
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　　　　病院施設番号：　０３０９５０　　　　  　　　　         　　　臨床研修病院の名称：　安曇野赤十字病院

備考
研修管理委員
会における役
割

１ プログラム責任者 1.委員長

２ 副プログラム責任者 2.委員

３ 研修実施責任者
４ 臨床研修指導医（指導医）

2030950202

○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門
医、日本内科学会指導医、日本消化器病学
会専門医、日本消化器病学会指導医、日本
肝臓学会専門医、日本内視鏡学会専門医、
日本内視鏡学会指導医、指導医講習会（長
野県医師会）終了

1.3.4 1

030950202

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

内科
/病理

中野　武
安曇野

赤十字病院
院長 40年 ○ 030950202 4 2

内科 木下　修 同上 副院長 35年

麻酔科 雄山　瑞巌 同上 副院長

日本内科学会認定医、日本神経学会専門
医、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会認定医、日本ﾌﾟ
ﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合会認定医・日本医師会認定産
業医、指導医講習会（信大WS2004、日本赤
十字社）終了

日本麻酔学会指導医、麻酔科標榜医、日本
ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会専門医、指導医講習会（信
大WS2007）終了

030950202 4 2

○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門
医・指導医、日本循環器科専門医、日本東
洋医学会指導医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合会認
定医・日本医師会認定スポーツ医、日本医
師会認定産業医、指導医講習会（長野県医
師会）終了

030950202 4 2

同上 部長 28年

36年 ○

030950202

内科 神吉　雄一 同上 部長 22年 ○

内科 内川　慎一郎

31年 ○

部長 28年

4○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門
医、日本循環器科学会専門医、日本心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ学会指導医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連
合会認定医・指導医講習会（信大WS2008）
終了

4

日本内科学会認定内科医・総合内科専門
医、日本消化器病学会専門医、日本内視鏡
学会専門医、日本内視鏡学会指導医、指導

医講習会（長野県医師会）終了

19年

内科 中村　直 同上

030950202内科 一條　哲也 同上

部長

内科 須藤　貴森 同上 副部長

内科 北原　桂 同上 部長

030950202 4

○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門
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・指導医講習会（第91回
自治体）終了

030950202 4

同上 医師 14年

17年 〇

日本内科学会認定内科医、日本消化器病学
会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、
がん治療認定医、指導医講習会（蓼科
WS2013）終了

内科 服部　健 同上 部長 26年 030950202

内科 樋口　和男 030950202 4

○
日本神経学会専門医・指導医、日本内科学
会認定医、指導医講習会（蓼科WS）終了

〇
日本内科学会認定内科医、日本消化器病学
会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、
指導医講習会（蓼科WS2012）終了

4 2

4
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 指導者講習会(第111回

自治体協議会)修了
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備考
研修管理委員
会における役
割

１ プログラム責任者 1.委員長

２ 副プログラム責任者 2.委員

３ 研修実施責任者
４ 臨床研修指導医（指導医）

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

2030950202石井　宏明 12年

内科

○

日本神経学会神経内科専門医・指導医、日
本内科学会認定総合内科専門医、日本認知
症学会認知症専門医・指導医、指導医講習
会（長野県医師会）終了

内科 兼子　一真 同上 部長 25年

小林　則善 同上 部長 ○25年

4

医師 030950202

日本内科認定医、日本透析医学会専門医、
日本腎臓学会専門医、指導医講習会（順天
堂大学）終了

内科 同上 医師 ○

14年 ○内科 石田　政志 同上

小児科 瀧澤　正浩 同上

内科 村山　秀喜 同上

部長 28年 ○
日本小児科学会専門医,指導医講習会（蓼
科WS2010）終了

030950202 4 2

外科 島田　良 同上 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・消化器がん外科治療認定医、日本
静脈経腸栄養学会認定医、指導医講習会
（諏訪WS2006）終了

030950202 4 2

外科 高山　寛人 同上 部長 23年 ○
日本外科学会専門医、日本がん治療認定医
機構がん治療認定医、指導医講習会（長野
県医師会）終了

030950202 4

外科 内川　裕司 同上 副部長 20年 ○

日本外科学会専門医、日本消化器病学会専
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、指導医講習会（蓼科
WS2015）終了

030950202 4

外科 泉水　邦洋 同上 部長 31年 ○

日本整形外科学会専門医、日本脊椎脊髄病
学会脊椎脊髄外科指導医、日本整形外科学
会脊椎脊髄病医、指導医講習会（日本赤十
字社）終了

030950202 4 2

外科 林　大右 同上 副部長 18年 ○ 指導医講習会（蓼科WS2015）終了 030950202 4

外科 宮武　正樹 同上 部長 37年 ○
日本脳神経外科学会専門医
日本リハビリテーション学会認定医、指導
医講習会（信大WS2006）終了

030950202 4 2

外科 上條　幸弘 同上 部長 34年 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本救急医学会専門医、日本脳卒中学会専
門医、日本静脈経腸栄養学会認定医、指導
医講習会（日本赤十字社）終了

030950202 4

麻酔科 坪川　和範 同上 部長 27年 ○
日本麻酔学会専門医・指導医
麻酔科標榜医、日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会専門
医、指導医講習会（諏訪WS2008）終了

