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呼吸器内科 西　　耕一 石川県立中央病院 診療部長 37 ○

日本内科学会認定医・総合内科専門医・指導医
日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医・指導医
日本アレルギー学会専門医・指導医
日本呼吸器学会専門医・指導医
日本感染症学会感染管理医・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
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本医師会産業医
日本禁煙学会禁煙専門医
日本結核病学会結核・抗酸菌症認定医・指導医
臨床研修指導医養成講習会（全国自治体病院協議会）受講済（平成19年1月

4

呼吸器内科 西辻　　雅 石川県立中央病院 診療部長 28 ○

日本内科学会認定医・総合内科専門医
日本呼吸器内視鏡学会専門医・指導医
日本アレルギー学会専門医・指導医
日本呼吸器学会専門医・指導医
日本感染症学会感染管理医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成21年8

4

呼吸器内科 谷　　まゆ子 石川県立中央病院 診療部医長 14 ○

日本内科学会認定医・総合内科専門医
日本呼吸器学会専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会（独立行政法人国立病院機構）受講済
（平成28年12月受講）

4

循環器内科 安田　敏彦 石川県立中央病院 診療部長 29 ○

日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会指導医
日本循環器学会循環器専門医
日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門医
心臓リハビリテーション学会心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導士
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成16年

4

循環器内科 三輪　健二 石川県立中央病院 診療部長 24 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本循環器学会循環器専門医
日本心血管インターベンション治療学会専門医
心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成20年

4

循環器内科 古荘　浩司 石川県立中央病院 診療部長 26 ○

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
日本不整脈心電学会不整脈専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成21年8

4

血液内科 山口　正木 石川県立中央病院 診療部長 35 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
日本血液学会専門医・指導医
日本輸血・細胞治療学会認定医
日本造血細胞移植学会認定医
臨床研修指導医養成講習会（全国自治体病院協議会）受講済（平成26年12

4

脳神経内科 山口　和由 石川県立中央病院 診療部長 34 ○
日本神経学会専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医・指導医
臨床研修指導医養成講習会（全国自治体病院協議会）受講済（平成21年7月

4

脳神経内科 松本　泰子 石川県立中央病院 診療部長 30 ○

日本神経学会専門医
日本内科学会総合内科専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援センター）受講済
（平成28年10月受講）

4

ﾘｳﾏﾁ科 中島　昭勝 石川県立中央病院 診療部長 40 ○

日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員
日本腎臓学会専門認定医・指導医・学術評議員
日本透析医学会専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成15年

4

腎臓内科・膠原病
内科

藤井　博 石川県立中央病院 診療部長 20 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員
日本腎臓学会腎臓専門医・指導医
日本透析医学会専門医・指導医
日本医師会産業医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成21年8

2,4

消化器内科 土山　寿志 石川県立中央病院 診療部長 28 ○

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
日本内科学会認定医・指導医
日本肝臓学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本カプセル内視鏡学会指導医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成21年8
月受講）

1,4

消化器内科 竹村　健一 石川県立中央病院 診療部長 21 ○

日本消化器病学会専門医
日本内科学会指導医・認定医
日本消化器内視鏡学会指導医・専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定
日本肝膵学会専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（令和2年2

4

消化器内科 吉田　尚弘 石川県立中央病院 診療部医長 19 ○

日本内科学会認定医・専門医・指導医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本カプセル内視鏡学会認定医
日本肝臓学会専門医
臨床研修指導医養成のためのワークショップ（金沢医科大学病院）受講済（平
成23年10月受講）

4

糖尿病・内分泌内
科

浅野　昭道 石川県立中央病院 診療部長 26 ○
日本内科学会総合内科専門医
日本糖尿病学会専門医・指導医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成15年

4

総合診療科 岡田　俊英 石川県立中央病院 院長 36 ○

日本内科学会認定内科・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・指導医
日本医師会認定産業医
日本臨床検査医学会臨床検査管理医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医
日本診療情報管理学会診療情報管理士
プログラム責任者養成講習会（臨床研修協議会）受講済（平成26年11月受

1,4

総合診療科 辻　重継 石川県立中央病院 診療部長 20 ○

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
日本内科学会認定医・専門医・指導医
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
日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成30年2

4

緩和ケア内科 脇田　重徳 石川県立中央病院 診療部医長 11 ○

日本内科学会認定医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器学会専門医
日本肝臓学会専門医
日本緩和医療学会指導医・認定医
日本遺伝性腫瘍学会遺伝性腫瘍専門医
研修指導者講習会（ＮＰＯ法人　日本緩和医療学会）受講済（令和元年11月

4

救急科 明星　康裕 石川県立中央病院 診療部長 37 ○

日本救急医学会救急科専門医
日本麻酔科学会指導医・麻酔専門医
日本ペインクリニック学会専門医
臨床研修指導医養成講習会（全国自治体病院協議会）受講済（平成19年12

