
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 洞 和彦 北信総合病院 院長 40 × 

日本内科学会指導医 

日本腎臓学会指導医 

日本透析医学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

内科 上條 浩司 北信総合病院 部長 24 × 

日本内科学会専門医 

日本腎臓学会専門医 

日本透析医学会指導医 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

内科 南 聡 北信総合病院 部長 22 ○ 

長野県厚生連指導医講習会受講

(H24 年度) 

日本腎臓学会指導医 

日本透析医学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

内科 渡辺 德 北信総合病院 副院長 35 ○ 

信大病院指導医講習会受講(H17

年度) 

日本内科学会指導医 

日本循環器学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

内科 金城 恒道 北信総合病院 部長 24 ○ 

東医歯大病院指導医講習会受講

(H18 年度) 

日本内科学会指導医 

日本循環器学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

内科 清水 貴裕 北信総合病院 医長 13 × 
 北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

内科 山本 力 北信総合病院 部長 29 ○ 

東医歯大病院指導医講習会受講

（H19 年度） 

日本内科学会専門医 

日本消化器病学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

別紙４ 



（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 
 
 

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 小林 聡 北信総合病院 医長 13 ○ 

信大病院指導医講習会受講（平成

27 年度） 

日本内科学会専門医 

日本消化器病学会専門医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

日本プライマリ・ケア連合学会認

定指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

4 

内科 千秋 智重 北信総合病院 部長 25 ○ 
東医歯大病院指導医講習会受講

（H24 年度） 

日本内科学会専門医 

日本呼吸器学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

1,4 

内科 山嵜 正志 北信総合病院 副院長 30 ○ 
長野県厚生連指導医講習会受講

(H25 年度) 

日本神経学会指導医 

日本認知症学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

4 

内科 伊藤 清信 北信総合病院 部長 34 × 
日本医学放射線学会専門医 

日本核医学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 
 

内科 洞 久美子 北信総合病院 部長 38 × 
日本腎臓学会専門医 

日本人間ドック学会指導医 

日本禁煙学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 
 

内科 藤原 道雄 北信総合病院 部長 32 ○ 
長野県厚生連指導医講習会受講

(H22 年度) 

日本小児科学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 
4 

外科 

救急 
藤森 芳郎 北信総合病院 部長 31 ○ 

長野県厚生連指導医講習会受講

(H20 年度) 

日本外科学会指導医 

日本消化器病学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

4 

別紙４ 



（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

外科 山田 博之 北信総合病院 部長 30 × 
日本外科学会指導医 

日本消化器外科学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

外科 篠原 剛 北信総合病院 部長 24 ○ 

長野県厚生連指導医講習会受講

(H21 年度) 

日本外科学会指導医 

日本小児外科学会専門医 

日本乳癌学会乳腺専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

外科 町田 水穂 北信総合病院 医長 20 ○ 

全国自治体病院協議会指導医講

習会受講 

(H26 年度) 

日本外科学会指導医 

日本消化器外科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

外科 

救急 
荒井 信博 北信総合病院 部長 29 ○ 

長野県厚生連指導医講習会受講

（H26 年度） 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

外科 山田 誠司 北信総合病院 部長 28 × 日本整形外科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

外科 高梨 誠司 北信総合病院 医長 16 ○ 
信大病院指導医講習会受講（平成

26 年度） 

日本整形外科学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

外科 

救急 
城下 晃 北信総合病院 医長 16 × 日本形成外科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

別紙４ 



（No.4） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

外科 

救急 
塚田 晃裕 北信総合病院 部長 24 ○ 

長野県厚生連指導医講習会受講

(H23 年度) 

日本脳神経外科学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

外科 岡野 美津子 北信総合病院 医長 13 ○ 
長野県厚生連指導医講習会受講

(H25 年度) 

日本脳神経外科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

外科 塚原 隆司 北信総合病院 副院長 39 ○ 

長野県厚生連指導医講習会受講

(H20 年度) 

日本脳神経外科学会指導医 

日本脳神経外科コングレス専門

医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

外科 

救急 
吉田 哲矢 北信総合病院 副院長 36 ○ 

日本胸部外科学会指導医 

日本血管外科学会専門医 

日本心臓血管外科学会専門医 

長野県厚生連指導医講習会受講

（H26 年度） 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

外科 酒井 健司 北信総合病院 医長 11 × 日本外科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

外科 石原 八州司 北信総合病院 部長 34 × 日本皮膚科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

外科 水野 秀紀 北信総合病院 部長 30 × 日本泌尿器科学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

別紙４ 



（No.5） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

外科 平形 志朗 北信総合病院 センター長 21 ○ 
信大病院指導医講習会受講（平成

26 年度） 

日本泌尿器科学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

外科 新井 純 北信総合病院 部長 27 × 日本眼科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

外科 内藤 武彦 北信総合病院 医長 15 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

病理 

（CPC） 
篠原 直宏 北信総合病院 部長 38 × 日本病理学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

麻酔科 

救急 
菱沼 典正 北信総合病院 部長 25 ○ 

信大病院指導医講習会受講(H21

年度) 

日本麻酔科学会指導医 

日本心臓血管麻酔学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

麻酔科 

救急 
城下 裕子 北信総合病院 医長 17 × 日本麻酔科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

