
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０７０００３   臨床研修病院の名称： 千葉中央メディカルセンター        （No.１ ） 

担当分野 氏名 所属 役職 年数 受講 資格等 プログラム 備考 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
副院長 45 ○ 第 1 回千葉県指導医講習会受講済 070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
医長 16 ○ 

日本内科学会総合内科専門医 
日本内科学会認定内科医 
日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医     
日本プライマリ・ケア連合学会指導医 
第 12 回千葉大指導医養成ワークショップ修了 

070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
医員 13 ○ 

日本腎臓学会腎臓内科専門医 
日本透析医学会透析専門医 
日本内科学会認定内科医 
第 16 回順天堂大学初期臨床研修指導医講習会修了 

070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
医員 13 ○ 

医学博士 
日本小児外科学会専門医 
日本外科学会専門医 
日本がん治療認定機構認定がん治療認定医 
日本体育協会公認スポーツドクター 
平成 28 年島根県臨床研修指導医講習会 

070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 56 ○ 

日本アレルギー学会指導医・専門医 
日本リウマチ学会指導医・専門医 
日本温泉気候物理医学会温泉療法専門医 
日本内科学会認定内科医 
労働衛生コンサルタント 
日本体育協会公認スポーツドクター 
第 19回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会 No.654 

070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 28 ○ 

日本東洋医学会認定漢方専門医 
日本東洋医学会指導医 
日本内科学会総合内科専門医 
第 10 回千葉県指導医講習会受講済 

070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 28 ○ 

日本循環器学会専門医 
日本内科学会総合内科専門医 
日本内科学会認定医 
第 16 回千葉県指導医講習会受講 

070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 

センター

長 
27 ○ 

日本糖尿病学会専門医 
第 6 回千葉県指導医講習会受講 070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 35 ○ 

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 
日本がん治療認定医機構がん治療認定医 
日本医師会認定産業医 
第 5 回千葉県指導医講習会受講 

070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
医員 35 ○ 

日本内科学会内科認定医 
日本内科学会総合内科専門医 
日本消化器病学会指導医・専門医 
日本消化器内視鏡学会専門医 
日本肝臓学会専門医 

070003601 4.臨床研修指導医 

別紙４ 



３０．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０７０００３   臨床研修病院の名称： 千葉中央メディカルセンター             （No.2 ） 

担当分野 氏名 所属 役職 年数 受講 資格等 プログラム 備考 

内科  千葉中央ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 部長 25 ○ 

日本消化器病学会専門医 
日本消化器内視鏡学会専門医 
日本内科学会総合内科専門医 
第 8 回千葉県指導医講習会受講済 

070003601 4.臨床研修指導医 

内科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
医長 22 ○ 

日本消化器病学会専門医 
日本消化器内視鏡学会専門医 
日本内科学会内科認定医 
第 5 回秋田県指導医講習会受講済 

070003601 4.臨床研修指導医 

救急医療  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 

院長 

部長代理 
35 ○ 

日本脳神経外科学会専門医 
日本救急医学会救急科専門医 
日本脳卒中学会専門医 
第 2 回千葉県指導医講習会受講済 

070003601 

病院管理者、4.臨床

研修指導医 

救急医療  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
医長 15 ○ 

日本脳神経外科学会専門医 
日本救急医学会救急科専門医 
日本神経外傷学会暫定指導医 
日本集中治療医学会集中治療専門医 
第 16 回千葉県指導医講習会受講 

070003601 4.臨床研修指導医 

外科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 

副院長 

主任部長 
36 ○ 

日本外科学会指導医・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 
日本がん治療認定医機構がん治療認定医 
日本超音波医学会超音波指導医・専門医 
ＩＣＤ制度協議会認定ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛﾙﾄﾞｸﾀｰ(ＩＣＤ) 
日本医師会認定産業医 
全日本病院協会指導医講習会受講済 

070003601 

研修管理委員長 

1.プログラム責任者 

3.研修実施責任者 

4.臨床研修指導医 

外科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 32 ○ 

日本外科学会専門医 
日本消化器外科学会指導医・専門医 
日本消化器病学会専門医 
日本内視鏡外科学会技術認定医 
第 11 回順天堂大学医学部初期臨床研修指導医講習会 

