
（No.１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３１１１２     臨床研修病院の名称：高岡市民病院         

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） 

外科 薮下 和久 高岡市民病院 病院長 ３９年 ○ 

日本外科学会専門医・指導医、日

本消化器病学会専門医、日本大腸

肛門病学会専門医・指導医、日本

消化器外科学会専門医・指導医、 

プライマリ･ケアの指導方法等に

関する講習会（特定研修第 4回臨

床研修指導医養成コース）修了、

平成 17 年度プログラム責任者養

成講習会（厚生労働省後援）修了、

第 1回「医師臨床研修制度・研修

管理委員会・委員長研修（特定研

修）」修了 

031112601 ４ 

救急部門 

麻酔科 
瀧  康則 高岡市民病院 主任部長 ３６年 ○ 

日本麻酔科学会専門医・指導医、

日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会専門医、日本

救急医学会救急科専門医、第 7回

臨床研修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了（富

山大学附属病院） 

031112601 ４ 

救急部門 

麻酔科 
吉江 和佳 高岡市民病院 医師 ２０年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医 031112601 上級医 

救急部門 

麻酔科 
庄田 佳未 高岡市民病院 部長 １２年 × 日本麻酔科学会専門医 031112601 上級医 

 

別紙４ 
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内科 平田 昌義 高岡市民病院 担当局長 ３９年 ○ 

日本内科学会総合内科専門医･指導

医、日本腎臓学会専門医・指導医、

日本透析医学会専門医、平成 13 年

度（第 1回）金沢大学医学部付属病

院及び関連病院研修指導医養成ワ

ークショップ修了 

031112601 ４ 

内科 東  滋 高岡市民病院 主任部長 ３５年 ○ 
富山大学附属病院臨床研修指導医

セミナー修了 
031112601 

 

４ 

 

内科 中橋 卓也 高岡市民病院 部長 １６年 × 
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 031112601 上級医 

内科 森 俊介 高岡市民病院 部長 １５年 ○ 

日本内科学会認定内科医・指導医、

日本糖尿病学会専門医、平成 29 年

度臨床研修医指導医養成ワークシ

ョップ（一般社団法人石川県地域医

療支援センター） 

031112601 ４ 

内科 橋本 政史 高岡市民病院 医長 １２年 × 
日本内科学会認定医、日本循環器学

会循環器専門医 
031112601 上級医 

内科 鈴木 一如 高岡市民病院 医長 ９年 × 日本内科学会認定内科医 031112601 上級医 

内科 鈴木 舞 高岡市民病院 医長 ９年 × 日本内科学会認定内科医 031112601 上級医 

神経内科 根上 利宏 高岡市民病院 主任部長 ３９年 ○ 

日本内科学会認定内科医・指導医、

日本神経学会専門医・指導医、日本

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会認定臨床医、第

14 回臨床研修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了

（富山大学附属病院） 

031112601 ４ 

 



（No.３） 
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消化器内科 伊藤 博行 高岡市民病院 
理事・ 

副院長 
３６年 ○ 

日本内科学会総合内科専門医・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、日本肝臓学会専門医、臨床

研修指導医講習会修了 

031112601 ４ 

消化器内科 中谷 敦子 高岡市民病院 主任部長 ３１年 ○ 

日本内科学会総合内科専門医・指導

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、日本ヘリ

コバクター学会ピロリ菌感染症認

定医、日本プライマリ・ケア連合学

会認定医・指導医、平成 22 年度臨

床研修指導医養成講習会修了（社団

法人全国社会保険協会連合会）、平

成 26 年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習

会（厚生労働省後援）修了 

031112601 １、４ 

消化器内科 大澤 幸治 高岡市民病院 主任部長 ２８年 ○ 

日本内科学会総合内科専門医・指導

医、日本心身医学会認定医、日本消

化器内視鏡学会専門医、日本消化器

病学会専門医、日本医師会認定産業

医、第 12 回臨床研修指導医養成ｾﾐ

ﾅｰ修了（富山大学附属病院） 

031112601 ４ 

消化器内科 蓮本 祐史 高岡市民病院 主任部長 ２１年 ○ 

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、日本プライマリ・

ケア連合学会プライマリ・ケア認定

医、臨床研修指導医（富山大 2515） 

031112601 ４ 

消化器内科 渕野 真代 高岡市民病院 医長 ９年 × 日本内科学会認定内科医 031112601 上級医 
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精神科 橘 博之 高岡市民病院 主任部長 ２９年 ○ 

