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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：　030334　　 臨床研修病院の名称：　福井赤十字病院　　　

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）

整形外科 髙木　治樹 福井赤十字病院 院長 44 ○
2003/11/22臨床研修指導医養成講習会（臨
床研修協議会・医療研修推進財団・厚生労
働省）

030334501（A）
030334502（B）
030334503（C）

3、4

神経内科 髙野　誠一郎 福井赤十字病院 副院長 34 ○
2008/3/16日本病院会臨床研修指導医養成講
習会、2013/10修推進財団　平成２５年度プ
ログラム責任者養成講習会

同上 1、4

内科 神谷　健一 福井赤十字病院 部長 37 ○
2010/1/31福井大学病院卒後臨床研修指導医
講習会

同上 4

内科 夏井　耕之 福井赤十字病院 部長 34 ○
2004/2/29京都大学医学部付属病院医師臨床
研修指導医講習会

同上 4

神経内科 今村　久司 福井赤十字病院 副部長 20 ○
2014/2/9日本病院会臨床研修指導医養成講
習会

同上 4

神経内科 早瀬　史子 福井赤十字病院 副部長 23 ○
2021/12/12福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

脳神経外科 西村　真樹 福井赤十字病院 部長 26 ○
2012/2/4於南和歌山医療センター医師臨床
研修指導医講習会

同上 4

脳神経外科 早瀬　睦 福井赤十字病院 部長 23 ○
2012/11/25福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

呼吸器内科 赤井　雅也 福井赤十字病院 部長 32 ○
2010/11/28福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

呼吸器内科 出村　芳樹 福井赤十字病院 部長 32 ○
2016/10/16日本赤十字社臨床研修指導医養
成講習会

同上 4

呼吸器内科 多田　利彦 福井赤十字病院 副部長 17 ○
2016/1/31日本赤十字社臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

呼吸器外科 松倉　規 福井赤十字病院 部長 33 ○
2011/12/11日本病院会臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

消化器内科 山崎　幸直 福井赤十字病院 部長 34 ○
2008/1/20福井大学病院卒後臨床研修指導医
講習会

同上 4

消化器内科 道上　学 福井赤十字病院 部長 32 ○
2008/1/20福井大学病院卒後臨床研修指導医
講習会

同上 4

消化器内科 里見　聡子 福井赤十字病院 部長 24 ○
2019/9/22日本赤十字社臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

消化器内科 松永　心祐 福井赤十字病院 部長 22 ○
2015/11/15福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

外科 廣瀬　由紀 福井赤十字病院 医師 42 ○
2008/9/14日本赤十字社臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

外科 田中　文恵 福井赤十字病院 部長 34 ○
2011/11/27福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

外科 川上　義行 福井赤十字病院 部長 32 ○
2018/2/4日本赤十字社臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

外科 青竹　利治 福井赤十字病院 部長 32 ○
2017/12/17福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

外科 土居　幸司 福井赤十字病院 部長 30 ○
2021/12/12福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

外科 吉羽　秀麿 福井赤十字病院 部長 29 ○
2013/11/10獨協医科大学越谷病院臨床研修
指導医養成講習会

同上 4

外科 加藤　成 福井赤十字病院 副部長 19 ○
2015/11/15福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

外科 平﨑　憲範 福井赤十字病院 副部長 18 ○
2016/11/5順天堂大学医学部附属病院臨床研
修指導医養成講習会

同上 4

循環器内科 吉田　博之 福井赤十字病院 部長 35 ○
2008/11/30福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

循環器内科 坪川　明義 福井赤十字病院 部長 33 ○
2005/2/20福井大学病院卒後臨床研修指導医
講習会

同上 4

循環器内科 皿澤　克彦 福井赤十字病院 部長 22 ○
2013/11/24福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

小児科 渡邉　康宏 福井赤十字病院 部長 26 ○
2017/9/3日本病院会臨床研修指導医養成講
習会

同上 4

小児科 玉村　宗一 福井赤十字病院 副部長 18 ○
2019/2/3日本赤十字社（名古屋第一赤十字
病院）臨床研修指導医養成講習会

同上 4

産婦人科 田嶋　公久 福井赤十字病院 部長 31 ○
2013/11/24福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