070003601 4.臨床研修指導医 

外科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
主任部長 32 ○ 

日本整形外科学会専門医 
日本整形外科学会脊椎脊髄病認定医 
日本脊椎脊髄病学会脊椎外科指導医 
第 5 回千葉県指導医講習会受講済 

070003601 4.臨床研修指導医 

外科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 31 ○ 

日本脳神経外科学会専門医 
第 6 回千葉県指導医講習会受講 070003601 4.臨床研修指導医 

外科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 35 ○ 

日本泌尿器科学会専門医 
日本泌尿器科学会指導医 
第 7 回千葉県指導医講習会受講済 

070003601 4.臨床研修指導医 

別紙４ 



３０．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０７０００３   臨床研修病院の名称： 千葉中央メディカルセンター      （No.3 ） 

担当分野 氏名 所属 役職 年数 受講 資格等 プログラム 備考 

形成外科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 26 × 

日本形成外科学会専門医 
日本外科学会外科専門医 070003601 上級医 

眼科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 34 × 日本眼科学会専門医 070003601 上級医 

人工透析内

科 
 

千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 42 × 日本外科学会専門医 070003601 上級医 

麻酔科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
主任部長 28 × 

麻酔科標榜医 
日本麻酔科学会専門医 
日本心臓血管麻酔学会専門医 

070003601 上級医 

麻酔科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 17 ○ 

日本麻酔科学会専門医 
日本麻酔科学会指導医 
麻酔科標榜医 
第 11 回帝京大学病院臨床指導医養成講習会受講済 

070003601 4.臨床研修指導医 

放射線科  
千葉中央 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
部長 30 ○ 

日本医学放射線学会放射線診断専門医 
検診マンモグラフィ読影認定医 
第 1 回三井記念病院 指導医講習会修了 

070003601 4.臨床研修指導医 

病理  
誠馨会病理 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
医員 16 × 病理専門医 070003601 指導者 

精神科  下総精神医療ｾﾝﾀｰ 院長 34 ○ 
精神保健指定医 
精神科専門医 070003601 

3.研修実施責任者 

4.臨床研修指導医 

精神科  下総精神医療ｾﾝﾀｰ 
教育研修部

長 
29 ○ 

精神保健指定医 
精神科専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 病院長 38 ○ 小児科専門医、小児循環器専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 副院長 34 ○ 
小児科専門医、内分泌代謝科（小児科）専門医、内分泌代
謝科指導医 070003601 

3.研修実施責任者 

4.臨床研修指導医 

別紙４ 



３０．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０７０００３   臨床研修病院の名称： 千葉中央メディカルセンター       （No.4 ） 

 

 

 

 

 

担当分野 氏名 所属 役職 年数 受講 資格等 プログラム 備考 

小児科  千葉県こども病院 

小児救急総

合診療科主

任医長 

20 ○ 小児科専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 

診療部長

(兼)感染科

部長 

25 ○ 小児科専門医、感染症専門医、日本感染症学会指導医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 代謝科部長 24 ○ 小児科専門医、臨床遺伝専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 

診療部長

(兼)内分泌

科部長 

25 ○ 小児科専門医、内分泌代謝科（小児科）専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 診療部長 36 ○ 小児科専門医、血液専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 
血液・腫瘍

科部長 
24 ○ 

小児科専門医、血液専門医、小児血液・がん専門医、小
児血液・がん指導医、がん治療認定医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 
血液・腫瘍

科主任医長 
18 ○ 小児科専門医、血液専門医、がん治療認定医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 腎臓科部長 23 ○ 小児科専門医、腎臓専門医、腎移植認定医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 
アレルギー・
膠原病科部

長 
8 ○ 

小児科専門医・指導医、アレルギ専門医・指導医、リウマ
チ専門医・指導医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 
循環器科部

長 
24 ○ 小児科専門医、小児神経専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 神経科部長 26 ○ 小児科専門医、小児神経専門医 070003601  

