
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、地域医療
リハビリテー
ション科

佐藤　武 医療生協わたり病院 副院長 37年 ○

日本プライマリ・ケア学会認定プライマリ・ケア認定
医・指導医,日本リハビリテーション医学会認定専門
医・指導医,日本循環器学会認定循環器専門医,日本老年
医学会老年病専門医,医師臨床研修指導医セミナー受講

3､4

内科
リハビリテー
ション科

渡邊　亜貴子 医療生協わたり病院 副院長 27年 ○

日本内科学会認定内科医,日本神経学会認定神経内科専
門医,日本リハビリテーション医学会認定専門医,平成17
年度新臨床研修指導医養成講習会修了 3,4

内科 五十嵐　聡明 医療生協わたり病院 43年 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医,日本プライ
マリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医,日本
循環器学会認定循環器専門医,日本透析医学会認定透析
専門医・指導医,日本医師会認定産業医・健康スポーツ
医

4

内科 小野寺　尚 医療生協わたり病院 医長 24年 ○
日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認
定医,第4回東北ブロック医師臨床研修指導医ワーク
ショップ修了

4

内科 杉山　いずみ 医療生協わたり病院 室長 16年 ○
日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認
定医,第9回福島県医師臨床研修指導医養成講習会修了 4

内科 杉山　正樹 医療生協わたり病院 医長 15年 ○

日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認
定医・指導医,第8回福島県医師臨床研修指導医養成講習
会修了,日本内科学会認定内科医,日本消化器病学会認定
消化器病専門医,日本医師会「指導医のための教育ワー
クショップ」修了

3,4

内科 土屋　豊一 医療生協わたり病院 43年 ○

日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会認定消化器病専門医
日本医師会「指導医のための教育ワークショップ」修了 4

内科 渡部　朋幸 医療生協わたり病院 副院長 28年 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医,日本循環器
学会認定循環器専門医,日本超音波医学会認定専門医・
指導医,平成16年度プログラム責任者養成講習会修了,日
本内科学会認定内科医・総合内科専門医,日本循環器学
会認定循環器専門医,日本超音波医学会認定専門医・指
導医,日本禁煙学会禁煙専門医,平成15年度臨床研修指導
医講習会修了

1

内科 渡邉　秀紀 医療生協わたり病院 科長 23年 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医,日本循環器
学会認定循環器専門医,日本超音波医学会認定専門医・
指導医,日本禁煙学会禁煙専門医,平成15年度臨床研修指
導医講習会修了

3,4

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　　　病院施設番号：０３０８３８　　　　　臨床研修病院の名称：　医療生協わたり病院



内科 国井　綾 医療生協わたり病院 医局長 7年 ○ 4

内科 髙橋　剛 医療生協わたり病院 5年 ×

内科 古野　英司 医療生協わたり病院 3年 ×

緩和ケア科 佐藤　勝 医療生協わたり病院 医長 39年 ○
第２回臨床研修指導医セミナー修了、日本プライマリ･
ケア連合学会指導医 4

外科 佐藤　祐治 医療生協わたり病院 在宅部門責任者 37年 ○

日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認
定医・指導医
医師臨床研修セミナー修了 4

小児科 熊谷　研一 医療生協わたり病院 科長 20年 ○
第12回東北ブロック医師臨床研修指導医ワークショップ
修了 3､4

小児科 北條　徹 医療生協わたり病院 病院長 42年 ○

日本小児科学会認定小児科専門医、日本アレルギー学会
認定アレルギー専門医、第2回東北ブロック医師臨床研
修指導医ワークショップ修了 4

小児科 阿部　奏子 医療生協わたり病院 17年 ○ 日本小児科学会認定小児科専門医 4

循環器内科 竹石　恭知 福島県立医科大学付属病院 部長（主任教授） 33年 ○

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門
医、日本内科学会指導医、日本循環器学会専門医、日本
高血圧学会指導医、H20医師臨床研修指導医養成講習会 4