産婦人科 辻　隆博 福井赤十字病院 部長 29 ○
2014/2/9日本病院会臨床研修指導医養成講
習会

同上 4

産婦人科 山田　しず佳 福井赤十字病院 医師 11 ○
2013/4/30臨床研修指導医養成講習会（臨床
研修協議会・医療研修推進財団・厚生労働
省）

同上 4

整形外科 高塚　和孝 福井赤十字病院 部長 39 ○
2004/2/29福井大学病院卒後臨床研修指導医
講習会

同上 4

整形外科 淺野　太洋 福井赤十字病院 部長 31 ○
2010/2/21日本赤十字社臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

整形外科 髙嶋　理 福井赤十字病院 部長 31 ○
2014/11/16日本病院会臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

整形外科 小田　竜治 福井赤十字病院 副部長 22 ○
2022/2日本赤十字社臨床研修指導医養成講
習会

同上 4

形成外科 寺村　あずみ 福井赤十字病院 部長 19 ○ 2012/7/7VHJ機構臨床研修指導医養成講習会 同上 4
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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）

腎臓・泌尿器科 小松　和人 福井赤十字病院 副院長 37 ○
2008/2/2京都大学医学部付属病院医師臨床
研修指導医講習会

同上 4

腎臓・泌尿器科 伊藤　正典 福井赤十字病院 部長 36 ○
2011/11/27福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

眼科 小堀　朗 福井赤十字病院 部長 31 ○
2008/11/30福井大学病院卒後臨床研修指導
医講習会

同上 4

耳鼻咽喉科 大澤　陽子 福井赤十字病院 部長 24 ○
2015/10/11日本赤十字社臨床研修指導医養
成講習会

同上 4

放射線科 楢林　正流 福井赤十字病院 副部長 19 ○
2021/9/19日本赤十字社臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

放射線科 野口　正人 福井赤十字病院 名誉院長 50 ○
1998/12/12臨床研修指導医養成講習会（臨
床研修協議会・医療研修推進財団・厚生労
働省）

同上 4

病理診断科 大越　忠和 福井赤十字病院 部長 21 ☓ 同上 上級医

麻酔科 田邉　毅 福井赤十字病院 医師 39 ○
2006/10/1日本赤十字社臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

麻酔科 福岡　直 福井赤十字病院 部長 32 ○
2007/9/30日本赤十字社臨床研修指導医養成
講習会

同上 4

麻酔科 白塚　秀之 福井赤十字病院 部長 26 ○
2006/1/15聖路加国際病院臨床研修指導医講
習会

同上 4

麻酔科 田中　弓子 福井赤十字病院 副部長 24 ○
2005/3/5金沢医科大学病院臨床研修指導医
養成ワークショップ

同上 4

救急部 嶋田　喜充 福井赤十字病院 部長 35 ○
2006/12/1福井大学病院卒後臨床研修指導医
講習会

同上 4

総合内科 吉田幸彦
日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第二病院

副院長 33 ○

医学博士、日本循環器学会認定循環器専門
医、日本内科学会総合内科専門医・認定内
科医、日本医師会認定産業医、日本不整脈
心電学会認定不整脈専門医、植込み型除細
動器（ICD）/ペーシングによる心不全治療
（CRT）研修証、日本病院会医療安全管理者
認定証
指導医講習会受講済