麻酔科 

救急 
安藤 晃 北信総合病院 医長 11 × 日本麻酔科学会認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 
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（No.6） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

小児科 久保 徹夫 北信総合病院 部長 35 ○ 
信大病院指導医講習会受講(H16

年度) 

日本小児科学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

小児科 蜂谷 明 北信総合病院 医長 14 ○ 
指導医講習会（信大 WS2015）修了 

日本小児科学会専門医 

日本小児循環器学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

産婦人科 長田 亮介 北信総合病院 部長 25 ○ 
長野県医師会・病院協議会指導医

講習会受講(H21 年度) 

日本産科婦人科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

産婦人科 野池 雅実 北信総合病院 医長 20 × 日本産科婦人科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

産婦人科 今井 宗 北信総合病院 医長 11 × 日本産科婦人科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
  

産婦人科 髙野 宏太 北信総合病院   7 × 日本産科婦人科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
 

精神科 中澤 美里 北信総合病院 医長 18 ○ 
長野県厚生連指導医講習会受講

(H27 年度) 

日本精神神経学会指導医 

精神保健指定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
4 

別紙４ 



（No.7） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

地域保健 下山 丈人 
老人保健施設

もえぎ 
施設長 37 × 

 

日本血液学会指導医 

日本プライマリ・ケア連合学会指

導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 
3 

地域医療 曽根 進 
北信総合病院附属

北信州診療所 
所長 24 ○ 

長野県厚生連指導医講習会受講  

日本プライマリ・ケア連合学会指

導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 3,4 

精神科 ﾑﾗﾀ  ｼﾎ 

村田 志保 

北アルプス医療セ

ンターあづみ病院 
副院長 34 ○ 

北信越地区精神科七者懇「臨

床研修指導医講習会」2005

受講済、精神保健指定医、精

神科専門医・指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 

3,4 

精神科 ｷﾄｳ  ﾋｻｼ 

鬼頭 恆 

北アルプス医療セ

ンターあづみ病院 部長 17 ○ 
長野県医師会WS2009受講済、

精神保健指定医、精神科専門

医・指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 

4 

精神科 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 

中村 伸治 

北アルプス医療セ

ンターあづみ病院 部長 19 ○ 
北信越地区精神科七者懇「臨

床研修指導医講習会」2009

受講済、精神保健指定医、精

神科専門医・指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 

4 

精神科 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 

岡田 知徳 

北アルプス医療セ

ンターあづみ病院 部長 25 ○ 
信大病院 WS2018 受講済、精

神保健指定医、精神科専門

医・指導医、日本医師会認定

産業医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 

4 

精神科 ｵｶﾀﾞ ﾌﾐｺ 

岡田 文美子 

北アルプス医療セ

ンターあづみ病院 
 31 〇 

信大病院 WS2018 受講済、日

本産婦人科学会認定専門医、

日本医師会認定産業医、精神

保健指定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 

4 
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（No.8） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

精神科 ﾌﾙﾔ  ﾏｻﾋﾛ 

古屋 昌宏 

北アルプス医療セ

ンターあづみ病院 医長 13 ○ 
長野県厚生連 WS2019受講済、精神保健指定医、精

神科専門医・指導医 北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

精神科 ｱﾒﾐﾔ ｺｳﾀﾛｳ 

雨宮 光太郎 

北アルプス医療セ

ンターあづみ病院 
医長 8 ○ 

信州蓼科 WS2019受講済、日本医師会認定産業医、

精神保健指定医、精神科専門医・指導医 北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

医学教育研修

センター 
ﾀﾀﾞ ﾂﾖｼ 

多田 剛 
信州大学医学部 

附属病院 
教授 37  

○ 
富士研 WS（2005）修了、日本脳神経学会認定専

門医、日本医学教育学会認定医学教育専門家プロ

グラム責任者養成講習会 2017 
北信総合病院卒後臨床研修プログラム 3,4 

内科 ﾊﾅｵｶ ﾏｻﾕｷ 

花岡 正幸 

信州大学医学部 

附属病院 
教授 29  

○ 
指導医講習会（信大 WS2004）修了、総合内科専門

医（旧認定内科専門医）、内科認定医、日本アレル

ギー学会専門医 

呼吸器学会専門医、呼吸器学会指導医、内科学会

指導医、感染症コントロールドクター、産業医、

日本禁煙学会認定指導医、がん治療認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 

4 

内科 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 

山本 洋 

信州大学医学部 

附属病院 
准教授 26  

○ 指導医講習会（信 WS2008）修了、総合内科専門

医（旧認定内科専門医）、内科認定医、内科学会指

導医、呼吸器学会専門医、呼吸器学会指導医、 

産業医、呼吸器内視鏡学会専門医  

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 

4 

内科 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋｻ 

漆畑 一寿 
信州大学医学部 

附属病院 
助教 24  

○ 指導医講習会（信 WS2007）修了、内科認定医、

総合内科専門医、呼吸器学会専門医、睡眠病認定

医内科学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 

4 

内科 
ｳｼｷ ｱﾂﾋﾄ 

牛木 淳人 

信州大学医学部 

附属病院 
講師 16  

○ 

 

指導医講習会（信 WS2011）修了内科学会認定医、

総合内科専門医、内科指導医、呼吸器学会専門医、

呼吸器学会指導医、感染症学会専門医、指導医感

染症学会認定インフェクションコントロールドク

ター、結核病学会認定 結核・抗酸菌症治療認定

医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 

 