別紙４ 
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担当分野 氏名 所属 役職 年数 受講 資格等 プログラム 備考 

小児科  千葉県こども病院 医療局長 29 ○ アレルギー専門医、臨床遺伝専門医、耳鼻咽喉科専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 
耳鼻咽喉科

部長 
25 ○ 耳鼻咽喉科専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 
小児外科部

長 
28 ○ 小児外科専門医、外科専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 嘱託医 45 ○ 
小児外科専門医、外科専門医、小児外科指導医、外科指
導医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 
集中治療科

部長 
30 ○ 小児科専門医、小児循環器専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 

新生児・未

熟児科主任

医長 

15 ○ 小児科専門医、小児循環器専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

小児科  千葉県こども病院 
病理診断科

部長 
17 ○ 小児科専門医、小児循環器専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

地域医療  千城台クリニック 院長 39 ○ 
日本プライマリ・ケア連合会認定指導医 
第 9 回千葉県指導医講習会受講済 070003601 4.臨床研修指導医 

脳神経外科  千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
研修トレー
ニングセン
ター長 

44 ○ 

日本脳神経外科学会専門医 
日本脳神経外科学会指導医 
日本医師会認定産業医 
第６回千葉大学指導医講習会受講 
財）医療研修推進財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会受講 
第 38 回医学教育者のためのワークショップ受講 

070003601 

3.研修実施責任者 

4.臨床研修指導医 

産婦人科  千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 診療部長 33 × 
日本産婦人科学会専門医・指導医 
母体保護法指定 070003601 上級医 

産婦人科  千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 部長 32 ○ 

日本産婦人科学会専門医・指導医 
母体保護法指定医 
日本女性医学学会女性ヘルスケア暫定指導医・専門医 
千葉医師研修支援ﾈｯﾄﾜｰｸ指導医講習会受講 

070003601 4.臨床研修指導医 

別紙４ 



３０．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０７０００３   臨床研修病院の名称： 千葉中央メディカルセンター       （No.6 ） 

 
担当分野 氏名 所属 役職 年数 受講 資格等 プログラム 備考 

産婦人科  千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 主任医長 16 ○ 
日本産婦人科学会専門医・指導医 
母体保護法指定医 
千葉医師研修支援ﾈｯﾄﾜｰｸ指導医講習会受講 

070003601 4.臨床研修指導医 

産婦人科  千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 主任医長 15 × 
日本産婦人科学会専門医 
日本女性医学学会女性ヘルスケ専門医 070003601 上級医 

産婦人科  千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 主任医長 9 × 
日本産婦人科学会専門医 
母体保護法指定 070003601 上級医 

小児科  千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 主任医長 25 ○ 
日本小児科学会専門医 
日本小児栄養消化器肝臓学会認定医 
千葉医師研修支援ﾈｯﾄﾜｰｸ指導医講習会受講 

070003601 4.臨床研修指導医 

心臓血管外

科 
 千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 診療部長 29 × 

3 学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科
修練専門医 
日本外科学会専門医 

070003601 上級医 

心臓血管外

科 
 千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 部長 34 ○ 

3 学会構成心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科
修練専門医・指導医 
日本外科学会専門医・指導医  
関連 10 学会構成 日本ステントグラフト実施基準管理委
員会 腹部ステントグラフト実施医・胸部ステントグラフト実
施医 

070003601 4.臨床研修指導医 

産婦人科  東千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
消化器内科

副部長 
18 ○ 

医学博士 
千葉大学大学院医学研究院総合医科学講座特任講師 
日本内科学会内科認定医 
日本内科学会総合内科専門医・指導医 
日本消化器病学会関東支部評議員・専門医 
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 
日本肝臓学会専門医・指導医 
がん治療認定医機構認定医 
消化器内視鏡学会関東支部評議員 

070003601 

3.研修実施責任者 

4.臨床研修指導医 

産婦人科  東千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
産婦人科部

長 
25 ○ 日本産婦人科学会専門医 070003601 4.臨床研修指導医 

産婦人科  東千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
産婦人科副

部長 
12 × 日本産婦人科学会専門医 070003601 上級医 

         

別紙４ 