血液内科 池添　隆之 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 27年 ○

日本内科学会総合専門医、日本内科学会指導医、日本血
液学会専門医、日本血液学会指導医、日本臨床腫瘍学会
がん薬物療法専門医・指導医、日本癌治療学会認定医、
日本造血細胞移植学会移植認定医、第１回高知県臨床研
修指導医養成ワークショップ

4

内視鏡診療部 引地　拓人 福島県立医科大学付属病院 部長（準教授） 25年 ○

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門
医、日本内科学会指導医、日本消化器内視鏡学会専門
医、日本消化器内視鏡学会指導医、日本消化器病学会専
門医、日本消化器学会指導医、日本肝臓学会専門医、日
本消化管学会胃腸科認定医、日本消化管学会胃腸科認定
専門医、日本消化管学会胃腸科認定指導医、日本カプセ
ル内視鏡学会専門医、日本カプセル内視鏡学会指導医、
日本膵臓学会指導医、日本ヘリコバクター学会H.pylori
（ピロリ菌）感染症認定医、日本門脈圧亢進症学会技術
認定医（内視鏡治療）、日本消化器がん検診学会認定
医、アメリカ消化器内視鏡学会International member、
平成20年度新臨床研修指導医養成研修会

4



消化器内科 大平　弘正 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 33年 ○

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門
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、日本消化器内視鏡学会専門医、
日本肝臓学会専門医、日本肝臓学会指導医、日本老年医
学会専門医、日本老年医学会指導医、新臨床研修指導医
養成研修会

4

リウマチ膠原病
内科

右田　清志 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 37年 ○

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門
医、日本リウマチ学会専門医、日本リウマチ学会指導
医、日本内科学会指導医、第114回臨床研修指導医講習
会

4

腎臓高血圧内科 風間　順一郎 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 33年 ○

日本内科学会認定指導医、日本内科学会総合内科専門
医、日本腎臓学会専門医、日本腎臓学会指導医、日本透
析医学会専門医、日本透析医学会指導医、日本医師会認
定産業医

4

糖尿病内分泌代
謝内科

島袋　充生 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 33年 ○

日本内科学会指導医、日本内科学会総合内科専門医、日
本糖尿病学会研修指導医・専門医、日本循環器学会専門
医、平成16年度第1回RyuMIC臨床研修指導医養成セミ
ナー

4

脳神経内科 金井　数明 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 22年 ○
日本神経学会専門医、日本内科学会認定内科医、総合内
科専門医、日本臨床神経生理学会認定医、順天堂大学指
導医養成講習会

4

呼吸器内科 柴田　陽光 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 29年 ○

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門
医、日本内科学会指導医、日本呼吸器学会専門医、日本
呼吸器学会指導医、日本がん治療認定医機構がん治療認
定医

4

消化管外科 河野　浩二 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 33年 ○

日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、日本消化器
外科学会認定医、日本消化器外科学会専門医、日本消化
器外科学会指導医、日本消化器病学会専門医、日本消化
器病学会指導医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消
化器内視鏡学会指導医、日本食道学会食道科認定医、日
本食道学会食道外科専門医、日本がん治療認定医機構暫
定教育医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日
本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、第2回山
梨県臨床研修指導医ワークショップ､福島県緩和ケア研
修会

4

肝胆膵移植外科 丸橋　繁 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 26年 ○

日本外科学会認定医、日本外科学会外科専門医、日本外
科学会指導医、日本消化器外科学会専門医、日本消化器
外科学会指導医、日本消化器病学会専門医、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、日本肝胆膵外科学会高度技能指導医、日本移植学会
移植認定医、日本胆道学会指導医、日本外科感染症学会
（ICD）、H22臨床研修指導医講習会、福島県緩和ケア研
修会、日本内視鏡外科学会技術認定医（消化器・一般外
科）

4

呼吸器外科 鈴木　弘行 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 30年 ○

日本外科学会指導医、日本胸部外科学会指導医、日本呼
吸器外科学会指導医、肺がんCT検診認定医師、第6回東
北ブロック医師臨床研修指導医ワークショップ、H18医
学教育ワークショップ、平成28年度プログラム責任者養
成講習会