030334501（A）
030334503（C）

3、4

循環器内科 稲田眞治
日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第二病院

第一救急科部長 29 ○

日本救急医学会指導医・救急科専門医・評
議員、脳死・臓器組織移植に関する委員
会、日本臨床救急医学会評議員、日本集団
災害医学会評議員、日本中毒学会認定クリ
ニカル・トキシコロジスト、日本集中治療
医学会専門医、麻酔科標榜医、ICLSコース
ディレクター、JPTEC中部世話人、JATECイ
ンストラクター、日本DMAT隊員、統括
DMAT、日本DMATインストラクター、MCLS管
理世話人、ISLSファシリテーター、愛知県
救急搬送対策協議会、愛知県救急業務高度
化推進協議会同外傷・災害対応検討委員
会、名古屋市メディカルコントロール協議
会副会長、愛知県医師会救急委員会　愛知
県本部災害医療コーディネーター、県災害
拠点病院協議会、県統括医療調整部会、県
DMAT運営部会、愛知DMAT研修WG、愛知DMAT
広域医療搬送WG、愛知DMATロジスティック
WG、愛知県原子力災害対策推進ワーキング
コーディネーター、社会医学系専門医・指
導医、指導医講習会受講済(H21指導医のた

同上 4

救急科 福田徹
日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第二病院

医長 15 ○

日本救急医学会専門医、日本プライマリ・
ケア連合学会指定医・認定医、日本中毒学
会認定クリニカル・トキシコロジスト、指
導医講習会受講済( H27　第7回「指導医の
ための教育ワークショップ」)

同上 4

救急科 神原淳一
日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第二病院

医長 15 ○
日本救急医学会専門医､日本DMAT隊員、指導
医講習会受講済( H27　第7回「指導医のた
めの教育ワークショップ」)

同上 4

救急科 加藤久晶
日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第二病院

第二救急科部長 23 ○
日本救急医学会救急科専門医・指導医、日
本外傷学会外傷専門医、日本熱傷学会熱傷
専門医、指導医講習会受講済

同上 4

救急科 丸山寛仁
日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第二病院

医師 11 ○
日本救急医学会救急科専門医、指導医講習
会受講済

同上 4

救急科 五十嵐一憲
日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第二病院

医師 16 ○
日本救急医学会救急科専門医、麻酔科標榜
医、日本麻酔科学会麻酔科認定医、日本航
空医療学会認定指導者、指導医講習会受講

同上 4

救急科 内田敦也
日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第二病院

医師 7 × 日本救急医学会救急科専門医 上級医

救急 髙階　謙一郎 京都第一赤十字病院
救命救急センター
長

37年 ○ 指導医養成講習会（詳細不明） 同上 4

救急 竹上　徹郎 京都第一赤十字病院 診療科部長 28年 ○ 指導医養成講習会（第4回京都府医師会） 同上 4
救急 安　炳文 京都第一赤十字病院 診療科部長 24年 ○ 指導医養成講習会（第1回大阪赤十字病院） 同上 4

救急 堀口　真仁 京都第一赤十字病院 診療科副部長 23年 ○
指導医養成講習会（第2回京都大学医学部附
属病院）

同上 4

救急 春藤　啓介 京都第一赤十字病院 医師 36年 ○ 指導医養成講習会（VHJ機構） 同上 4
救急 布施　貴司 京都第一赤十字病院 医師 18年 ○ 指導医養成講習会（第14回京都府医師会） 同上 4
救急 榎原　巨樹 京都第一赤十字病院 医師 12年 ○ 指導医養成講習会（第23回日本赤十字社） 同上 4
救急 岡田　信長 京都第一赤十字病院 医師 13年 ○ 指導医養成講習会（詳細不明） 同上 4
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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 伊藤　和史 京都大学医学部附属病院 特定教授 37 〇

平成16年臨床研修指導医養成講習会（四病
院団体協議会主催）修了
平成20年プログラム責任者養成講習会（医
療研修推進財団主催）修了

京都大学医学部
附属病院群Aプロ
グラム
京都大学医学部
附属病院群Bプロ
グラム
京都大学医学部
附属病院群Cプロ
グラム
京都大学医学部
附属病院群産科
重点プログラム
京都大学医学部
附属病院群小児
科重点プログラ
ム
京都大学医学部
附属病院群特別
プログラム

3.4

精神科 植野　司 京都大学医学部附属病院 特定病院助教 17 〇
第２回岐阜県医師育成・確保コンソーシア
ム臨床研修指導医講習会修了

同上 4

産婦人科 堀江　昭史 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 22 〇
第20回京都大学医学部附属病院医師臨床研
修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

小児科 八角　高裕 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 28 〇
平成２１年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

