
（No.１） 

３３．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等      病院施設番号：  ０３０３２２        臨床研修病院の名称： 厚生連高岡病院               

 
 
 

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） 

消化器内科 寺田 光宏 
厚生連 

高岡病院 
院長 39年 ○ 

日本肝臓学会専門医 

内視鏡指導医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 

030322602 3,4 

放射線科 北川 清秀 
厚生連 

高岡病院 
特別顧問 47年 ○ 

放射線科専門医 

長野厚生連臨床研修指導医

講習会受講 
030322602 4 

整形外科 鳥畠  康充 
厚生連 

高岡病院 
副院長 37年 ○ 

日本整形外科学会認定医、日

本ﾘﾊﾋﾞﾘ学会認定医、愛知県

厚生連臨床研修指導医講習

会受講 

030322602 4 

産婦人科 中川  俊信 
厚生連 

高岡病院 
副院長 40年 ○ 

産婦人科専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

耳鼻咽喉科 西村 俊郎 
厚生連 

高岡病院 
副院長 37年 ○ 

日本耳鼻咽喉科学会専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

腫瘍内科 柴田 和彦 
厚生連 

高岡病院 
副院長 35年 ○ 

日本臨床腫瘍学会認定がん

薬物療法専門医、日本がん治

療認定医機構認定暫定教育

医、日本内科学会認定医、石

川県地域医療センター臨床

研修指導医養成ワークショ

ップ受講 

 

 

030322602 

 
4 

血液内科 経田  克則 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 30年 ○ 

内科認定医 産業医 

日本血液学会指導医 

金沢大学臨床研修指導医養

成ワークショップ受講 

030322602 4 

腎臓・ﾘｳﾏﾁ

膠原病内科 
三宅 泰人 

厚生連 

高岡病院 
診療部長 15年 ○ 

日本内科学会認定内科医 

日本腎臓学会腎臓専門医 

石川県地域医療センター臨

床研修指導医養成ワークシ

ョップ受講 

030322602 4 

別紙４ 



 

（No.２） 

３３．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０３２２        臨床研修病院の名称： 厚生連高岡病院                  

 
 

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） 

呼吸器内科 芝 靖貴 
厚生連 

高岡病院院 
診療部長 18年 ○ 

日本内科学会認定内科医,日

本呼吸器学会呼吸器専門医

横浜市立みなと赤十字病院

臨床研修指導医養成講習会

受講 

030322602 4 

糖尿病・内

分泌代謝内

科 

島 孝佑 
厚生連 

高岡病院 
医長 15年 ○ 

総合内科専門医、内分泌代謝

科専門医、糖尿病学会専門

医、日本病院会臨床研修指導

医養成講習会受講 

030322602 4 

感染症内科 狩野 蕙彦 
厚生連 

高岡病院院 
診療部長 22年 ○ 

総合内科専門医、石川県地域

医療センター臨床研修指導

医養成ワークショップ受講 
030322602 1.4 

感染症内科 東 慶之介 
厚生連 

高岡病院院 
医長 11年 ○ 

日本内科学会認定内科医,富

山大学附属病院臨床研修指

導医セミナー受講 
030322602 4 

腫瘍内科 岩佐 桂一 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 30年 ○ 

がん治療認定医、日本臨床腫

瘍学会がん薬物療法専門医、

総合内科専門医、富山大学附

属病院臨床研修指導医セミ

ナー受講 

030322602 4 

循環器内科 内山 勝晴 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 30年 ○ 

石川県地域医療センター臨

床研修指導医養成ワークシ

ョップ受講 
030322602 4 

循環器内科 藤田 崇志 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 22年 ○ 

集中治療専門医、不整脈専門

医、循環器専門医、総合内科

専門医、富山大学附属病院臨

床研修指導医セミナー受講 

030322602 4 

循環器内科 藤岡 研佐 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 16年 ○ 

内科認定医、日本循環器学会

専門医、石川県地域医療セン

ター臨床研修指導医養成ワ

ークショップ受講 

030322602 4 

緩和ケア外

科 
村上 望 

厚生連 

高岡病院 
診療部長 38年 ○ 

外科専門医 

第７階全国済生会臨床研修

指導医ワークショップ受講 
030322602 4 

別紙４ 



（No.３） 

３３．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０３２２        臨床研修病院の名称： 厚生連高岡病院  