3,4



乳腺外科 大竹　徹 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 30年 ○

死体解剖資格認定医、日本外科学会指導医、日本外科学
会専門医、日本乳癌学会乳腺指導医、日本乳癌学会乳腺
専門医、マンモグラフィ検診精度管理中央委員会読影認
定医、日本臨床腫瘍学会暫定指導医、日本がん治療認定
医機構暫定教育医、福島県緩和ケア研修会、H20新臨床
研修指導医養成研修会

4

小児外科 田中　秀明 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 28年 ○

日本外科学会指導医・専門医、日本小児外科学会指導
医・専門医、日本移植学会移植認定医、日本臨床腎移植
学会腎移植認定医、日本周産期・新生児医学会認定外科
医、H25第1回茨城県指導医養成講習会、H29茨城県緩和
ケア研修会修了、OSCE評価者認定講習会修了

4

甲状腺内分泌外
科

鈴木　眞一 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 37年 ×

日本外科学会指導医、日本外科学会専門医、日本内分泌
外科学会専門医、日本甲状腺学会専門医、日本超音波医
学会超音波指導医(乳腺・甲状腺)、日本超音波医学会超
音波専門医、日本消化器外科学会認定医、日本癌治療学
会臨床腫瘍登録医、日本臨床腫瘍学会暫定指導医、日本
がん治療認定医機構暫定教育医、家族性腫瘍コーディ
ネーター、日本家族性腫瘍専門医、日本家族性腫瘍（暫
定）指導医

心臓血管外科 横山　斉 福島県立医科大学付属病院 理事 37年 ○
日本胸部外科学会指導医、日本胸部外科学会専門医、日
本外科学会認定医、日本外科学会指導医、心臓血管外科
専門医、H20医師臨床研修指導医養成講習会

4

麻酔科 黒澤　伸 福島県立医科大学付属病院 教授 33年 ○

日本麻酔科学会麻酔科指導医・機構専門医、日本ペイン
クリニック学会ペインクリニック専門医、H21艮陵協議
会臨床研修指導医養成講習会受講済（仙台市）、日本区
域麻酔学会指導医

4

救急科 伊関　憲 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 26年 ○

日本救急医学会指導医、日本麻酔科学会麻酔科指導医、
日本集中治療医学会集中治療専門医、平成19年度第8回
共用試験医学系OSCE評価者認定講習会、平成１６年度臨
床研修指導医養成講習会受講済（山形県主催）、平成２
０年度プログラム責任者養成講習会受講済、日本中毒学
会クリニカル・トキシコロジスト

4

小児外科 細矢　光亮 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 37年 ○

日本小児科学会認定小児科専門医、H15新臨床研修指導
医養成研修会、日本小児科学会認定小児科指導医、日本
小児感染症学会暫定指導医、認定インフェクションコン
トロールドクター

4

産婦人科 藤森　敬也 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 32年 ○

日本産科婦人科学会専門医、日本超音波医学会超音波専
門医、日本超音波医学会超音波指導医、日本臨床細胞学
会専門医、日本周産期新生児医学会周産期専門医（母体
胎児部門）、H20医師臨床研修指導医養成講習会

4

脳神経外科 佐久間　潤 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 30年 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日
本神経内視鏡学会技術認定医、日本小児神経外科学会認
定医、日本脳卒中の外科学会技術指導医、H17新臨床研
修指導医養成研修会、日本脳卒中学会認定脳卒中指導医

4

整形外科 紺野　愼一 福島県立医科大学付属病院 教授 36年 ○
日本整形外科学会専門医、H20新臨床研修指導医養成研
修会 4

リハビリテー
ション科

大井　直住 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 38年 ○

日本整形外科学会専門医、日本リハビリテーション医学
会臨床認定医、日本リハビリテーション医学会専門医、
日本リハビリテーション医学会指導医、日本体育協会ス
ポーツドクター、第9回福島県医師臨床研修指導医養成
講習会

4



形成外科 小山　明彦 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 29年 ○
日本形成外科学会専門医、H22指導医のための教育ワー
クショップ（北海道大学病院） 4

