

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ワタナベ　　　　　ヒロカズ

岡山大学病院 医員 11 ×
周産期【新生児】専門医
小児科専門医

同上

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　シゲミツ　　　　ユウスケ

岡山大学病院 医員 11 × 小児科専門医 同上

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　フクシマ　　　　ユウスケ

岡山大学病院 医員 11 ×

同上

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　カナミツ　　　キイチロウ

岡山大学病院 助教 10 ○
小児科専門医、日本血液学会専門医
小児血液・がん専門医
令和元年度第12回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ミヤハラ　　　ヒロユキ

岡山大学病院 医員 8 × 小児科専門医

小児科 岡山大学病院 医員 × 小児科専門医

小児科 岡山大学病院 医員 × 小児科専門医

10

10



ﾌﾘｶﾞﾅ　モリモト　　　　ダイサク

姓　　森本 名　大作

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハラ　　　　　　マユコ 医員

姓　　原 名　真祐子

姓　斎藤 名　有希惠

姓　茂原 名　研司

姓　二川 名　奈都子

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｺﾊﾞﾔｼ　ｶﾂﾋﾛ

姓　小林 名　勝弘

ﾌﾘｶﾞﾅ　アキヤマ　トモユキ

姓　秋山 名　倫之

ﾌﾘｶﾞﾅ　オカ　マキオ

姓　岡 名　牧郎

ﾌﾘｶﾞﾅ　シバタ　タカシ

姓　柴田 名　敬

ﾌﾘｶﾞﾅ　アキヤマ　マリ

姓　秋山 名　麻里

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハナオカ　ヨシユキ

姓　花岡 名　義行

姓　増山 名　寿

姓　中村 名　圭一郎

同上

同上

同上

同上

同上 4

同上

同上

同上 4

小児科（周産） 岡山大学病院 医員 ×
小児科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周産
期専門医（新生児）

小児科 岡山大学病院 × 小児科専門医

10

8

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　シゲハラ　　　　　ケンジ

岡山大学病院 医員 7 ×

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　サイトウ　　　　　ユキエ

岡山大学病院 医員 15 ×
小児科専門医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認
定小児科指導医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アレ
ルギー専門医

同上

小児神経科 岡山大学病院 教授 36 ○

小児科専門医
小児神経専門医
てんかん専門医
第5回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会　修了

同上 4

小児科
ﾌﾘｶﾞﾅ　シフタガワ　　　ナツコ

岡山大学病院 医員 6 ×

小児神経科 岡山大学病院 講師 20 ○

小児科専門医
小児神経専門医
てんかん専門医
第6回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会　修了

同上 4

小児神経科 岡山大学病院 准教授 25 ○

小児科専門医
小児神経専門医
てんかん専門医
第24年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会　修了

小児神経科 岡山大学病院 医員 20 ×
小児科専門医
小児神経専門医
てんかん専門医

同上

小児神経科 岡山大学病院 助教 16 ×
小児科専門医
小児神経専門医
てんかん専門医

産婦人科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾏｽﾔﾏ　ﾋｻｼ

岡山大学病院
周産母子セン
ター　センター
長(教授)

32 ○

日本産科婦人科学会専門医・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，がん治療認定医，母体保護法指定医，日本婦人科腫
瘍学会専門医，日本女性医学学会　女性ヘルスケア専門医・暫定指導医，厚生
労働省臨床修練指導医，第8回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会
修了

同上 4

小児神経科 岡山大学病院 助教 14 ×
小児科専門医
小児神経専門医
てんかん専門医

産婦人科
ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾅｶﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ

岡山大学病院
医局長・大学
院学務企画委
員（准教授）

26 ○
日本産科婦人科学会専門医・指導医，日本婦人科腫瘍学会専門医・指導医，が
ん治療認定医，日本ロボット外科学会専門医，第2回岡山大学卒後臨床研修指
導医養成講習会修了