4 

別紙４ 



（No.9） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 ﾀﾃｲｼ ｶｽﾞﾅﾘ 

立石 一成 
信州大学医学部 

附属病院 
助教 12  

○ 
指導医講習会（信WS2012）修了内科学

会認定医、総合内科専門医、日本化学療

法学会、呼吸器学会専門医、内科指導医,

日本がん治療認定機構認定医,肺がん CT

検診認定機構認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｲﾁﾔﾏ ﾀｶｼ 

市山 崇史 

信州大学医学部 

附属病院 
助教（診療） 12  

○ 指導医講習会(信大WS2013)修了,内科学

会認定医、呼吸器学会専門医,内科学会指

導医、専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾔｽｵ ﾏｻﾉﾘ 

安尾 将法 
信州大学医学部 

附属病院 
講師 21  

○ 指導医講習会(信大 WS2014）修了,内科

学会認定医、総合内科専門医、内科指導

医、呼吸器学会専門医、指導医呼吸器内

視鏡学会専門医、指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｷﾀｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 

北口 良晃 

信州大学医学部 

附属病院 
助教（診療） 19  

○ 指導医講習会(信大 WS2015）修了、内科

認定医、内科指導医、呼吸器学会専門医,

内科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 

町田 良亮 
信州大学医学部 

附属病院 
医員 11  

○ 
指導医講習会(信大 WS2015）修了、内科

学会認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｼﾞ 

上條 祐司 

信州大学医学部 

附属病院 
准教授 24  

○ 
指導医講習会（H21長野県医師会）修了、

内科指導医、総合内科専門医・認定医、

腎臓学会専門医・指導医、透析学会専門

医・指導医、日本リウマチ学会専門医、

臨床腎移植学会認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｼﾞｮｳｼﾀ ｻﾄﾙ 

城下 智 
信州大学医学部 

附属病院 
助教 16  

○ 
指導医講習会（国立病院機構）H17.9.3 

修了, ,日本内科学会認定内科医, ,日本内

科学会総合内科専門医,日本消化器病学

会,消化器病専門医,日本肝臓学会肝臓専

門医, ,日本消化器内視鏡学会専門医,アメ

リカ内科学会上級会員 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.10） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 ｽｶﾞ ﾄﾓｱｷ 

菅 智明 
信州大学医学部 

附属病院 
助教 24  

○ 指導医講習会（H20長野県医師会）

修了、内科認定医、消化器病学会

専門医、消化器内視鏡学会専門

医・指導医  

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｲｼﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 

石田 文宏 
信州大学医学部 

附属病院 
教授 33  

○ 指導医講習会（信 WS2005）修了、

内科指導医、内科認定医、総合内

科専門医、血液学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾊﾏﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 

濱野 英明 
信州大学医学部 

附属病院 
准教授 24  

○ 指導医講習会（信 WS2007）修了、

内科認定医・指導医、消化器病学

会専門医、消化器内視鏡学会専門

医・指導医  

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 

橋本 幸始 
信州大学医学部 

附属病院 
助教 16  

○ 指導医講習会（信大

WS2011）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 

中澤 英之 
信州大学医学部 

附属病院 
講師 17  

○ 指導医講習会（2012年 6月 23日)

修了、血液学会認定血液専門医、

内科学会総合内科専門医、臨床研

修指導医講習会受講 2012 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｳﾒﾑﾗ ﾀｹｼﾞ 

梅村 武司 
信州大学医学部 

附属病院 
准教授 11  

○ 
指導医講習会(信大 WS2015)

修了 

 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｶﾜｶﾐ ﾄｵﾙ 

川上 徹 
信州大学医学部 

附属病院 
医員 8  

○ 指導医講習会（信大

WS2016）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.11） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 ﾆｼﾅ ｻﾔｶ 

仁科 さやか 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 13  
○ 指導医講習会（信大

WS2017）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｿﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ 

園田 光佑 

信州大学医学部 

附属病院 医員 8  
○ 指導医講習会（信大

WS2017）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｵ 

山崎 智生 

信州大学医学部 

附属病院 医員 8  
○ 指導医講習会（信大

WS2017）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 

渡邉 貴之 

信州大学医学部 

附属病院 助教 12  
○ 指導医講習会（信大

WS2016）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾅｶﾞﾔ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 

長屋 匡信 

信州大学医学部 

附属病院 講師 16  
○ 

信大 WS2018 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 フジモリ ナオユキ 

藤森 尚之 

信州大学医学部 

附属病院 医員 8  
○ 上越総合病院臨床研修指導

医講習会 2018 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｵｻﾞﾜ ﾏｷｺ 

小澤 真希子 

信州大学医学部 

附属病院 医員 7  
○ 

信大 WS2018 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.12） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 クリバヤシ ナオヤ 

栗林 直矢 

信州大学医学部 

附属病院 医員 6  
○ 

信大 WS2018 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 スギウラ アユミ 
杉浦 亜弓 

信州大学医学部 

附属病院 医員 7  
○ 上越総合病院臨床研修指導

医講習会 2017 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 クライシ ヤスヒロ 

倉石 康弘 

信州大学医学部 

附属病院 医員 7  
○ 

信大 WS2018 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ソノダ コウスケ 
園田 光佑 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 8  
○ 