眼科 石龍　鉄樹 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 36年 ○
日本眼科学会指導医、日本眼科学会専門医、眼科PDT認
定医、東北ブロック医師臨床研修指導医ワークショップ
（H20)、H16教育ワークショップ

4

皮膚科 山本　俊幸 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 32年 ○
日本皮膚科学会専門医、H20新臨床研修指導医養成研修
会

4

泌尿器科 小島　祥敬 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 25年 ○

日本泌尿器科学会専門医、日本泌尿器科学会指導医、泌
尿器腹腔鏡技術認定医、日本内視鏡外科学会技術認定
医、日本小児泌尿器科学認定医、指導医講習会受講済
（名古屋市立大学病院）、日本排尿機能学会認定専門医

4

耳鼻咽喉科 室野　重之 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 28年 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医、日本頭頸部外科学会認定頭
頸部がん専門医・指導医、日本気管食道科学会専門医、
日本がん治療認定医機構がん治療認定医、H17金沢大学
医学教育ワークショップ（臨床研修指導医要件を満た
す）

4

心身医療科 矢部　博興 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 37年 ○

精神保健指定医、日本臨床神経生理学会認定医、日本精
神神経学会精神科専門医、日本精神神経学会精神科指導
医、平成16年度関東地区精神科七者懇臨床研修指導医養
成講習会

4

放射線科 伊藤　浩 福島県立医科大学付属病院 教授 31年 ○
日本医学放射線学会放射線科専門医、日本医学放射線学
会放射線診断専門医、日本核医学会核医学専門医、ＰＥ
Ｔ認定医、H28新臨床研修指導医養成研修会

4

腫瘍内科 佐治　重衡 福島県立医科大学付属病院 主任教授 28年 ○

日本乳癌学会専門医・日本乳癌学会指導医、日本臨床腫
瘍学会がん薬物療法専門医・日本臨床腫瘍学会指導医、
日本外科学会認定登録医、新臨床研修指導医養成講習会
（全国自治体病院協議会）

4

総合内科 濱口　杉大 福島県立医科大学付属病院 教授 25年 ○

日本内科学会認定内科医、総合内科専門医、米国内科学
会上級会員、Diploma in Tropical Medecine &
Hygiene、Master of Science,Tropical Medicine &
International Health、北海道医師会第5回指導医のた
めの教育ワークショップ修了、平成27年度プログラム責
任者養成講習会修了

4

病理 橋本　優子 福島県立医科大学付属病院 部長（教授） 28年 ○
日本病理学会認定病理医、日本臨床細胞学会専門医
H22新臨床研修指導医養成研修会 4

脳神経外科 渡部　洋一 福島赤十字病院 院長 38年 ○

日本脳神経外科学会認定専門医、日本救急医学会認定専
門医、日本脳卒中学会認定専門医・指導医・評議員、日
本脳卒中の外科学会技術指導医、新医師臨床研修指導医
養成研修会

3,4

脳神経外科 鈴木　恭一 福島赤十字病院 副院長 36年 ○

日本脳神経外科学会認定専門医、日本脳卒中学会認定専
門医・指導医・評議員、日本脳卒中の外科学会技術指導
医・代議員、プログラム責任者養成講習会、新医師臨床
研修指導医養成研修会、日本リハビリテーション医学会
認定医臨床医

4



循環器内科 大和田　尊之 福島赤十字病院 副院長 34年 ○

日本内科学会専門医・認定総合内科専門医、日本循環器
学会認定専門医、日本高血圧学会認定専門医・指導医、
日本心血管インターベンション治療学会認定専門医・指
導医、第11回東北ブロック医師臨床研修指導医ワーク
ショップ

4

消化器内科 黒田　聖仁 福島赤十字病院 消化器内科部主任部長 38年 ○

日本内科学会認定医・認定総合内科専門医・指導医、日
本肝臓学会認定専門医・指導医、日本消化器病学会認定
専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会認定専門医、第
2回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会