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） 

消化器内科 澤﨑 拓郎 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 22年 ○ 

日本消化器病学会専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

消化器内科 荒木 康宏 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 17年 ○ 

日本消化器病学会専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

精神科 三邉 義雄 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 45年 ○ 

精神保健指定医、精神科専門

医・指導医、石川県地域医療

センター臨床研修指導医養

成ワークショップ受講 

030322602 4 

小児科 窪田  博道 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 41年 ○ 

日本小児科学会認定医 

子ども心相談医 

金沢大学臨床研修指導医養

成ワークショップ受講 

030322602 4 

小児科 今村  博明 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 39年 ○ 

日本小児科学会専門医 

金沢大学臨床研修指導医養

成ワークショップ受講 
030322602 4 

小児科 佐久間 友子 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 21年 ○ 

日本小児科学会専門医、富山

大学附属病院臨床研修指導

医セミナー受講 
030322602 4 

小児科 小川 次郎 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 31年 ○ 

日本小児科学会専門医、富山

大学附属病院臨床研修指導

医セミナー受講 
030322602 4 

小児科 樋口 収 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 21年 ○ 

小児科専門医,小児アレルギ

ー専門医,富山大学附属病院

臨床研修指導医セミナー受

講 

030322602 2.4 

外科 原   拓央 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 29年 ○ 

日本外科学会認定医 

日本消化器外科学会認定医 

金沢大学臨床研修指導医養

成ワークショップ受講 

030322602 4 

外科 尾山 佳永子 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 25年 ○ 

日本外科学会専門医 

金沢大学臨床研修指導医養

成ワークショップ受講 
030322602 4 

 

別紙４ 



 

（No.４） 

３３．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０３２２        臨床研修病院の名称： 厚生連高岡病院                

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：○ 

11118877

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 小竹 優範 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 25年 ○ 

日本外科学会専門医 

消化器内視鏡専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 

030322602 4 

外科 林 泰寛 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 22年 ○ 

日本外科学会専門医・指導医 

臨床研修指導医養成ワーク

ショップ受講（石川県地域医

療支援センター主催） 

030322602 4 

外科 澤田 幸一郎 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 17年 ○ 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 030322602 4 

胸部外科 西田 佑児 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 20年 ○ 

日本外科学会専門医 

臨床研修指導医養成ワーク

ショップ受講（石川県地域医

療支援センター主催） 

030322602 4 

胸部外科 谷内 毅 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 24年 ○ 

外科専門医、臨床研修指導医

養成ワークショップ受講（石

川県地域医療支援センター

主催） 

030322602 4 

胸部外科 齋藤 直毅 
厚生連 

高岡病院 
医長  12年 〇 

日本外科学会専門医 

臨床研修指導医養成ワーク

ショップ受講（石川県地域医

療支援センター主催） 

030322602  

整形外科   岡本 春平 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 23年 ○ 

整形外科専門医 

長野県厚生連研修医教育ワ

ークショップ受講 
030322602 4 

整形外科   坂越 大悟 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 24年 ○ 

整形外科専門医 

医師の臨床研修に係る指導

医講習会終了 
030322602 4 

整形外科 太田 敬 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 17年 〇 

整形外科専門医,福井大学病

院卒後臨床研修指導医講習

会受講 
030322602 4 

 

別紙４ 



別紙４ 

（No.５） 

３３．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０３２２        臨床研修病院の名称：厚生連高岡病院  