外科 肥田　侯矢 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 24 〇
平成２２年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

精神科 村井　俊哉 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 30 〇 第3回臨床研修指導医講習会修了 同上 4

内科 武藤　学 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 30 〇
第１７回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プ修了

同上 4

内科 尾野　亘 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 30 〇
平成１８年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

放射線部 山本　　憲 京都大学医学部附属病院 講師 26 〇
第54回新臨床研修指導医養成講習会（社団
法人全国自治体病院協議会社団法人全国国
民健康保険診療施設協議会）修了

同上 4

放射線部 磯田　裕義 京都大学医学部附属病院 特定教授 32 〇
平成２１年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

内科 今井　晶 京都大学医学部附属病院 特定助教 21 〇
平成２２年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

内科 大橋　真也 京都大学医学部附属病院 特定准教授 24 〇
第２９回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プ修了

同上 4

脳神経外科 石井　暁 京都大学医学部附属病院 特定准教授 25 〇
平成２２年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

外科 山田　義人 京都大学医学部附属病院 特定病院助教 21 〇
第２９回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プ修了

同上 4

内科 堀松　高博 京都大学医学部附属病院 特定講師 19 〇
第14回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プ修了

同上 4

内科 井上　真由美 京都大学医学部附属病院 特定教授 29 〇
第22回臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了

同上 4

外科 中島　大輔 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 20 〇
第２８回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

耳鼻咽喉科 山本　典生 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 26 〇
平成２０年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

外科 大角　明宏 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 26 〇
第２８回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

放射線部 井上　実 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 15 〇
第２９回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プ修了

同上 4

その他 新井　康之 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 15 〇
第２９回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プ修了

同上 4

内科 加藤　貴雄 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 21 〇
第２４回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プ修了

同上 4

整形外科 栗山　新一 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 24 〇
第２４回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プ修了

同上 4

集中治療部・麻酔科川本　修司 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 16 〇
第23回臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了

同上 4

内科 眞木　崇州 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 21 〇
第23回臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了

同上 4

産婦人科 千草　義継 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 18 〇
第２４回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プ修了

同上 4

外科 角田　茂 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 23 〇
全国自治体病院協議会主催第８３回臨床研
修指導医養成講習会修了

同上 4

小児科 馬場　志郎 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 23 〇
平成19年度第2回京都大学医学部附属病院医
師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

内科 吉藤　元 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 24 〇
平成２２年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

精神科 諏訪　太朗 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 22 〇
平成２１年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

内科 北脇　年雄 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 25 〇
平成２２年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

産婦人科 加藤　格 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 18 〇
第１６回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

外科 秦　浩一郎 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 26 〇
第１５回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プ修了

同上 4

精神科 挾間　雅章 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 24 〇
第１５回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プ修了

同上 4

皮膚科 江川　形平 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 20 〇
平成２１年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

放射線部 吉村　通央 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 23 〇
第14回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プ修了

同上 4

放射線部 坂中　克行 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 17 〇
第１７回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プ修了

同上 4

内科 笹井　蘭 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 19 〇
第１６回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

整形外科 大槻　文悟 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 24 〇
第１９回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

内科 佐藤　篤靖 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 22 〇
第21回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プ修了

同上 4

内科 白川　康太郎 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 22 〇
第20回京都大学医学部附属病院医師臨床研
修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

脳神経外科 舟木　健史 京都大学医学部附属病院 特定講師 20 〇
第14回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プ修了

同上 4
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内科 塩見　紘樹 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 16 〇
第２９回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プ修了

同上 4

内科 石井　輝 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 17 〇
第２４回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プ修了

同上 4

内科 渡部　宏俊 京都大学医学部附属病院 特定病院助教 16 〇
第２８回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

内科 中田　紘介 京都大学医学部附属病院 特定病院助教 16 〇
第２８回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

外科 板谷　喜朗 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 17 〇
第２７回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プ修了

同上 4

内科 堀江　貴裕 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 21 〇
第２８回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

その他 近藤　祥司 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 29 〇
平成１８年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