4

消化器内科 菅野　有紀子 福島赤十字病院 消化器内科部長 20年 ○

日本内科学会認定専門医、日本消化器病学会専門医・指
導医、日本消化器内視鏡学会認定専門医、日本肝臓学会
認定専門医・指導医、日本リウマチ学会認定専門医・指
導医、緩和ケア研修会受講済み、福島県医師臨床研修指
導医養成講習会

4

消化器内科 児玉　健太 福島赤十字病院 消化器内科部長 18年 ○

日本内科学会認定医、日本消化器病学会認定専門医、日
本消化器内視鏡学会認定専門医・指導医、日本消化管学
会認定胃腸科専門医、日本がん治療認定医機構がん治療
認定医、日本大腸検査学会評議員、指導医養成講習会

4

消化器内科 紺野　直紀 福島赤十字病院 消化器内科部副部長 13年 ○

日本内科学会認定医・総合内科専門医、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
肝臓学会専門医、緩和ケア研修受講済み、新臨床研修指
導医養成研修会

4

消化器内科 浅間　宏之 福島赤十字病院 消化器内科部副部長 12年 ○
日本内科学会認定医、日本肝臓学会認定専門医、日本消
化器病学会認定専門医、緩和ケア研修会受講済み、新臨
床研修指導医養成研修会

4

リウマチ・膠原
病内科

宮田　昌之 福島赤十字病院
リウマチ・膠原病内科
センター長

42年 ○

日本内科学会認定専門医・指導医、アメリカ内科学会認
定専門医、日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導
医、日本リウマチ学会認定専門医・指導医、日本アレル
ギー学会認定専門医・指導医、日本消化器病学会認定専
門医、日本肝臓学会認定専門医、新医師臨床研修指導医
養成研修会、日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指
導医

4

リウマチ・膠原
病内科

天目　純平 福島赤十字病院
リウマチ・膠原病内科
部医師

8年 × 日本内科学会認定認定医

糖尿病・代謝内科 佐藤　義憲 福島赤十字病院 糖尿病・代謝内科部長 39年 ○
日本内科学会専門医、日本糖尿病学会専門医・指導医、
インフェクションコントロールドクター（ICD)、日本医
師会認定産業医、指導医養成講習会

4

脳神経内科 中村　耕一郎 福島赤十字病院 脳神経内科部主任部長 22年 ○
日本神経学会認定専門医・指導医、日本内科学会認定認
定医・総合内科専門医、指導医養成講習会、日本プライ
マリ・ケア連合学会認定医

4

脳神経内科 守谷　新 福島赤十字病院 脳神経内科部長 18年 ○
日本神経学会専門医・指導医、日本内科学会認定専門
医、日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医、日
本医師会認定産業医、指導医養成講習会

4

循環器内科 渡部　研一 福島赤十字病院 循環器内科部主任部長 28年 ○
日本内科学会認定専門医、日本循環器学会認定専門医、
甲状腺超音波検査検査者、福島県医師臨床研修指導医養
成講習会、プログラム責任者養成講習会
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循環器内科 阪本　貴之 福島赤十字病院 循環器内科部長 26年 ○
日本内科学会認定専門医、循環器科学会認定専門医、指
導医養成講習会 4

外科 遠藤　豪一 福島赤十字病院 外科部主任部長 36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・消化器がん外科治療認定医、日本がん治療
認定医機構認定医、マンモグラフィ読影認定医、緩和ケ
ア研修会受講済み、福島県医師臨床研修指導医養成講習
会

4

外科 大須賀　文彦 福島赤十字病院 外科部長 26年 ○

日本外科学会認定専門医・指導医、日本消化器外科学会
認定専門医・指導医・認定消化器がん外科治療認定医、
日本がん治療認定医機構認定医、緩和ケア研修受講済
み、新臨床研修指導医養成研修会

4

外科 青砥　慶太 福島赤十字病院 外科部副部長 13年 ○

日本外科学会認定専門医、日本乳癌学会認定医、日本消
化器外科学会認定専門医・認定消化器がん外科治療認定
医、日本がん治療認定医機構認定医、緩和ケア研修会受
講済み、臨床研修指導医講習会