精神保健指定医、日本精神神経学

会専門医・指導医、 

平成 17年度近畿地区精神科七者懇

「臨床研修指導医講習会」（第 1回）

修了 

031112601 ４ 

精神科 平尾 直久 高岡市民病院 主任部長 ２６年 ○ 
精神保健指定医、日本精神神経外

科学会専門医・指導医、第 17回臨

床研修指導医養成ｾﾐﾅｰ（富大） 

031112601 

 

４ 

 

精神科 相馬 大輝 高岡市民病院 医長 ７年 ×  031112601 上級医 

小児科 辻 春江 高岡市民病院 主任部長 ３３年 ○ 

日本小児科学会専門医・指導医、

日本小児循環器学会専門医、一般

社団法人石川県地域医療支援セン

ター主催平成 28年度臨床研修指導

医養成ワークショップ修了 

031112601 ４ 

小児科 野口 正 高岡市民病院 主任部長 ２８年 〇 

日本小児科学会小児科専門医、日

本感染症学会感染症専門医、日本

感染症学会感染症指導医、抗菌化

学療法指導医、臨床研修指導医（第

２回富山県立中央病院第 19号） 

031112601 ４ 

緩和ケア

内科 
中山 啓 高岡市民病院 部長 １５年 〇 

日本外科学会専門医、日本消化器

外科学会専門医、臨床研修指導医

（石川県地域医療支援センター

44） 

031112601 ４ 
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外科 福島 亘 高岡市民病院 副院長 ３４年 ○ 

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、日本乳癌学

会専門医、日本臨床腫瘍学

会暫定指導医、日本がん治

療認定医機構がん治療認

定医・暫定教育医、平成 20

年度臨床研修指導医養成

ワークショップ修了（石川

県地域医療支援センター） 

031112601 ４ 

外科 堀川 直樹 高岡市民病院 主任部長 ３０年 ○ 

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、第 2回臨床研

修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了（富

山大学附属病院）、平成 24

年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講

習会（厚生労働省後援）修

了 

031112601 ３・４ 

外科 宮永 章平 高岡市民病院 部長 １６年 ○ 

日本外科学会専門医、日本

消化器病学会専門医、日本

がん治療認定医機構がん

治療認定医、2019年度臨床

研修指導医講習会修了（石

川県地域医療支援センタ

ー） 

031112601 ４ 

外科 福田 卓真 高岡市民病院 医長 １０年 × 日本外科学会専門医 031112601 上級医 

外科 飯田 優理香 高岡市民病院 医長 １０年 × 
日本外科学会専門医、検診

マンモグラフィ読影認定

医 

031112601 上級医 

外科 林 雅人 高岡市民病院 医長 ８年 × 日本外科学会専門医 031112601 上級医 
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胸部血管外