姓　鎌田 名　泰彦

姓　早田 名　　桂

姓　小川 名　千加子

姓　衛藤 名　英理子

姓　久保 名　光太郎

姓　光井 名　崇

姓　依田 名　尚之

姓　牧 名　尉太

姓　金澤 名　右

姓　平木 名　隆夫

ﾌﾘｶﾞﾅ 　カツイ　クニアキ

姓　 勝井 名　邦彰

ﾌﾘｶﾞﾅ 　イグチ　トシヒロ

姓　 生口 名　俊浩

姓　児島 名　克英

姓　松井 名　裕輔

姓　吉尾 名　浩太郎
4

4

同上 4

産婦人科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｶﾏﾀﾞ   ﾔｽﾋｺ

岡山大学病院

周産母子セン
ター　副セン
ター長・外来
医長（准教授）

26 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医，日本生殖医学会生殖医療専門医，日本
内分泌学会内分泌代謝科（産婦人科）専門医・指導医，日本女性心身医学会認
定医師、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医，母体保護法指定医，日本女
性医学学会　女性ヘルスケア専門医，第2回岡山大学附属病院卒後臨床研修指
導医養成講習会修了

同上 4

産婦人科

ﾌﾘｶﾞﾅ　オガワ　チカコ
岡山大学病院

婦人科病棟医
長(助教) 16 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医，臨床遺伝専門医，日本婦人科腫瘍学会
専門医，がん治療認定医，令和元年度岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成
講習会修了

同上 4

産婦人科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ハヤタ　ケイ

岡山大学病院
産科部門長
（講師） 18 ○

日本産科婦人科学会専門医・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，臨床遺伝専門医，母体保護法指定医，胎児心エコー
認証医，日本DMAT，第8回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

産婦人科
ﾌﾘｶﾞﾅ　クボ　コウタロウ

岡山大学病院
婦人科副病棟
医長（助教） 11 ○

日本産科婦人科学会専門医，日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医，平成30
年度度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

産婦人科

ﾌﾘｶﾞﾅ　エトウ　エリコ

岡山大学病院
教育医長(助
教) 15 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医，日本周産期・新生児医学会 周産期（母
体・胎児）専門医，日本超音波医学会専門医，日本産科婦人科遺伝診療学会
（周産期）認定医，母体保護法指定医，胎児心エコー認証医，令和元年度岡山大
学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

日本産科婦人科学会専門医，日本周産期・新生児医学会 周産期（母体・胎児）
専門医，日本女性医学学会　女性ヘルスケア専門医，日本医師会認定産業医，
日本DMAT

同上 4

産婦人科
ﾌﾘｶﾞﾅ　イダ　ナオユキ

岡山大学病院
副外来医長・
教育企画委員
(助教)

10 ○
日本産科婦人科学会専門医，日本婦人科腫瘍学会専門医，がん治療認定医，
令和元年度岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

産婦人科

ﾌﾘｶﾞﾅ　ミツイ　タカシ

岡山大学病院

副産科部門
長・教育企画
委員・大学院
副学務企画委
員（助教）

11 ○
日本産科婦人科学会専門医・指導医，がん治療認定医，日本周産期・新生児医
学会　周産期（母体・胎児）専門医，平成30年度岡山県医師会臨床研修指導医
養成講習会修了

陽子線治療
学講座

岡山大学病院 准教授 23 ×
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、日本がん治療認定医機
構暫定教育医、日本学放射線学会研修指導者

放射線医学
ﾌﾘｶﾞﾅ　ヒラキ　タカオ

岡山大学病院 准教授 24 ○
放射線診断専門医 、日本IVR学会専門医、PET核医学認定医、暫定教育医（がん治療認定
医機構）、凍結手術（治療）教育講習会受講済、平成３０年度岡山県医師会臨床研修指導
医養成講習会受講、日本医学放射線学会研修指導者