信大 WS2016 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ハラダ マコト 
原田 真 

信州大学医学部 

附属病院 医員 10  
○ 

信大 WS2015 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ 

中村 勝哉 

信州大学医学部 

附属病院 講師 15  
○ 

指導医講習会（H24第 13回日本赤十字

社臨床研修医指導医講習会）、内科学会

指導医、認定内科医、総合内科専門医、

日本神経学会認定専門医、日本脳卒中学

会専門医、臨床遺伝専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｺﾀﾞｲﾗ ﾐﾉﾘ 

小平 農 

信州大学医学部 

附属病院 講師 15  
○ 指導医講習会(信大 WS2014)修

了、内科学会認定医、日本神経学

会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.13） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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   ﾖｼﾅｶﾞ ﾂﾈｱｷ 

吉長 恒明 

信州大学医学部 

附属病院 助教 11  
○ 

信大ＷＳ2017、内科学会指導医、認定内

科医、総合内科専門医、神経学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｾｷｼﾞﾏ ﾖｼｷ 

関島 良樹 

信州大学医学部 

附属病院 教授 27  
○ 

指導医講習会（H18長野県医師会）修了、

認定内科医、総合内科専門医、内科学会

指導医、神経学会専門医・指導医、臨床

遺伝専門医、認知症専門医・指導医リウ

マチ学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｶﾄｳ ﾅｶﾞｱｷ 

加藤 修明 

信州大学医学部 

附属病院 講師 16  
○ 

指導医講習会(信大 WS2012)修了、内科

認定医、神経内科専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 

宮﨑 大吾 

信州大学医学部 

附属病院 
講師 15  

○ 
指導医講習会(信大 WS2013)修了、内科

学会認定医、神経内科専門医、総合内科

専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｼﾓｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 

下島 恭弘 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 19  
○ 

指導医講習会（H20諏訪 WS修了、総合

内科専門医、日本リウマチ学会専門医、

評員、指導医、日本神経学会専門医、指

導医、中部リウマチ学会評議員、日本脳

卒中学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 タカソネ ケン 

高曽根 健 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 7  
○ 

指導医講習会(諏訪 WS2018)修了、内科

認定医、神経内科専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 キシダ ダイ 

岸田 大 

信州大学医学部 

附属病院 助教 13  
○ 指導医講習会（信WS2018）修了、認定

内科医、総合内科専門医、内科学会指導

医、日本リウマチ学会専門医、指導医、

評議員、中部リウマチ学会評議員 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.14） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 ウエノ ケンイチ 
上野 賢一 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 9  
○ 

指導医講習会(信大 WS2018)修了、内科

学会認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｺﾏﾂ ﾐﾂﾋｻ 

駒津 光久 

信州大学医学部 

附属病院 教授 32  
○ 

指導医講習会（信 WS2005）修了、内科

認定医、指導医、 

内分泌・代謝専門医、指導医、 

糖尿病専門医、指導医、日本救急医学会

認定ＩＣＬＳｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、内分泌代謝指

導医  

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 

森 淳一郎 

信州大学医学部 

附属病院 講師 22  
○ 指導医講習会（信 WS2010）修了、認定

内科医、内分泌・代謝専門医、平成 22

年度第 37回医学教育者のためのワーク

ショップ(第 18号) 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 

山崎 雅則 

信州大学医学部 

附属病院 
創薬科学講座 

准教授 
22  

○ 
指導医講習会（信 WS2010）修了、内科

認定医・指導医、 

内分泌・代謝専門医、指導医、 

糖尿病専門医、日本救急医学会 ICLSイ

ンストラクター 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 

西尾 真一 

信州大学医学部 

附属病院 講師 19  
○ 指導医講習会(信大 WS2012）修了、内科

認定医、指導医 

糖尿病専門医、内分泌代謝専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｵｵｲﾜ ｱｺ 

大岩 亜子 

信州大学医学部 

附属病院 助教 17  
○ 指導医講習会(信大 WS2013)修了、内科

認定医、指導医 

糖尿病専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｻﾄｳ ｱｲ 

佐藤 亜位 

信州大学医学部 

附属病院 講師 19  
○ 日本病院会第3回臨床研修指導医養成講

習会、内科認定医・指導医、糖尿病専門

医、内分泌・代謝専門医、日本救急医学

会認定 ICLSインストラクター 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

 

別紙４ 



（No.15） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 
 
 
 

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 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 

柴田 有亮 

信州大学医学部 

附属病院 助教 8  ○ 
指導医講習会（信大

WS2017）修了、糖尿病専門

医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｳｽｹ 

大久保 洋輔 

信州大学医学部 

附属病院 助教 9  ○ 
指導医講習会（信大

WS2017）修了、糖尿病専門

医、内分泌代謝専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 

北原  順一郎 

信州大学医学部 

附属病院 助教 8  
○ 指導医講習会（信大

WS2018）修了、糖尿病専門

医、内分泌代謝専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ﾓﾄｷ ﾋﾛﾋｺ 

元木 博彦 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 19  
○ 指導医講習会(信大 WS2015）