科 
横川 雅康 高岡市民病院 医療局長 ４０年 ○ 

日本外科学会専門医・指導医、心

臓血管外科専門医認定機構心臓

血管外科専門医・指導医、第 5回

臨床研修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了（富

山大学附属病院） 

031112601 ４ 

整形外科 中野 正人 高岡市民病院 担当局長 ３１年 ○ 

日本整形外科学会整形外科専門

医・脊椎脊髄病医・認定リウマチ

医、日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄

外科指導医、平成 16 年度第 1 回

臨床研修指導医養成セミナー修

了（富山医科薬科大学附属病院） 

031112601 ４ 

整形外科 藤田 雄介 高岡市民病院 主任部長 ２９年 ○ 
日本整形外科学会整形外科専門

医、臨床研修指導医講習会修了 
031112601 ４ 

整形外科 近藤 美穂 高岡市民病院 医長 ９年 ×  031112601 上級医 

整形外科 今井 達朗 高岡市民病院 医長 ８年 ×  031112601 上級医 

整形外科 八島 悠至 高岡市民病院 医長 ７年 ×  031112601 上級医 

形成外科 榎本 仁 高岡市民病院 主任部長 ２６年 ○ 
第 14 回臨床研修指導医養成ｾﾐﾅｰ

修了（富山大学附属病院） 
031112601 ４ 

泌尿器科 林 典宏 高岡市民病院 主任部長 ２６年 ○ 

日本泌尿器科学会専門医・指導

医、日本泌尿器内視鏡学会技術認

定医、第 14 回臨床研修指導医養

成ｾﾐﾅｰ修了（富山大学附属病院） 

031112601 ４ 

泌尿器科 林 哲章 高岡市民病院 医長 ８年 × 
日本泌尿器科学会専門医、日本泌

尿器内視鏡ロボテックス学会 
031112601 上級医 
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皮膚科 森 直哉 高岡市民病院 部長 １２年 〇 
日本皮膚科学会専門医、第 14 回臨

床研修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了（富山大

学附属病院） 

031112601 ４ 

産婦人科 脇 博樹 高岡市民病院 主任部長 ３７年 ○ 

日本産科婦人科学会専門医・指導

医、日本産科婦人科内視鏡学会腹腔

鏡技術認定医、第 14 回臨床研修指

導医養成ｾﾐﾅｰ修了（富山大学附属病

院） 

031112601 ４ 

産婦人科 山﨑 悠紀 高岡市民病院 部長 １９年 ○ 

日本産科婦人科学会専門医・指導

医、日本産科婦人科内視鏡学会腹腔

鏡技術認定医、日本女性医学会女性

ヘルスケア専門医、2019 年度臨床

研修指導医講習会修了（石川県地域

医療支援センター） 

031112601 ４ 

産婦人科 牛島 倫世 高岡市民病院 部長 １６年 × 

日本産科婦人科学会専門医・指導

医、日本臨床細胞学会専門医・指導

医、日本がん治療認定医機構がん治

療認定医、日本産科婦人科内視鏡学

会腹腔鏡技術認定医 

031112601 上級医 

眼科 加藤 剛 高岡市民病院 主任部長 ３４年 ○ 
日本眼科学会専門医・指導医、臨床

研修指導医養成ワークショップ修

了 

031112601 ４ 

耳鼻咽喉

科 
北川 典子 高岡市民病院 部長 １８年 ○ 

日本耳鼻咽喉科学会専門医、 

平成 25 年度臨床研修指導医養成ワ

ークショップ修了（石川県地域医療

支援センター） 

031112601 ４ 
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放射線科 寺山 昇 高岡市民病院 担当局長 ３２年 〇 

日本医学放射線学会放射線

診断専門医、日本ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾅ

ﾙﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰ学会専門医、検診

マンモグラフィ読影認定医、

臨床研修指導医講習会修了 

031112601 ４ 

放射線科 小林 佳子 高岡市民病院 主任部長 ２６年 ○ 

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、検診乳がん

超音波認定医、第 10 回臨床

研修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了（富

山大学附属病院） 

031112601 ４ 

放射線科 坊 小百合 高岡市民病院 部長 １５年 × 
日本医学放射線学会放射線

治療専門医、日本放射線腫瘍

学会放射線治療専門医 

031112601 上級医 

放射線科 中野 佑亮 高岡市民病院 医長 ７年 ×  031112601 上級医 

病理診断科 

病理部門 
林 伸一 高岡市民病院 主任部長 ２５年 ○ 

日本病理学会病理専門医・指

導医、日本臨床細胞学会専門

医・指導医、第 10 回臨床研

修指導医養成ｾﾐﾅｰ修了（富山

大学附属病院） 

031112601 ４ 

病理診断科 

病理部門 
三輪 重治 高岡市民病院 主任部長 ２４年 ○ 

日本病理学会病理専門医・指

導医、日本臨床細胞学会細胞

診専門医、第 10 回臨床研修

指導医養成ｾﾐﾅｰ修了（富山大

学附属病院） 

031112601 ４ 

 
※ 「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。 

 