4

外科 塚田　学 福島赤十字病院 外科部医師 24年 ○
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医・認定
消化器がん外科治療認定医、指導医養成講習会 4

呼吸器外科 管野　隆三 福島赤十字病院 呼吸器外科部長 37年 ○

日本外科学会認定専門医・指導医、日本胸部外科学会認
定専門医・指導医、日本消化器外科学会認定医、日本呼
吸器外科学会認定専門医・指導医、呼吸器外科専門医合
同委員会認定呼吸器外科専門医・評議員、日本呼吸器内
視鏡学会認定気管支鏡専門医・指導医、日本がん治療認
定医機構認定医・暫定教育医、日本感染症学会(ICD感染

4

呼吸器外科 井上　卓哉 福島赤十字病院 呼吸器外科部副部長 12年 ○
日本外科学会認定専門医、日本呼吸器外科学会認定専門
医、日本がん治療認定医機構認定医、緩和ケア研修受講
済み、CVC実践セミナー、臨床研修指導医講習会

4

整形外科 村上　和也 福島赤十字病院 整形外科部長 36年 ○

日本整形外科学会認定専門医・認定スポーツ医・認定運
動器リハビリテーション医、日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会評議員、東北膝関節研究会幹事、指導医養
成講習会

4

整形外科 佐藤　法義 福島赤十字病院 整形外科部副部長 13年 ○
日本整形外科学会認定専門医、日本人工関節学会認定
医、臨床研修指導医講習会 4

脳神経外科 市川　剛 福島赤十字病院 脳神経外科部長 21年 ○

日本脳神経外科学会認定専門医、日本脳卒中学会認定専
門医・指導医、日本脳神経血管内治療学会認定専門医・
指導医、日本脳卒中の外科学会技術指導医、日本神経内
視鏡学会技術認定医、指導医養成講習会

4

心臓血管外科 籠島　彰人 福島赤十字病院 心臓血管外科部長 17年 ○

日本外科学会認定専門医、日本心臓血管外科認定専門
医、日本脈管学会認定専門医、腹部ステントグラフト実
施医、浅大腿動脈ステントグラフト実施医、臨床研修指
導医養成講習会

4

麻酔科 出羽　明子 福島赤十字病院 麻酔科部長 23年 ○
日本麻酔科学会認定専門医、緩和ケア研修会受講済み、
指導医養成講習会
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麻酔科 江花　英朗 福島赤十字病院 麻酔科部副部長 9年 ○ 日本麻酔科学会認定専門医、指導医養成講習会 4

精神科 藤森　春生 福島赤十字病院 精神科部長 17年 ○

日本精神神経学会認定専門医・指導医・認知症診療医、
日本総合病院精神医学会一般病院連携精神医学特定専門
医・指導医、緩和ケア研修受講済み、精神科薬物療法研
修会受講済み、精神保健指定医、日本医師会認定産業
医、指導医養成講習会

4

皮膚科 元木　良和 福島赤十字病院 皮膚科部長 34年 ○
日本皮膚科学会認定専門医、福島県立医科大学臨床教
授、指導医養成講習会

4

耳鼻咽喉科 多田　靖宏 福島赤十字病院 耳鼻咽喉科主任部長 27年 ○

日本耳鼻咽喉科学会認定専門医・指導医・認定補聴器相
談医、日本気管食道科学会認定専門医、日本再生医療学
会再生医療認定医、耳鼻咽喉科専門研修指導医、緩和ケ
ア研修会受講済み、指導医養成講習会

4

耳鼻咽喉科 三浦　智広 福島赤十字病院 耳鼻咽喉科部長 23年 ○
日本耳鼻咽喉科学会認定専門医・指導医・認定補聴器相
談医、緩和ケア研修会受講済み、指導医養成講習会 4

小児科 清水　裕美 福島赤十字病院 小児科主任部長 17年 ○ 日本小児科学会認定専門医、指導医養成講習会 4

小児科 今野　友貴 福島赤十字病院 小児科部長 18年 ×
日本小児科学会認定専門医、日本プライマリ・ケア連合
学会認定医・指導医

産婦人科 矢澤　浩之 福島赤十字病院 産婦人科部長 34年 ○
日本産婦人科学会認定専門医、日本産科婦人科内視鏡学
会技術認定医、日本生殖医学会専門医、新臨床研修指導
医養成研修会