修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｻｴｸﾞｻ ﾀﾂﾔ 

三枝 達也 

信州大学医学部 

附属病院 講師 15  
○ 指導医講習会（信大

WS2016）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

内科 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 

小林 秀樹 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 8  
○ 

信大 WS2018 
北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

精神科 

 

ﾜｼﾂﾞｶ ｼﾝｽｹ 

鷲塚 伸介 

信州大学医学部 

附属病院 教授 24  
○ 指導医講習会（H16精神科七者懇）

修了、精神保健指定医、日本精神

神経学会専門医、日本精神神経学

会指導医、日本医師会認定産業医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.16） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

精神科 ｵｷﾞﾜﾗ ﾄﾓﾐ 

荻原 朊美 

信州大学医学部 

附属病院 特任助教 17  
○ 

指導医講演会（信大 WS2008)修

了、精神保健指導医、老年精神医

学会専門医・指導医、 

日本精神神経学会専門医、日本精

神神経学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

精神科 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 

髙橋 徹 

信州大学医学部 

附属病院 講師 23  
○ 指導医講習会(信大 WS2005)修

了、精神保健指定医、日本精神神

経学会専門医、日本精神神経学会

指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

精神科 ｽｷﾞﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 

杉山 暢宏 

信州大学医学部 

附属病院 教授 20  
○ 指導医講演会（信大 WS2006)修

了、日本精神神経学会専門医・指

導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

精神科 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ 

萩原 徹也 

信州大学医学部 

附属病院 助教 20  
○ 

指導医講演会（信大 WS2007)修

了、日本精神神経学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

精神科 ｻｻﾔﾏ ﾀﾞｲﾒｲ 

篠山 大明 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 14  
○ 

指導医講演会（信大 WS2013)修

了、精神保健指定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

精神科 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾉﾘ 

中村 敏範 

信州大学医学部 

附属病院 助教 11  
○ 指導医講演会（信大 WS2014)修

了、日本精神神経学会専門医、精

神保健指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

精神科 ｱｻｲ ﾕｶ 

浅井 由佳 

信州大学医学部 

附属病院 助教 8  
○ 

指導医講習会（信大 WS2017）修

了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.17） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

精神科 
ﾕｲ ｽﾐｴ 

由井 寿美江 

信州大学医学部 

附属病院 助教 8  
○ 

指導医講習会（信大 WS2017）修

了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

精神科 
ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 

田名部 はるか 

信州大学医学部 

附属病院 助教 7  
○ 

指導医講習会（信大 WS2018）修

了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ 

盛田 大介 

信州大学医学部 

附属病院 助教 11  
○ 

指導医講習会(信大 WS2014)修

了、小児科専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ｶﾄｳ ｻﾜｺ 

加藤 沢子 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 12  
○ 

指導医講習会（信大 WS2015）修

了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳｺ 

山崎 聖子 

信州大学医学部 

附属病院 医員 9  
○ 

指導医講習会（信大 WS2017）修

了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ﾅｶﾔﾏﾖｼｺ 

中山 佳子 

信州大学医学部 

附属病院 講師 26  
○ 

指導医講習会（信大 WS2010）修

了、日本小児科学会専門医、日本

消化器学会指導医、日本消化器学

会専門医、日本消化器内視鏡学会

専門医、 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ﾓﾄｷ ﾉﾘｺ 

元木 倫子 

信州大学医学部 

附属病院 講師 20  
○ 

指導医講習会（信大 WS2016）修

了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.18） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

小児科 ﾊﾗ ﾖｳｽｹ 

原 洋祐 

信州大学医学部 

附属病院 助教(特定雇用) 13  
○ 指導医講習会(信大 WS2014)

修了、小児科専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳｿﾞｳ 

中沢 洋三 

信州大学医学部 

附属病院 教授 22  
○ 

指導医講習会（第 12回小児科医のため

の臨床研修指導医講習会）、日本小児科

学会専門医、日本血液学会専門医・指導

医、日本小児血液・がん学会専門医、日

本造血細胞移植学会認定医、がん治療認

定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ﾀﾅｶﾐﾕｷ 

田中 美幸 

信州大学医学部 

附属病院 助教 13  
○ 指導医講習会（信大

WS2015）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 

松岡 大輔 

信州大学医学部 

附属病院 医員 10  
○ 指導医講習会（信大

WS2015）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ﾊﾁﾔ ｱｷﾗ 

蜂谷 明 

信州大学医学部 

附属病院 医員 12  
○ 指導医講習会（信大

WS2015）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 

中村 千鶴子 

信州大学医学部 

附属病院 医員 11  
○ 指導医講習会（信大

WS2016）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾀｸﾐ 

柴崎 拓実 

信州大学医学部 

附属病院 医員 8  
○ 指導医講習会（信大

WS2016）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.19） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

小児科 
ｵｵｸﾗ ｴﾘ 

大倉 絵梨 

信州大学医学部 

附属病院 医員 9  
○ 

信大 WS2018 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

小児科 
ｼｹﾞﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ 

重村 倫成 

信州大学医学部 

附属病院 講師 16  
○ 

信大 WS2018 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

皮膚科 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 

中村 謙太 

信州大学医学部 

附属病院 助教 9  
○ 指導医講習会（信大

WS2016）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

皮膚科 ｺｶﾞ ﾋﾛｼ 

古賀 弘志 

信州大学医学部 

附属病院 講師 23  
○ 指導医講習会(信大 WS2012)