外科 濱路　政嗣 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 20 〇
第２７回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プ修了

同上 4

精神科 鶴身　孝介 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 19 〇
第２９回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プ修了

同上 4

泌尿器科 赤松　秀輔 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 20 〇
第23回臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了

同上 4

内科 小林　勝哉 京都大学医学部附属病院 特定病院助教 16 〇
第23回臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了

同上 4

放射線部 伏見　育崇 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 24 〇
第１７回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プ修了

同上 4

内科 妹尾　浩 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 30 〇
平成２０年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

外科 小川　絵里 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 20 〇
第２４回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プ修了

同上 4

小児科 才田　聡 京都大学医学部附属病院 特定病院助教 18 〇
第20回京都大学医学部附属病院医師臨床研
修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

内科 北脇　桃子 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 25 〇
平成１８年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

放射線部 中本　裕士 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 30 〇
平成19年度第2回京都大学医学部附属病院医
師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

内科 髙井　淳 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 20 〇
第23回臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了

同上 4

内科 綾木　孝 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 17 〇 平成２６年度医師臨床研修指導医講習会修 同上 4

内科 渡邉　真 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 20 〇
第３０回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

内科 坂井　薫 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 20 〇
第１９回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プ修了

同上 4

その他 岡田　知久 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 31 〇
平成２２年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

精神科 吉原　雄二郎 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 19 〇
第３０回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

精神科 磯部　昌憲 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 16 〇
第２８回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

耳鼻咽喉科 岸本　曜 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 20 〇
第23回臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了

同上 4

形成外科 津下　到 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 15 〇
第２７回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プ修了

同上 4

放射線部 丹羽　恵 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 13 〇
第２９回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プ修了

同上 4

整形外科 河井　利之 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 18 〇
第２８回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

形成外科 森本　尚樹 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 28 〇
平成19年度第1回京都大学医学部附属病院医
師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

集中治療部・麻酔科田中　具治 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 23 〇
平成２２年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

その他 加藤　源太 京都大学医学部附属病院 准教授 23 〇
第14回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プ修了

同上 4

その他 森　由希子 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 23 〇
第１９回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

放射線部 矢野　正子 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 25 〇
第14回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プ修了

同上 4

産婦人科 山口　建 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 22 〇
第１６回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

脳神経外科 菊池　隆幸 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 21 〇
第１５回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プ修了

同上 4

放射線部 溝脇　尚志 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 32 〇
平成１７年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

その他 南口　早智子 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 27 〇
平成２０年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

その他 松村　由美 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 27 〇
平成１８年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

小児科 平松　英文 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 28 〇
平成２２年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

救急部門 大鶴　繁 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 23 〇
平成１８年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

内科 静田　聡 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 27 〇
平成19年度第1回京都大学医学部附属病院医
師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

外科 小濵　和貴 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 26 〇
平成19年度第2回京都大学医学部附属病院医
師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

脳神経外科 荒川　芳輝 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 24 〇
平成２１年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

内科 吉富　啓之 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 26 〇
平成２１年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

内科 中川　靖章 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 27 〇
第１６回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

内科 原田　範雄 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 25 〇
第３０回京都大学医学部附属病院医師臨床
研修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

外科 河田　健二 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 25 〇
平成２１年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

精神科 宮田　淳 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 22 〇
平成２１年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

泌尿器科 小林　恭 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 23 〇
第１７回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プ修了

同上 4

産婦人科 濵西　潤三 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 22 〇
第22回臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了

同上 4

内科 杉山　寧子 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 21 〇
平成２１年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4
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外科 久森　重夫 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 21 〇
第20回京都大学医学部附属病院医師臨床研
修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

小児科 梅田　雄嗣 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 25 〇
第１５回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プ修了

同上 4

内科 山下　浩平 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 28 〇
平成１８年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

眼科 辻川　明孝 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 28 〇
平成２０年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

その他 田村　寛 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 23 〇
平成２１年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

内科 藤倉　純二 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 26 〇
第14回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プ修了

同上 4

内科 金井　雅史 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 27 〇 第108回臨床研修指導医養成講習会修了 同上 4

