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３１． 臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等      病院施設番号：137312    臨床研修病院の名称： 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院  
 

 （NO.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） 

内科 北口 勝司 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 
循環器内科部長 32年 〇 

日本循環器病学会専門医、 

日本内科学会総合内科専門医 

平成 25年（第 107回）臨床研修指導医養成講習会受講 

（全国自治体病院協議会） 

137312101 

1,3,4 

内科 加藤 星河 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 

内分泌代謝内科

部長 
32年 〇 

日本糖尿病学会専門医、     

日本内科学会総合内科専門医 

第 25 回（平成 28 年度）京都大学医学部附属病院臨床

研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講（京大病院） 

137312101 

2,4 

内科 片岡 宏 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 

総合診療科 

部長 
30年 〇 

日本内科学会総合内科専門医 

第 20 回（平成 25 年度）京都大学医学部附属病院臨床

研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講（京大病院） 

137312101 

4 

内科 野本 尚 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 

総合診療科 

副部長 
25年 〇 

日本内科学会総合内科専門医 

第 21 回（平成 26 年度）京都大学医学部附属病院臨床

研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講（京大病院） 

137312101 

4 



別紙 4 
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（NO.2） 

  

内科 竹中 琴重 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 
HCU・CCU部長 23年 〇 

日本内科学会総合内科専門医 

日本循環器病学会専門医 

第 18 回（平成 25 年度）京都大学医学部附属病院臨床

研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講（京大病院） 

137312101 

4 

内科 藤田 亮子 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 

循環器内科 

副部長 
22年 〇 

日本内科学会総合内科専門医 

日本循環器病学会専門医 

日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会指導医 

第 24 回（平成 28 年度）京都大学医学部附属病院臨床

研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講（京大病院） 

137312101 

4 

内科 山本 貴士 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 

循環器内科 

医長 
14年 〇 

第 23 回（平成 27 年度）京都大学医学部附属病院臨床

研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講（京大病院） 
137312101 

4 

内科 高林 健介 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 

循環器内科 

医長 
10年 〇 

日本循環器病学会専門医、 

日本内科学会総合内科専門医 

日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会指導医 

第 27 回（平成 29 年度）京都大学医学部附属病院臨床

研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講（京大病院） 

137312101 

4 

内科 岡本 広太郎 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 

循環器内科 

副医長 
12年 〇 

第 26 回（平成 28 年度）京都大学医学部附属病院臨床

研修指導医のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講（京大病院） 
137312101 

4 
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（NO.3） 

内科 兒玉 光生 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 
神経内科部長 30年 〇 

日本神経内科学会専門医、・指導医 

日本臨床神経生理学会認定医 

日本内科学会総合内科専門医・指導医 

VHJ 機構指導医養成講習会（17 年度特定非営利活動法

人 VHJ 機構） 

137312101 

4 

内科 北岡 修二 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 
消化器内科医長 26年 〇 

日本消化器病学会専門医 

日本内科学会総合内科専門医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

18 年度近畿ﾌﾞﾛｯｸ医療技術研修「臨床研修医養成講習

会」（独立合成法人国立病院機構） 

137312101 

4 

救急科 竹中 洋幸 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 
救急部部長 23年 〇 

日本救急医学会専門医、 

日本循環器病学会専門医、 

日本内科学会総合内科専門医 

平成 25 年（第 107 回）臨床研修指導医養成講習会受講

（全国自治体病院協議会） 

137312101 

4 

外科 田中 満 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 
副院長 38年 〇 

日本外科学会認定専門医 

日本小児外科学会専門医 

日本病院会（20 年度）臨床指導医養成講習会受講（日

本病院会） 

137312101 

4 

外科 韓 秀炫 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 
外科部長 31年 〇 

日本外科学会認定専門医 

検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影認定医 

平成 18 年松江赤十字病院指導医講習会受講（松江赤十

字病院） 

137312101 

4 
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３１． 臨床研修指導医 （指導医） 等の氏名等      病院施設番号：137312    臨床研修病院の名称： 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院  
 

（NO.4） 

※ 「担当分野」欄には、様式８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、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。）。 
  
＊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 

 
※ 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。 

小児科 北川 康作 
国家公務員共済組合

連合会枚方公済病院 
小児科部長 33年 〇 

日本消化学会小児科専門医 

検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影認定医 

平成 25 年（第 107 回）臨床研修指導医養成講習会受

講（全国自治体病院協議会） 

137312101 

4 

病理 羽賀 博典 
京都大学医学部附属

病院 
病理診断科教授 21年 × 

日本病理学会専門医 
137312101 

 