修了、日本皮膚科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

皮膚科 ｼﾗｲ ﾀｸｼ 

白井 拓史 

信州大学医学部 

附属病院 医員 19  
○ 指導医講習会（信大

WS2016）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

皮膚科 ｷﾆﾜ ﾕｷｺ 

木庩 幸子 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 25  
○ 指導医講習会（H23 長野県医

師会）修了、日本皮膚科学会

専門医、癌治療認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

皮膚科 ｱｼﾀﾞ ｱﾂｺ 

芦田 敦子 

信州大学医学部 

附属病院 助教 23  
○ 指導医講習会(信大 WS2012)

修了、日本皮膚科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.20） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 ｸﾛｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 

黒住 昌弘 

信州大学医学部 

附属病院 助教 21  
○ 指導医講習会（信大 WS2010）修

了、放射線診断専門医、日本 IVR

学会専門医、 

核医学専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾅ 

松下 美奈 

信州大学医学部 

附属病院 医員 15  
○ 指導医講習会(信大 WS2012)修

了、放射線診断専門医、核医学専

門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ｺｲﾜｲ ｹｲｲﾁﾛｳ 

小岩井 慶一郎 

信州大学医学部 

附属病院 講師 18  
○ 指導医講習会(信大 WS2012)修

了、放射線治療専門医、日本がん

治療認定医機構が治療認定医、第

1 種放射線取扱主任者 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ 

藤田 顕 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 13  
○ 

指導医講習会(信大 WS2014)修

了、放射線診断専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ｶﾜｶﾐ ｻﾄｼ 

川上 聡 

信州大学医学部 

附属病院 助教 22  
○ 指導医講習会（信大 WS2005）修

了、放射線診断専門医、核医学専

門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾔｽﾅﾘ 

藤永 康成 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 25  
○ 指導医講習会（信大 WS2011）修

了、放射線診断専門医、日本 IVR

学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝ 

柳澤 新 

信州大学医学部 

附属病院 助教 17  
○ 指導医講習会（信大 WS2011）修

了、放射線診断専門医、核医学専

門医、IVR 専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.21） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院       

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 ｶﾈｺ ﾄﾓｷ 

金子 智喜 

信州大学医学部 

附属病院 助教 23  
○ 指導医講習会(信大 WS2012)

修了、放射線診断専門医、PET

核医学認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 

山田 哲 

信州大学医学部 

附属病院 講師 18  
○ 指導医講習会(信大 WS2013)

修了、放射線診断専門医、日

本 IVR 学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ﾂｶﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 

塚原 嘉典 

信州大学医学部 

附属病院 助教(特定雇用) 14  
○ 指導医講習会(信大 WS2014)

修了、放射線診断専門医、IVR

専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 

髙橋 正明 

信州大学医学部 

附属病院 助教 13  
○ 指導医講習会(信大 WS2015)

修了、放射線診断専門医、IVR

専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 

小松 大祐 

信州大学医学部 

附属病院 医員 11  
○ 指導医講習会（信大

WS2016）修了、放射線診断

専門医、IVR 専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ｵｵﾔ ｱﾕﾑ 

大彌 歩 

信州大学医学部 

附属病院 助教 16  
○ 放射線診断専門医、核医学専

門医、IVR 専門医、指導医講

習会(信大 WS2013)修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

放射線科 ﾖｼｻﾞﾜ ｴﾘｺ 

吉澤 恵理子 

信州大学医学部 

附属病院 医員 9  
○ 指導医講習会（信大

WS2014）修了、放射線診断

専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.22） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 
ｵｻﾞﾜ ﾀｹｽﾐ 

小沢 岳澄 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 10  
○ 指導医講習会(信大 WS2012)

修了、放射線診断専門医、PET

核医学認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ﾐﾀ ｱﾂﾖｼ 

三田 篤義 

信州大学医学部 

附属病院 講師 25  
○ 指導医講習会(信大 WS2013)

修了、放射線診断専門医、日

本 IVR 学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｼﾋｺ 

池上 俊彦 

信州大学医学部 

附属病院 教授 34  
○ 指導医講習会(信大 WS2014)

修了、放射線診断専門医、IVR

専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 

小林 聡 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 28  
○ 指導医講習会(信大 WS2015)

修了、放射線診断専門医、IVR

専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 

増田 雄一 

信州大学医学部 

附属病院 助教 18  
○ 指導医講習会（信大

WS2016）修了、放射線診断

専門医、IVR 専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 

北沢 将人 

信州大学医学部 

附属病院 講師 17  
○ 放射線診断専門医、核医学専

門医、IVR 専門医、指導医講

習会(信大 WS2013)修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 

清水 明 

信州大学医学部 

附属病院 講師 22  
○ 指導医講習会（信大

WS2014）修了、放射線診断

専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.23） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

外科 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 

伊藤 研一 

信州大学医学部 

附属病院 教授 30  
○ 

 