整形外科 池口　良輔 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 28 〇
平成２０年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

放射線部 鈴木　綾 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 15 〇
第２９回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プ修了

同上 4

内科 福田　晃久 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 24 〇
第20回京都大学医学部附属病院医師臨床研
修指導医のためのワークショップ修了

同上 4

精神科 杉田　尚子 京都大学医学部附属病院 大学院担当助教 17 〇
第21回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プ修了

同上 4

外科 山﨑　和裕 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 28 〇
平成２１年度第２回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

その他 吉澤　明彦 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 24 〇
平成19年度第1回京都大学医学部附属病院医
師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

眼科 三宅　正裕 京都大学医学部附属病院 特定講師 15 〇
第２７回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プ修了

同上 4

その他 梁瀬　まや 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 15 〇
第22回臨床研修指導医のためのワーク
ショップ修了

同上 4

内科 山門　穂高 京都大学医学部附属病院 特定准教授 21 〇
平成２１年度第１回京都大学医学部附属病
院医師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

外科 伊藤　孝司 京都大学医学部附属病院 大学院担当講師 23 〇
第１７回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プ修了

同上 4

放射線部 松尾　幸憲 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 22 〇
平成19年度第1回京都大学医学部附属病院医
師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

外科 瀬尾　智 京都大学医学部附属病院 大学院担当准教授 25 〇
第21回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プ修了

同上 4

内科 髙折　晃史 京都大学医学部附属病院 大学院担当教授 35 〇
平成19年度第1回京都大学医学部附属病院医
師臨床研修指導医講習会修了

同上 4

精神科 松原　六郎
公益財団法人
松原病院

代表理事 44 ○ 精神保健指定医
030334501（A）
030334503（C）

3、4

精神科 山森　正二
公益財団法人
松原病院

33 ○
Ｈ19東日本地区精神科七者懇「臨床研修指
導医講習会受講」

同上 3、4

精神科 山田　淳二
公益財団法人
松原病院

院長 25 × 精神保健指定医 同上 上級医

精神科 伊崎　公徳
公益財団法人
松原病院

顧問 62 × Ｈ15第２回臨床研修指導医養成研修受講 同上 上級医

精神科 籔内　孝子
公益財団法人
松原病院

顧問 16 ○ 精神保健指定医 同上 4

精神科 堀内　真希
公益財団法人
松原病院

顧問 20 ○ 精神保健指定医 同上 4

心臓血管外科 堤　泰史 福井循環器病院
医療総合マネー
ジャー

41 × 心臓血管外科修練指導者 同上 3

心臓血管外科 流郷　昌裕 福井循環器病院
心臓血管外科　部
長

25 × 心臓血管外科修練指導者 同上 上級医

地域医療 津向　伸哉
越前町国民健康保険織田病
院

管理者 33 ○

日本整形外科学会認定医
日本整形外科学会運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医
日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ
日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合学会認定指導医
平成16年第11回新臨床研修指導医養成講習
会受講(全国国民健康保険診療施設協議会・
全国自治体病院協議会)

同上 4

地域医療 根本　朋幸
越前町国民健康保険織田病
院

病院長 30 ○

医学博士(H9　金沢大学)
日本内科学会　総合内科専門医・指導医
日本消化器学会　専門医・支部評議員
日本肝臓学会　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
日本医師会　認定産業医

同上 3、4

保健医療行政 武藤　眞 福井県赤十字血液センター 所長 42 ○ 臨床研修指導医講習 同上 3、4

保健医療行政 大西　良之 丹南健康福祉センター 所長 4 ○
H17.2.20福井県地域保健福井市医会主催福
井県臨床研修指導医セミナー受講

同上 3、4

地域医療 秋野　裕信 JCHO若狭高浜病院 院長 41 ×
日本泌尿器科学会認定専門医・指導医、日
本がん治療認定医機構がん治療認定医、日
本排尿機能学会専門医

同上 3、上級医

地域医療 三浦　正博 JCHO若狭高浜病院 医師 53 ×
日本透析医学会専門医、産業医、日本プラ
イマリケア連合学会指導医

同上 上級医

地域医療 海透　優太 JCHO若狭高浜病院
整形外科医長(臨床
研修センター長)