放射線医学
ﾌﾘｶﾞﾅ 　カナザワ　ススム

岡山大学病院 科長（教授） 38 ○
放射線診断専門医、臨床修練指導医、日本核医学会・超音波医学会認定医、日本IVR学会
専門医 、第4回岡山大学病院卒後臨床研修指導医要請講習会、日本医学放射線学会研
修指導者

産婦人科
ﾌﾘｶﾞﾅ　マキ　ジョウタ

岡山大学病院
副教育医長
（助教） 9 ×

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　コジマ　カツヒデ

岡山大学病院 助教 16 × 放射線診断専門医、PET核医学認定医、日本学放射線学会研修指導者 同上

放射線部 岡山大学病院 准教授 22 ○
放射線診断専門医、日本IVR学会専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日
本医師会「指導医のための教育ワークショップ」受講、日本学放射線学会研修指導者

同上

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　ヨシオ　コウタロウ

岡山大学病院 助教 15 ○
放射線治療専門医、日本学放射線学会研修指導者、第14回　香川大学医学部附属病院卒
後臨床研修指導医養成講習会

同上

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　マツイ　ユウスケ

岡山大学病院 講師 15 ○
放射線診断専門医、日本IVR学会専門医、日本学放射線学会研修指導者、令和元年度第
12回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会

4

同上

同上 4

同上

同上 4

同上 4

同上



ﾌﾘｶﾞﾅ 　トミタ　コウジ

姓　冨田 名　晃司

姓　正岡 名　佳久

姓　　宇賀 名　麻由

ﾌﾘｶﾞﾅ 　タナカ　タカシ

姓　田中 名　高志

姓　丸川 名　洋平

姓　坪井 名　有加

姓　　馬越 名　紀行

姓　　梶田 名　聡一郎

姓　　小牧 名　稔幸

姓　　渡邉 名　謙太

姓　　杉山 名　聡一

姓　郷原 名　英夫

姓　　櫻井 名　淳

姓　小河 名　七子

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾅｶｵ ｱﾂﾉﾘ

姓 中尾 名　篤典

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾅｶｵ ﾋﾛﾕｷ

姓 中尾 名　博之

同上

同上

同上 4

同上放射線科 岡山大学病院 助教 14 ×
放射線診断専門医、日本IVR学会専門医、日本学放射線学会研修指導者

放射線科 岡山大学病院 助教 12 × 放射線科診断専門医、日本医学放射線学会研修指導者

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　ウカ　マユ

岡山大学病院 助教 14 ○
放射線診断専門医、日本IVR学会専門医 、第１１回岡山大学卒後臨床研修指導医養成講
習会受講

放射線部
ﾌﾘｶﾞﾅ 　マサオカ　ヨシヒサ

岡山大学病院 助教 14 × 放射線診断専門医、日本IVR学会専門医、日本学放射線学会研修指導者 同上

同上 4

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　ウマコシ　ノリユキ

岡山大学病院 医員 10 × 救急科専門医 同上

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　ツボイ　ユカ

岡山大学病院 助教 21 ○
放射線科診断専門医、日本医学放射線学会研修指導者、　第146回臨床研修指導医講習
会　受講

陽子線治療
学講座

ﾌﾘｶﾞﾅ 　マルカワ　ヨウヘイ
岡山大学病院 助教 11 × 放射線科診断専門医、日本医学放射線学会研修指導者

同上

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　コマキ　トシユキ

岡山大学病院 医員 8 × 放射線科診断専門医、日本IVR学会専門医 同上

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　カジタ　ソウイチロウ

岡山大学病院 医員 9 × 放射線科診断専門医、日本IVR学会専門医

同上

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　スギヤマ　ソウイチ

岡山大学病院 医員 7 × 放射線治療専門医 同上

放射線科
ﾌﾘｶﾞﾅ 　ワタナベ　ケンタ

岡山大学病院 医員 8 × 放射線治療専門医

同上 4

新医療研究
開発センター

ﾌﾘｶﾞﾅ 　サクライ　ジュン
岡山大学病院 准教授 17 ○

放射線診断専門医、  日本IVR学会専門医、第91回臨床研修指導医養成講習会受講、日本
医学放射線学会研修指導者

医療情報部
ﾌﾘｶﾞﾅ 　ゴウバラ　ヒデオ

岡山大学病院 教授 28 ○
放射線診断専門医、日本IVR学会専門医  、第6回岡山大学卒後臨床研修指導医養成講習
会受講済、凍結手術（治療）教育講習会受講、日本医学放射線学会研修指導者