030950202 4

日本糖尿病学会専門医、内分泌代謝専門医
認定医（諏訪WS2017）終了指導医講習会

（蓼科WS2017）終了
4

日本内科学会認定内科医、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ
連合会認定医、指導医講習会（蓼科
WS2012）終了

4

4030950202

030950202

030950202 4医師 19年 ○

日本内科学会認定医、日本医師会産業医、
日本循環器学会専門医、日本心臓リハビリ
テーション学会指導医指導医講習会（諏訪

WS2018）終了
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備考
研修管理委員
会における役
割

１ プログラム責任者 1.委員長

２ 副プログラム責任者 2.委員

３ 研修実施責任者
４ 臨床研修指導医（指導医）

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

城西医療財団 理事長

城西病院 総長

城西医療財団

救急 藤田　正人 同上 部長 26年 ○
日本救急医学会救急科専門医
日本麻酔科学会指導医、指導医講習会（日
本赤十字社）終了

030950202 4 2

救急 亀田　徹 同上 部長 23年 ○

日本救急医学会救急科専門医・指導医、日
本超音波医学会超音波専門医・指導医、麻
酔科標榜医、指導医講習会（長野県医師
会）終了

030950202 4 2

救急 路　昭遠 同上 医師 13年 ○ 指導医講習会（信大WS2015）終了 030950202 4

選択 村田　靖 同上 部長 31年 ○
日本泌尿器科学会専門医、日本泌尿器科学
会指導医、日本がん治療認定医機構がん治
療認定医、指導医講習会（諏訪WS）終了

030950202 4

選択 佐々木　由美 同上 部長 27年 ○
日本耳鼻咽喉科学会専門医
指導医講習会（長野県医師会）終了

030950202 4

産婦人科 塩沢　丹里
信州大学医学部附属

病院 教授 33年 ○ 030950202 3 2

030950202○ 指導医講習会（信大WS2005）修了、 4産婦人科 岡　賢二
信州大学医学部附属

病院 助教 25年

産婦人科 小原　久典
信州大学医学部附属

病院 助教 16年 ○
指導医講習会（信大WS2008）修了、

日本産科婦人科学会専門医、
母体保護指定医

030950202 4

産婦人科
布施谷　千穂

信州大学医学部附属
病院 助教 18年 ○

指導医講習会（信大WS2015）修了、
日本産科婦人科学会専門医

030950202 4

産婦人科
宮本　強

信州大学医学部附属
病院 准教授 24年 ○

指導医講習会（諏訪WS2008）修了、
日本産科婦人科学会専門医、
母体保護法指定医、日本婦人科腫瘍学会、
婦人科腫瘍専門医、がん治療認定医

030950202 4

産婦人科
金井　誠

信州大学医学部附属
病院 教授 30年 ○ 指導医講習会（信大WS2004）修了 030950202 4

病理 吉澤　明彦
信州大学医学部附属

病院 講師 22年 ×
日本病理学会指導医、日本臨床細胞学会細
胞診指導医、

030950202
臨床研修指導者
（非常勤医師）

精神科 関　健 43年 ○
精神保健指定医、日本総合病院精神医学会
専門医
指導医講習会（全日本病院協会）終了

030950202 3.4 2

精神科 桑村　智 ﾐｻﾄﾋﾟｱ小倉病院 院長 26年 ○
精神保健指定医、指導医講習会（国立保健
医療科学会）終了

副院長 34年
精神保健指定医、指導医講習会（東日本地

030950202 4

030950202 3.4

○地域医療 岸川　雄介
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備考
研修管理委員
会における役
割

１ プログラム責任者 1.委員長

２ 副プログラム責任者 2.委員

３ 研修実施責任者
４ 臨床研修指導医（指導医）
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指導医講習会
等の受講経験
　有：○
　無：×

資格等
プログラム

　番号

城西病院

城西医療財団

城西病院

城西医療財団

城西病院

○

日本消化器外科学会認定医
麻酔科標榜医、日本医師会認定産業医、介
護支援専門医、
指導医講習会終了

031622103 4内科・総合診療 金子一明
市立

大町総合病院 医長 12年

日本消化器外科学会認定医
麻酔科標榜医、日本医師会認定産業医、介
護支援専門医、
指導医講習会終了

031622103 3 2井上　善博
市立

大町総合病院
病院事業管理

者･院長
41年 ○

030950202

副院長 34年
区精神科七者懇）終了

030950202

副院長 26年 ○

4○

精神科 植田　秀穂 医師 29年

地域医療 岸川　雄介

○

泌尿器科

指導医講習会（東日本地区精神科七者懇）
終了

4

030950202 4
精神保健指定医、指導医講習会（東日本地

区精神科七者懇）終了
精神科 田丸　恒実

030950202 3,4地域保健医療 宮城　彰
神城医院

白馬メディア
院長
施設長

※　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。）。

○

日本消化器外科学会認定医
麻酔科標榜医、日本医師会認定産業医、介
護支援専門医、
指導医講習会終了

45年

※　「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、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。）。

＊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。
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