12 × 日本プライマリケア連合学会指導医 同上 上級医

精神科 中川　博幾 医療法人福仁会　福仁会病 理事長兼院長 39 × 同上 3

精神科 福島　慎二
医療法人福仁会　福仁会病
院

常勤医師 27 〇
2019/6/12信州蓼科医師卒後教育ワーク
ショップ2019

同上 4

地域医療 森　満穂 池田町診療所 所長 19 〇
H27.11.15平成27年度福井大学病院卒後臨床
研修指導医講習会受講

同上 3、4

精神科 杉坂　夏子
医療法人 厚生会 福井厚生
病院

センター長 26 〇
精神保健指定医、日本精神神経学会精神科
専門医、2019/6/29信州蓼科医師卒後教育
ワークショップ2019

同上 3、4

精神科 三崎　究
医療法人 厚生会 福井厚生
病院

精神科部長 36 ×

日本精神神経学会精神科医専門医、日本総
合病院精神医学会認定、一般病院連携精神
医学専門医・指導医、日本睡眠学会睡眠医
療認定医師

同上 上級医

地域医療 萩野　正樹
南越前町国民健康保険今庄
診療所

所長 34 ○

日本医師会認定産業医、介護支援専門員、
日本プライマリケア連合学会認定医・指導
医、Ｈ23年度福井大学病院指導医講習会受
講、福井大学病院総合診療領域特任指導医
講習会受講

同上 3、4

精神科 小坂　浩隆 福井大学病院 教授 23 ○
精神科指導医、H17福井大学指導医講習会受
講

同上 4

精神科 大森　一郎 福井大学病院 准教授 22 ○
精神科指導医、第95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）

同上 4

精神科 水野　智之 福井大学病院 講師 16 ○
精神科指導医、H24福井大学病院卒後臨床研
修指導医講習会受講

同上 4
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精神科 上野　幹二 福井大学病院 講師 13 ○
精神科指導医、R3.12福井大学指導医講習会
受講

同上 4

精神科 武藤　悠平 福井大学病院 助教 8 ○ R1福井大学指導医講習会受講 同上 4

内科 吉岡秀幸 京都逓信病院 院長 39 ○
日本内科学会認定医・責任指導医、日本老
年医学会専門医・指導医・代議員、日本消
化器病学会専門医・責任指導医・評議員

030334502（B） 4

内科 南部　拓央 京都逓信病院 部長 23 ○
日本内科学会認定医、日本内科学会総合内
科専門医、日本内分泌学会専門医、日本糖
尿病学会専門医

同上 4

耳鼻咽喉科 小島　憲 京都逓信病院 部長 30 ○
日本耳鼻咽喉科学会認定専門医・指導医、
補聴器適合判定医師、補聴相談医

同上 4

地域医療
整形外科

西島　直城 丹後中央病院 病院長 52 ×
整形外科学会　　　　　　　　　　　　専
門医・指導医

同上 3、上級医

地域医療
外科

藤田　眞一 丹後中央病院 副院長 39 ×
外科学会
専門医・認定医

同上 上級医

地域医療
消化器内科

濵田　暁彦 丹後中央病院
消化器内科主任部
長

22 ×
消化器内視鏡学会　　　　　　　　　専門
医・指導医

同上 上級医

地域医療 藤本　眞次 大宅診療所 所長 41 × アレルギー専門医、認定内科医 同上 上級医
地域医療 中川　裕美子 京都民医連あすかい病院 院長 40 × アレルギー専門医,認定内科医 同上 上級医