同上 4

同上 2.4

救命救急科 岡山大学病院 教授　　　　　　　　救急部長27 ○
日本救急医学会専門医　日本外科学会専門医
日本外科学会指導医　麻酔科標榜医  DMAT隊員
平成25年度兵庫医科大学病院臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

卒研センター
ﾌﾘｶﾞﾅ オガワ　ナナコ

岡山大学病院 助教 10 ○
放射線科診断専門医、日本医学放射線学会研修指導者、令和元年度第12回岡山大学病
院卒後臨床研修指導医養成講習会

同上 4救命救急科 岡山大学病院 教授　　　　　　　　救急部長24 ○

日本救急医学会専門医　日本救急医学会指導医
日本麻酔科学会専門医　日本麻酔科学会指導医
DMAT隊員養成インストラクター
日本医師会「指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」（岡山県医師会主催）修了
※修了証書に『本講習会は「医師の臨床研修にかかる指導医講習会の開催指
針」にのっとったものであると認めます。』の記載あり



ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ

姓　内藤 名　宏道

ﾌﾘｶﾞﾅ ｵｻｺ ﾀｶｱｷ

姓　尾迫 名　貴章

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾏﾝﾀﾞｲ ﾔｽﾋﾛ

姓　万代 名　康弘

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾂｶﾊﾗ ｺｳﾍｲ

姓　塚原 名　紘平

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾍｲ

姓　山田 名　太平

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｱｵｶｹﾞ ﾄｼﾕｷ

姓　青景 名　聡之

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾌｼﾞｻｷﾉﾘﾄﾓ

姓　藤崎 名　宣友

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ

姓　山本 名　浩継

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾕﾓﾄ ﾃﾂﾔ

姓　湯本 名　哲也

ﾌﾘｶﾞﾅ　ｺｻｷ ﾖｼﾉﾘ

姓　小﨑 名　吉訓

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾉｼﾞﾏ ﾂﾖｼ

姓　野島 名　剛

ﾌﾘｶﾞﾅ　アゲタ コウヘイ

姓　上田 名　浩平

ﾌﾘｶﾞﾅ　オバタ タカフミ

姓　小原 名　隆史

ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾖｼﾉ  ﾀﾀﾞｼ

姓　吉野 名　正

救命救急科 岡山大学病院 准教授 18 ○

日本救急医学会専門医　日本救急医学会指導医
日本集中治療医学会専門医　日本麻酔科学会専門医
日本麻酔科学会指導医　日本中毒学会クリニカル・トキシコロジスト
ICD制度協議会ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ（ICD）
社会医学系指導医・専門医
日本医師会「指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」（岡山県医師会主催）修了
※修了証書に『本講習会は「医師の臨床研修にかかる指導医講習会の開催指
針」にのっとったものであると認めます。』の記載あり　DMAT隊員

同上 4

同上 4

救命救急科 岡山大学病院 講師 18 ○
日本外科学会認定医　　日本外科化学会専門医
第7回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

救命救急科 岡山大学病院 講師 21 ○
日本救急医学会専門医
Pediatric Fundamental Critical Care Support（PFCCS）
平成22年度兵庫医科大学病院臨床研修指導医養成講習会修了

同上

救命救急科 岡山大学病院 講師 15 ○
日本救急医学会専門医　日本救急医学会指導医
日本集中治療医学会専門医　日本外傷学会専門医　DMAT隊員
平成24年度兵庫医科大学病院臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