4

産婦人科 大原　美希 福島赤十字病院 産婦人科部副部長 13年 ○
日本産科婦人科学会認定専門医、緩和ケア研修会受講済
み、新臨床研修指導医養成研修会 4

産婦人科 福田　薫 福島赤十字病院 産婦人科部医師 7年 × 日本産科婦人科学会認定専門医

形成外科 浅井　笑子 福島赤十字病院 形成外科部長 20年 ○

日本形成外科学会認定専門医・認定皮膚腫瘍外科分野指
導医・認定小児形成外科分野指導医・領域指導医、日本
創傷外科学会認定専門医・指導医・分野指導医、中心静
脈カテーテル挿入技術インストラクター、指導医養成講
習会

4

泌尿器科 本田　瑠璃子 福島赤十字病院 泌尿器科部医師 8年 ×



眼科 山田　文子 福島赤十字病院 眼科部長 27年 ○ 日本眼科学会認定専門医、医師臨床研修指導医講習会 4

病理診断科
（ＣＰＣ）

田﨑　和洋 福島赤十字病院 検査部長 35年 ○
日本病理学会専門医・指導医、日本臨床細胞学会専門
医・指導医、教育研修指導医

4

放射線科 菊田　学 福島赤十字病院 放射線科部長 27年 × 日本医学放射線学会専門医

内科
地域保健

鈴木　修三 公立藤田総合病院
（社会福祉法人コクー

ン）

副院長兼教育研修セン
ター長

32 ○ 日本内科学会認定内科医・専門医
日本リウマチ学会専門医
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
産業医
新臨床研修指導医養成講習会受講済

1.3.4

内科 近藤　祐一郎 公立藤田総合病院 院長 39 ○ 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
産業医
東北ブロック指導医ワークショップ修了

4

外科
脳神経外科
地域保健

佐藤　昌宏 公立藤田総合病院
（特別養護老人ホーム

あつかし荘）

副院長 36 ○
日本脳神経外科学会専門医・指導医
新臨床研修指導医養成講習会受講済 3.4

内科 大島　康嘉 公立藤田総合病院 消化器科長 29 ○ 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
産業医
新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科 坂　充 公立藤田総合病院 消化器科部長 34 ○
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
新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科 木暮　敦子 公立藤田総合病院 消化器科長 33 ○ 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
産業医
新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

内科 齋藤　富慈子 公立藤田総合病院 循環器科長 29 ○
日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
指導医講習会受講済

4

内科 齊藤　広幸 公立藤田総合病院 内科長 23 ○
日本内科学会認定内科医・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
新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

麻酔科 丸　浩明 公立藤田総合病院 麻酔科部長 23 ○

日本麻酔科学会専門医・指導医
新臨床研修指導医養成講習会受講済

4



外科 木暮　道彦 公立藤田総合病院 副院長 36 ○ 日本外科学会指導医、専門医
日本消化器外科学会認定医
日本食道学会食道科認定医
日本静脈経腸栄養学会認定医
新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

外科 渡邉　智 公立藤田総合病院 外科長 34 ○
日本外科学会認定医
日本消化器外科学会認定医
新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

小児科 大西　周子 公立藤田総合病院 小児科長 22 ○
日本小児科学会専門医
臨床研修指導医養成講習会受講済
産業医

4

小児科 野沢　ルリ子 公立藤田総合病院 小児科長 34 ○

日本小児科学会専門医
新臨床研修指導医養成講習会受講済 4

外科
脳神経外科
（救急部門）

平　敏 公立藤田総合病院 脳神経外科部長 34 ○

日本脳神経外科学会専門医・指導医
新臨床研修指導医養成講習会受講済 4

外科
泌尿器科

村木　修 公立藤田総合病院 副院長 33 ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医
新臨床研修指導医養成講習会受講済 4