地域医療 磯野　理 京都民医連あすかい病院 院長 39 ×
認定内科医,リハビリテーション専門医・指
導医,認定内科医

同上 上級医

地域医療 後藤　広亮 京都民医連あすかい病院 14 ×
リハビリテーション専門医　プライマリ・
ケア認定医

同上 上級医

地域医療 宮川　卓也 京都民医連あすかい病院 病棟医長 16 ○ 家庭医療専門医　プライマリ・ケア指導医 同上 4

地域医療 武田　英希 京都民医連あすかい病院 17 ○
総合内科専門医　プライマリ・ケア認定
医・指導医

同上 4

地域医療 及川　雄悦
奥州市国民健康保険まごこ
ろ病院

院長 38 ○ 第24回新臨床研修指導医講習会受講済 同上 3、4

地域医療 八鍬　誠
奥州市国民健康保険まごこ
ろ病院

副院長 40 ○
第３回岩手県医師臨床研修指導医講習会受
講済

同上 4

地域医療 伊藤　正博 奥州市国民健康保険まごころ病院 副院長兼内科長兼循環器科長32 ○
第36回新臨床研修指導医養成講習会受講
済、内科専門医、循環器科専門医

同上 4

地域医療 小幡　鈜 奥州市国民健康保険まごころ病院 内科医長 12 ○ 第135回新臨床研修指導医講習会受講済 同上 4
内　科 齊藤　稔哲 気仙沼市立本吉病院 院長 28 ○ 日本小児科学会専門医 同上 3、4
総合診療 金井伸行 金井病院 理事長 23 ○ 総合内科専門医・日本救急医学会専門医・臨床研修指導医同上 4

整形外科 三浦清司 金井病院 院長 33
日本整形外科学会　整形外科専門医・リウ
マチ医・スポーツ医

同上 上級医

在宅・往診 戸城仁一 金井病院 総合診療科部長 27 ○
日本プライマリケア学会認定指導医・日本
医師会認定産業医

同上 3,4

整形外科 劉　和輝 金井病院 整形外科部長 24
日本整形外科学会　整形外科専門医・リウ
マチ医・スポーツ医

同上 上級医

総合診療 南　麻弥 金井病院 総合診療科副部長 23 ○
日本内科学会認定内科医・日本消化器病学
会消化器病専門医

同上 4

総合診療 西尾真季 金井病院 総合診療科医長 16 日本プライマリ・ケア連合学会認定医 同上 上級医

総合診療 松島和樹 金井病院 総合診療科医長 11 ○
日本プライマリ・ケア連合学会　家庭医療
専門医・指導医・日本内科学会 認定内科医

同上 4

総合診療 和田幹生 金井病院 家庭医療副セン 19 ○ 日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医 同上 4
総合診療 大阿久達郎 金井病院 総合診療科医師 22 × 認知症サポート医 同上 上級医
総合診療 上月　圭 金井病院 総合診療科医師 10 × 日本内科学会内科認定医 同上 上級医

健診部門 金沢裕一 金井病院 ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ医師31 ×
日本医師会認定産業医・人間ドック認定
医・日本禁煙学会専門指導医

同上 上級医

地域医療 濱川　慶之 十条武田リハビリステーション　内科 部長 23 × 同上 3,上級医

地域医療 駒野　有希子
十条武田リハビリステー
ション　内科

医長 25 × 同上 上級医

地域医療 森　崇英 愛寿会同仁病院 病院長 61 × 同上 3
地域医療 稲垣　末次 愛寿会同仁病院 副院長 41 × 同上 上級医
地域医療 谷　雅彦 愛寿会同仁病院 内科部長 39 × 同上 上級医
地域医療 稲富　直子 愛寿会同仁病院 消化器科部長 32 × 同上 上級医
地域医療 金田　祥平 愛寿会同仁病院 呼吸器内科医長 14 × 同上 上級医

地域医療 上田　朋宏
医療法人朋友会
泌尿器科上田クリニック

理事長
院長 35 ○

泌尿器科専門医、「日本医師会　第5回指導
医のための教育ワークショップ」（京都府
医師会）
2009年11月11日、12日開催

同上 3

地域医療 石田　仁志 水無瀬病院
副院長
整形外科部長 34 ○

日本整形外科学会専門医
(登録番号:110896号)
日本整形外科学会
リウマチ医
(認定番号:4708)
日本整形外科学会認定
運動器リハビリテーション医(認定番
号:798)

同上 3,4

※　「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。