4

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）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　　　　病院施設番号：　０３０３２５　　　　　　臨床研修病院の名称：　石川県立中央病院

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
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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）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　　　　病院施設番号：　０３０３２５　　　　　　臨床研修病院の名称：　石川県立中央病院

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

救急科 太田　圭亮 石川県立中央病院 診療部長 30 ○

日本救急医学会救急科専門医
日本麻酔科学会専門医
日本集中治療学会専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成20年

4

救急科 南　啓介 石川県立中央病院 診療部医長 13 ○

日本救急医学会・救急科専門医
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
日本化学療法学会・抗菌学療法認定医・指導医
臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援センター）受講済
（平成31年2月受講）

4

救急科 蜂谷　聡明 石川県立中央病院 診療部医長 14 ○

日本救急医学会救急科専門医
日本集中治療医学会専門医
日本内科学会総合内科専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援センター）受講済
（平成28年10月受講）

4

消化器外科 伴登　宏行 石川県立中央病院 診療部長 37 ○

日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会認定医・専門医・指導医
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
日本内視鏡外科学会技術認定医
プログラム責任者会議（医療研修推進財団）受講済（平成16年度受講）

4

消化器外科 角谷　慎一 石川県立中央病院 診療部長 22 ○

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
日本消化器内視鏡学会指導医・専門医・技術認定医
日本消化器病学会専門医
日本ロボット外科学会専門医（Robo-Doc国内B級）
日本食道学会食道科認定医
日本がん治療認定医機構認定医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成25年

4

消化器外科 大畠　慶直 石川県立中央病院 診療部医長 15 ○

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医・消化器がん外科治療認定医
日本消化器内視鏡学会技術認定医
日本移植学会移植認定医
日本門脈圧亢進症学会技術認定取得医
日本肝胆膵外科学会高度技術専門医
日本がん治療認定医機構認定医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成31年2

4

消化器外科 寺井　志郎 石川県立中央病院 診療部医長 16 ○

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医・指導医・消化器がん外科治療認定医
日本消化器内視鏡学会技術認定医
臨床研修指導医養成ワークショップ（富山大学附属病院）受講済（平成28年

4

乳腺・内分泌外科 中村　　崇 石川県立中央病院 診療部長 20 ○

日本外科学会専門医
日本乳癌学会認定医
日本乳がん検査精度管理中央機構 検診マンモグラフィ読影認定医
日本高気圧環境・潜水医学会高気圧酸素治療専門医
臨床研修指導医養成講習会（埼玉協同病院）受講済（平成24年11月受講）

4

心臓血管外科 坪田　　誠 石川県立中央病院 医療技術部長 38 ○

日本外科学会専門医・認定医
心臓血管外科専門医認定機構専門医・修練指導者
日本胸部外科学会指導医・認定医
臨床研修指導医養成講習会（全国自治体病院協議会）受講済（平成26年9月

4

心臓血管外科 加藤　寛城 石川県立中央病院 診療部長 19 ○

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専門医・修練指導者
日本循環器学会循環器専門医
日本脈管学会脈管専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成26年

4

心臓血管外科 野　宏成 石川県立中央病院 診療部医長 12 ○ 日本外科学会専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成31年2

4

呼吸器外科 藤森　英希 石川県立中央病院 診療部長 29 ○

日本外科学会専門医
呼吸器外科専門医合同委員会呼吸器外科専門医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医
日本呼吸器学会呼吸器専門医
肺がんCT検査認定機構認定医
臨床研修指導医養成講習会（全国自治体病院協議会）受講済（平成18年10

4

呼吸器外科 田中　伸佳 石川県立中央病院 診療部長 19 ○

日本外科学会専門医
呼吸器外科専門医合同委員会呼吸器外科専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（令和3年2

4

整形外科 安竹　秀俊 石川県立中央病院 診療部長 38 ○

日本整形外科学会脊椎脊髄病医・専門医
日本リハビリテーション医学会認定医
日本脊椎脊髄病学会指導医
中部日本整形災害外科学会評議員
臨床研修指導医養成講習会（全国自治体病院協議会）受講済（平成24年1月

4

整形外科 新村　和也 石川県立中央病院 診療部長 16 ○

日本整形外科学会専門医・脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会専門医・指導医
臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援センター）受講済
（平成31年2月受講）

4

脳神経外科 林　　　　裕 石川県立中央病院 診療部長 35 ○ 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・指導医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成22年1

4

脳神経外科 内山　尚之 石川県立中央病院 診療部長 32 ○

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・指導医
日本脳神経血管治療学会専門医・指導医
日本脳卒中学会脳卒中専門医・指導医・技術指導医
VHI機構指導医養成講座（特定非営利活動法人VHJ機構）受講済（平成17年
1月受講）