救命救急科 岡山大学病院 助教 15 ×
日本小児科学会専門医      日本小児科学会指導医
日本救急医学会専門医　　　日本集中治療医学会専門医　DMAT隊員

同上 4

救命救急科 岡山大学病院 助教 15 ○

麻酔科標榜医　日本麻酔科学会専門医　日本麻酔科学会指導医
日本救急医学会専門医　日本集中治療医学会専門医
日本呼吸療法医学会専門医
平成29年度兵庫医科大学病院臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

救命救急科 岡山大学病院 助教 16 ○

日本内科学会認定内科医　日本循環器学会専門医
日本集中治療医学会専門医　日本呼吸療法医学会専門医
Fundamental Critical Care Support（FCCS）
Pediatric Fundamental Critical Care Support（PFCCS）
令和元年度第12回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上 4

救命救急科 岡山大学病院 助教 14 ○
日本救急医学会専門医　　　日本集中治療医学会専門医
第11回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了　DMAT隊員

同上 4

救命救急科 岡山大学病院 助教 15 ○

日本救急医学会専門医
日本小児科学会専門医　日本小児科学会指導医
第15回小児科医のための臨床指導医講習会修了
※修了証書に『本講習会は「医師の臨床研修にかかる指導医講習会の開催指
針」にのっとったものであると認めます。』の記載あり

同上 4

救命救急科 岡山大学病院 医員 11 ×

日本救急医学会救急科専門医   内科認定医
航空医療学会認定指導者  日本中毒学会認定クリニカル・トキシコロジスト
ICLSディレクター  JMECCディレクター  ISLS認定ファシリテーター

同上

医療教育センター 岡山大学病院 助教 9 ○
麻酔科標榜医　日本麻酔科学会認定医
日本救急医学会専門医　DMAT隊員
令和元年度第12回岡山大学病院卒後臨床研修指導医養成講習会修了

同上

救命救急科 岡山大学病院 医員 8 × 日本小児科学会小児科専門医 同上

救命救急科 岡山大学病院 医員 12 ×
プライマリケア認定医
プライマリケア認定指導医
日本内科学会認定内科医

岡山大学大学院腫瘍病理
病理部長
教授 38 × 病理専門医 同上病理　



マツカワ　アキヒロ

姓　松川 名　昭博
岡山大学大学院免疫病理 教授 32 ×

病理専門医
細胞診専門医

同上病理



ﾌﾘｶﾞﾅ　ﾔﾅｲ  ﾋﾛﾕｷ

姓　柳井 名　広之

フリガナ  タナカ タケヒロ

性  田中 名　健大

フリガナ  フジサワ　マサヨシ

姓  藤澤 名　真義

フリガナ  トジ　トモヒロ

性  都地 名　友紘

フリガナ  タニグチ　コウヘイ

性  谷口 名　恒平

千田 益生

堅山 佳美
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※　「担当分野」欄には、様式10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。
※　「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。
※　「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。

 ※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、

＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者
　＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者
※　地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること
※　欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No.　）」欄にページ数を記入すること。

×
病理専門医
細胞診専門医

同上

岡山大学大学院免疫病理 助教 22 ×
病理専門医
細胞診専門医

同上

岡山大学大学院腫瘍病理 助教 17 ×
病理専門医
細胞診専門医

同上

岡山大学病院
病理診断科長
教授 28 ×

病理専門医
細胞診専門医

同上

病理

病理

病理

病理

病理　

リハビリテー
ション科

センダ　マスオ　
岡山大学病院 科長（教授） 36 ○

日本リハビリテーション医学会専門医・指導医
日本整形外科学会専門医
日本臨床神経生理学会専門医

同上 4

岡山大学病院 助教 9 ×
病理専門医
細胞診専門医

同上

岡山大学病院 助教 12

　　併せてプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。

同上 4
リハビリテー
ション科

カタヤマ　ヨシミ
岡山大学病院 助教 19 ○

日本リハビリテーション医学会専門医・指導医
日本臨床神経生理学会専門医