外科
泌尿器科

熊谷　伸 公立藤田総合病院 泌尿器科長 20 ○
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
日本内視鏡外科学会技術認定医
新臨床研修指導医養成講習会受講済

4

外科
整形外科

関口　泰史 公立藤田総合病院 整形外部長 29 ○

日本整形外科学会専門医
指導医講習会受講済 4

精神科 上野　卓弥 公立藤田総合病院 精神科長 24 ○
日本精神神経学会専門医
精神保健指定医
指導医講習会受講済

4

血液内科 木村　秀夫 北福島医療センター
院　長
医局長

47年 ○
日本血液学会専門医・指導医
日本内科学会専門医・指導医 3,4

血液内科 志賀　隆 北福島医療センター 副院長 39年 ○
日本血液学会専門医・指導医
日本内科学会専門医・指導医 4

血液内科 甲斐　龍幸 北福島医療センター 血液疾患センター長 24年 ○
日本血液学会専門医・指導医
日本内科学会認定医 4



外科 君島　伊造 北福島医療センター 42年 ○

日本外科学会専門医・指導医
日本乳癌学会専門医
臨床修練指導医検診
マンモグラフィ読影認定医

4

外科 安田　満彦 北福島医療センター 乳腺疾患センター長 27年 ○
日本外科学会専門医
日本乳癌学会専門医・指導医 4

外科 佐藤　尚紀 北福島医療センター 消化器疾患センター長 32年 ○

日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会消化器
がん外科治療専門医
消化器外科専門医

4

外科 松本　進 北福島医療センター 30年 × 日本外科学会専門医

内科 栗原　修司 桑野協立病院 医局長 37年 ○ 3,4

整形外科 坂本　和陽 桑野協立病院 37年 〇
日本手の外科学会認定専門医、日本整形外科学会認定
医・指導医講習会受講 4

整形外科 浜田　純一郎 桑野協立病院 副院長 39年 × 日本整形外科学会認定専門医、日本リウマチ学会認定医 4

内科 箱崎　正敏 小名浜生協病院 院長 37年 × 3

地域医療 齋藤　紀
医療生協わたり病院付
属ふれあいクリニック

さくらみず
所長 45年 × 日本専門医機構総合診療特任指導医 3

地域医療 鈴木　桂子
介護老人保健施設

はなひらの
看護長 × 3

地域医療 佐藤　和典
介護老人保健施設

はなひらの
38年 ×

地域医療 松本　純 生協いいの診療所 所長 47年 ○
日本内科学会認定内科医、日本プライマリ･ケア連合学
会認定プライマリ･ケア認定医･指導医 3､4



地域医療 横山　健司 会津若松診療所 所長 23年 ○
日本プライマリ･ケア連合学会認定指導医

3,4

地域医療 岡内　章 きたかた診療所 所長 36年 ×

リハビリテーション専門医
身体障害者手帳専門医
日本医師会産業医
日本医師会スポーツ医

3

外科
地域医療

佐竹　買仰 福島県立南会津病院 院長 33年 ○ 日本外科学会専門医 3

内科
地域医療

髙野　光 福島県立南会津病院 診療部部長 24年 ×

外科
地域医療

佐竹　秀一 福島県立南会津病院 科部長 18年 ○ 日本外科学会専門医 4

地域医療 若山　隆
只見町国民健康保険朝

日診療所
所長 14年 ×

福島県緩和ケア研修会、第１０回検証医養成講習会、日
本医師会認定産業医、家庭医療専門医、身体障害者福祉
法第15条第1項の規定による医師、難病指定医

3

地域医療 横山　秀二 福島県立宮下病院 院長 24年 ○

耳鼻咽喉科学会専門医･指導医
気管食道科学会専門医
H16年度新臨床研修
指導医養成研修会修了

3,4

地域医療 小野　正博 福島県立宮下病院 副院長 28年 ○ プログラム責任者講習会修了 4

地域医療 中島　勇樹 福島県立宮下病院 医長 10年 ×
内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医

地域医療 竹石　遼平 福島県立宮下病院 医長 6年 ×

※　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。

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
※　地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること

※　「担当分野」欄には、様式10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