信大病院を中心とした医師卒後

教育ワークショップ 2011 修

了、日本外科学会専門医、日本乳

癌学会認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ﾏｴﾉ ｶｽﾞﾏ 

前野 一真 

信州大学医学部 

附属病院 講師 21  
○ 

指導医講習会（諏訪 WS2009）修

了、日本外科学会専門医、日本乳

癌学会専門医、日本消化器外科学

会専門医、日本消化器内視鏡学会

専門医、日本消化器病学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ﾌｧﾋﾞｯｼｭ ﾕｳｺ 

ファビッシュ（和田） 有

子 

信州大学医学部 

附属病院 講師 21  
○ 指導医講習会（信大 WS2009）修

了、日本外科学会専門医、心臓血

管外科専門医、脈管専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ｾﾄ ﾀﾂｲﾁﾛｳ 

瀬戸 達一郎 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 23  
○ 

指導医講習会(信大 WS2012)修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ﾊﾏﾅｶ ｶｽﾞﾄｼ 

濱中 一敏 

信州大学医学部 

附属病院 講師 21  
○ 

指導医講習会（諏訪日赤 2009）

修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ｶﾅｲ ﾄｼﾊﾙ 

金井 敏晴 

信州大学医学部 

附属病院 助教 20  
○ 

指導医講習会（諏訪 WS2011）修

了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 ﾋｮｳｺﾞﾀﾆ ｱｷﾗ 

兵庨谷 章 

信州大学医学部 

附属病院 助教 19  
○ 

指導医講習会（信大 WS2016）修

了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.24） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

外科 
ｵｵﾊｼ ﾉﾌﾞﾛｳ 

大橋 伸朗 

信州大学医学部 

附属病院 助教 13  
○ 指導医講習会（信大

WS2013）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科 
ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 

髙橋 淳 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 26  
○ 

指導医講習会（信大

WS2007）修了、日本整形外

科学会専門医、日本脊椎脊髄

外科指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

整形外科 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 

林 正徳 

信州大学医学部 

附属病院 助教 22  
○ 指導医講習会(信大 WS2013)

修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

整形外科 ｱｵｷ ﾃﾂﾋﾛ 

青木 哲宏 

信州大学医学部 

附属病院 医員 16  
○ 指導医講習会(信大 WS2012)

修了、日本整形外科学会専門

医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

整形外科 ﾃﾝｼｮｳ ｹｲｼﾞ 

天正 恵治 

信州大学医学部 

附属病院 講師 21  
○ 長野県医師会・長野県病院協

議会主催臨床研修指導医講

習会（2012）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

整形外科 ｱｵｷ ｶｵﾙ 

青木 薫 

信州大学医学部 

附属病院 
准教授(特定雇

用) 
17  

○ 長野県医師会・長野県病院協

議会主催臨床研修指導医講

習会（2012）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

整形外科 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｵ 

中村 幸男 

信州大学医学部 

附属病院 講師 21  
○ 指導医講習会(信大 WS2013)

修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.25） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 

岡本 正則 

信州大学医学部 

附属病院 助教(特定雇用) 14  
○ 

指導医講習会(信大 WS2014)修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

整形外科 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 

鈴木 周一郎 

信州大学医学部 

附属病院 医員 12  
○ 

指導医講習会（信大 WS2017）修

了、日本整形外科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

整形外科 ｷﾄｳ ﾑﾈﾋｻ 

鬼頭 宗久 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 13  
○ 

指導医講習会（信大 WS2017）修

了、日本整形外科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

整形外科 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ 

下平 浩揮 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 14  
○ 

指導医講習会(信大 WS2012)修

了、日本整形外科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

脳神経外

科 
ﾎﾘｳﾁ ﾃﾂﾖｼ 

堀内 哲吉 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 27  
○ 指導医講習会（信大 WS2008）修

了、日本脳神経外科学会専門医、

日本救急医学会救急科専門医、日

本脳卒中学会専門医   

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

脳神経外

科 
ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 

小山 淳一 

信州大学医学部 

附属病院 脳血管内治療セ

ンター診療教授 
25  

○ 指導医講習会（信大 WS2012）修

了、日本脳神経外科学会専門医、

日本脳卒中学会専門医、日本脳神

経血管内治療学会専門医・指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

脳神経外

科 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ 

荻原 利浩 

信州大学医学部 

附属病院 講師 16  
○ 指導医講習会(信大 WS2014)修

了、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 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.26） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

脳神経外

科 

ﾔｺ ﾀｹﾋﾛ 

八子 武裕 

信州大学医学部 

附属病院 助教 20  
○ 

指導医講習会（第 45回新指導医養成講

習会）修了、日本脳神経外科学会専門医、

日本脳卒中学会専門医、日本定位・機能

神経外科学会機能的定位脳手術技術認

定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

泌尿器科 ｲｼﾂﾞｶ ｵｻﾑ 

石塚 修 

信州大学医学部 

附属病院 教授 34  
○ 指導医講習会（信大 WS2006）修了、日

本泌尿器科学会専門医、日本泌尿器科学

会指導医、日本性機能学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

泌尿器科 ｵｶﾞﾜ ﾃﾙﾕｷ 

小川 輝之 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 20  
○ 

指導医講習会(信大 WS2014)修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

泌尿器科 ﾄﾞｳﾒﾝ ﾀｶﾋｻ 

道面 尚久 

信州大学医学部 

附属病院 助教 14  
○ 

指導医講習会(日本赤十字社

WS2012)修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

泌尿器科 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 

皆川 倫範 

信州大学医学部 

附属病院 講師 16  
○ 

指導医講習会(信大 WS2015)修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

眼科 ｸﾛｶﾜ ﾄｵﾙ 

黒川 徹 

信州大学医学部 

附属病院 講師 25  
○ 

指導医講習会（信州蓼科 2014）

修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

眼科 ﾑﾗﾀ ﾄｼﾉﾘ 

村田 敏規 

信州大学医学部 

附属病院 教授 32  
○ 

指導医講習会（信大 WS2008）修

了、日本眼科学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.27） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