4

脳神経外科 河原　庸介 石川県立中央病院 診療部医長 15 ○ 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成28年

4

小児科 荒木　来太 石川県立中央病院 部長 19 ○

日本小児科学会専門医・指導医
日本小児血液・がん学会専門医
日本血液学会専門医
日本造血細胞移植学会造血細胞移植認定医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成28年

4

小児科 上野　康尚 石川県立中央病院
総合母子医療センター
部長

38 ○
日本小児科学会専門医
日本周産期・新生児学会専門医
臨床指導者講習会（文部科学省・厚生労働省）受講済（平成14年12月受講）

4

小児科 土市　信之 石川県立中央病院
総合母子医療センター
医長

15 ○ 日本小児科学会専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（平成20年

4

産婦人科 干場　　勉 石川県立中央病院
総合母子医療センター
部長

40 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医
石川県医師会母体保護法指定医師
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医・理事
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医・指導医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本女性医学会女性ヘルスケア専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（全国自治体病院協議会）受講済（平成
20年12月受講）

4

産婦人科 佐々木　博正 石川県立中央病院
総合母子医療センター
部長

34 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
石川県医師会母体保護法指定医師
臨床研修指導医養成講習会（城北病院）　受講済（平成21年3月受講）

4

麻酔科 高橋　麗子 石川県立中央病院 副院長 35 ○

日本麻酔科学会 麻酔科指導医・麻酔科専門医・麻酔科認定医
日本ペインクリニック学会ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ専門医
日本集中治療医学会集中治療専門医
日本緩和医療学会専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢大学附属病院）受講済（令和3年2

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：　０３０３２５　　　　　　臨床研修病院の名称：　石川県立中央病院

担当分野 氏名 所属 役職
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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

麻酔科 新田　俊一 石川県立中央病院 診療部長 42 ○
日本麻酔科学会麻酔指導医・麻酔専門医
日本ペインクリニック学会専門医
プログラム責任者養成講習会（医療研修推進財団）受講済（平成16年9月受

4

麻酔科 澤村　英一郎 石川県立中央病院 診療部長 23 ○
日本麻酔科学会麻酔専門医
臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援センター）受講済
（平成24年10月受講）

4

泌尿器科 宮城　徹 石川県立中央病院 診療部長 26 ○

日本泌尿器科学会指導医・専門医
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器科腹腔鏡技術認定・ 泌尿器ﾛﾎﾞｯﾄ支援手術ﾌﾟ
ﾛｸﾀｰ認定医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本癌治療認定医機構がん治療認定
日本ロボット外科学会 Robo-Doc Pilot認定（国内Ａ級）
臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援センター）受講済
（平成27年10月受講）

4

放射線科 小林　健 石川県立中央病院 副院長 37 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本インターベンショナルラジオロジー学会専門医
CT検診学会認定医
臨床研修指導医養成講習会（全国自治体病院協議会）受講済（平成26年8月

4

放射線科 福岡　誠 石川県立中央病院 診療部長 20 ○
日本核医学会専門医・ＰＥＴ核医学認定医
臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援センター）受講済
（平成24年10月受講）

4

放射線科 香田　渉 石川県立中央病院 診療部長 26 ○
日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本インターベンショナルラジオロジー学会専門医
臨床研修指導医養成講習会（金沢大学付属病院）受講済（平成20年12月受

4

耳鼻咽喉科 加納　亮 石川県立中央病院 診療部医長 10 〇
日本耳鼻咽喉科学会専門医
国立病院機構臨床研修指導医講習会（独立行政法人国立病院機構）受講済
（平成30年12月受講）

4

免疫感染症科 渡邉　珠代 石川県立中央病院 診療部長 20 ○

日本感染症学会指導医・感染症専門医
日本内科学会総合内科専門医
日本エイズ学会認定医・指導医
日本化学療法学会抗菌化学療法認定医・指導医
ICD制度協議会認定ICD
日本医師会産業医
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（岐阜県医師育
成・確保コンソーシアム）受講済（平成26年12月受講）

4

病理診断科 湊　宏 石川県立中央病院 診療部長 33 ○

 死体解剖資格医
 日本病理学会認定病理専門医・指導医
 日本臨床細胞学会細胞診専門医・指導医
 日本臨床検査医学会検査専門医・管理医
 臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢医科大学病院）受講済（平成19年
10月受講）

4

遺伝子診療科 野原　淳 石川県立中央病院 診療部長 29 ○

日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本循環器学会循環器専門医
日本動脈硬化学会動脈硬化専門医・指導医
日本プライマリケア連合学会認定医
臨床研修指導医養成講習会（金沢大学医学部付属病院）受講済（平成22年8

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，指導医に係る講習を受けた旨や，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。）。
＊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。 