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） 

リハビリ科 糸川 秀人 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 38年 ○ 

整形外科専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

形成外科 杉下 和之 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 18年 ○ 

形成外科学会専門医 

上越総合病院臨床研修指導

医セミナー受講 
030322602 4 

脳神経外科 新井 政幸 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 30年 ○ 

脳神経外科専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

脳神経外科 高沢 弘樹 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 21年 ○ 

日本脳神経外科学会専門医 

日本脳卒中学会脳卒中専門

医、富山大学附属病院臨床研

修指導医セミナー受講 

030322602 4 

脳神経外科 北林 明宏 
厚生連 

高岡病院 
医長 14年 ○ 

日本脳神経外科学会専門医 

日本脳卒中学会脳卒中専門

医、金沢大学臨床研修指導医

養成ワークショップ受講 

030322602 4 

泌尿器科 町岡 一顕 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 15年 ○ 

日本泌尿器科学会専門医・指

導医、金沢大学臨床研修指導

医養成ワークショップ受講 
030322602 4 

産婦人科 前 喜代子 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 24年 ○ 

産婦人科専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

産婦人科 米澤 理可 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 20年 ○ 

日本産科婦人科学会専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

産婦人科 福田 香織 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 16年 ○ 

日本産科婦人科学会認定専

門医・指導医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 

030322602 4 

 

 



別紙４ 

（No.6） 

３３．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０３２２        臨床研修病院の名称： 厚生連高岡病院    

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） 

放射線科 堀地 悌 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 37年 ○ 

放射線科専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

放射線科 絹谷 啓子 
厚生連 

高岡病院 
診療部長待遇 37年 ○ 

放射線科専門医、放射線診断

専門医、核医学専門医、PET

核医学認定医、全国自治体病

院協議会臨床研修指導医セ

ミナー受講 

030322602 4 

皮膚科 村田 久仁男 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 38年 ○ 

皮膚科専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

救急科 吉田  昌弘 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 30年 ○ 

麻酔指導医、救急専門医 

金沢大学臨床研修指導医養

成ワークショップ受講 
030322602 4救急指導医 

救急科 菊川 哲英 
厚生連 

高岡病院 

診療部長 

待遇 
17年 ○ 

日本麻酔科学会専門医、救急

専門医、武蔵野日赤病院臨床

研修指導医講習会終了 
030322602 4救急指導医 

救急科 伊藤 宏保 
厚生連 

高岡病院 

診療部長 

待遇 
17年 ○ 

日本麻酔科学会専門医、救急

専門医、武蔵野日赤病院臨床

研修指導医講習会終了 
030322602 4救急指導医 

救急科 藤井 真広 
厚生連 

高岡病院 
医長 12年 ○ 

救急専門医、富山大学附属病

院臨床研修指導医セミナー

受講 
030322602 4救急指導医 

麻酔科 西塚 一男 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 31年 ○ 

日本麻酔科学会専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

麻酔科 山形 忠永 
厚生連 

高岡病院 

診療部長 

待遇 
18年 ○ 

日本麻酔科学会専門医 

富山大学附属病院臨床研修

指導医セミナー受講 
030322602 4 

麻酔科 田端 あや 
厚生連 

高岡病院 
医長 17年 ○ 

日本麻酔科学会専門医、臨床

研修指導医養成ワークショ

ップ受講（石川県地域医療支

援センター主催） 

030322602 4 
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（No.7） 

３３．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０３２２        臨床研修病院の名称：厚生連高岡病院  

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） 

病理診断科 野本 一博 
厚生連 

高岡病院 
診療部長 32年 ○ 

日本病理学会専門医、日本臨

床細胞学会専門医、富山大学

附属病院臨床研修指導医セ

ミナー受講 

030322602 4 

病理診断科 向 宗徳 
厚生連 

高岡病院  
診療部長待遇 19年 ○ 

病理専門医研修指導医、臨床

研修指導医養成ワークショ

ップ受講（石川県地域医療支

援センター主催） 

030322602 4 

歯科口腔外

科 
山下 知巳 

厚生連 

高岡病院 
診療部長 34年 ○ 

歯科医師臨調研修指導医（厚

生労働省・財団法人歯科医療

研修振興財団主催） 
030322602 4 

         

         

         

         

         

         

 

 