耳鼻咽喉

科 

ﾀｸﾐ ﾕﾀｶ 

工 穣 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 24  
○ 指導医講習会（信大WS2004）

修了、日本耳鼻咽喉科学会専

門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

耳鼻咽喉

科 

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 

鈴木 宏明 

信州大学医学部 

附属病院 医員 16  
○ 

指導医講習会(信大 WS2013)

修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

産婦人科 ｵｶ ｹﾝｼﾞ 

岡 賢二 

信州大学医学部 

附属病院 助教 25  
○ 指導医講習会（信大WS2005）

修了、日本産科婦人科学会専

門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

産婦人科 ｺﾊﾞﾗ ﾋｻﾉﾘ 

小原 久典 

信州大学医学部 

附属病院 助教 16  
○ 指導医講習会（信大WS2008）

修了、日本産科婦人科学会専

門医、母佒保護指定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

産婦人科 ﾌｾﾔ ﾁﾎ 

布施谷 千穂 

信州大学医学部 

附属病院 助教（診療） 18  
○ 指導医講習会（信大WS2015）

修了、日本産科婦人科学会専

門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

産婦人科 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾄﾑ 

宮本 強 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 24  
○ 

指導医講習会（諏訪 WS2008）修

了、日本産科婦人科学会専門医、

母佒保護法指定医、日本婦人科腫

瘍学会、婦人科腫瘍専門医、がん

治療認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

産婦人科 ｶﾅｲ ﾏｺﾄ 

金井 誠 

信州大学医学部 

附属病院 教授 30  
○ 指導医講習会（信大WS2004）

修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.28） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

麻酔科蘇

生科 

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷ 

杉山 由紀 

信州大学医学部 

附属病院 講師 15  
○ 

H24 長野県医師会・長野県病

院協議会「臨床研修指導医講

習会」（第 7 回）受講、麻酔

科指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

麻酔科蘇

生科 

ｶﾜﾏﾀ ﾐｷﾄ 

川眞田 樹人 

信州大学医学部 

附属病院 教授 32  
○ 

指導医講習会（H20 諏訪 WS）

修了、麻酔科指導医、麻酔科

標榜医、ペインクリニック専

門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

麻酔科蘇

生科 

ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 

田中 聡 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 25  
○ 指導医講習会（信大

WS2008）修了、麻酔科標榜

医、麻酔科指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

麻酔科蘇

生科 

ﾌｾﾔ ｻﾄｼ 

布施谷 仁志 

信州大学医学部 

附属病院 助教 15  
○ 

指導医講習会(信大 WS2014)

修了、麻酔科標榜医、日本麻

酔科学会麻酔科専門医、麻酔

科指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

麻酔科蘇

生科 

ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 

石田 高志 

信州大学医学部 

附属病院 講師 12  
○ 指導医講習会（信大

WS2018）修了、麻酔専門医、

麻酔標榜医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

形成外科 ﾕｽﾞﾘﾊ ｼｭﾝｽｹ 

杠  俊介 

信州大学医学部 

附属病院 教授 29  
○ 信大病院を中心とした医師

卒後教育ワークショップ

2008 修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

形成外科 ﾅｶﾞｲ ﾌﾐｵ 

永井 史緒 

信州大学医学部 

附属病院 助教(特定雇用) 14  
○ 信大病院を中心とした医師

卒後教育ワークショップ

2012 修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.29） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

形成外科 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 

栁澤 大輔 

信州大学医学部 

附属病院 助教 12  
○ 指導医講習会（信大

WS2017）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

形成外科 
ﾂﾈｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 

常川 主裕 

信州大学医学部 

附属病院 助教 14  
○ 信州蓼科医師卒後教育ワー

クショップ 2017 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

救急部門 ﾆｯﾀ ｹﾝｲﾁ 

新田 憲市 

信州大学医学部 

附属病院 助教 22  
○ 指導医講習会（信大 WS2014）修

了、日本救急医学会専門医、日本

集中治療医学界専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

救急部門   ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾘ 

山口 晃典 

信州大学医学部 

附属病院 助教 8  
○ 指導医講習会（信大

WS2017）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

救急部門 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｼ 

今村 浩 

信州大学医学部 

附属病院 教授 31  
○ 

指導医講習会（信大 WS2010）修

了、日本内科学会専門医、日本心

血管インターベンション学会指

導医、日本救急医学会専門医・指

導医、日本集中治療医学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

救急部門 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 

髙山 浩史 

信州大学医学部 

附属病院 助教 21  
○ 指導医講習会（信大 WS2008）修

了、日本外科学会専門医、日本救

急医学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

救急部門 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 

望月 勝徳 

信州大学医学部 

附属病院 講師 13  
○ 指導医講習会（信大 WS2012）修

了、日本救急医学会専門医、日本

集中治療専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



 
 
 

（No.30） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

救急部門 
ｶｼﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 

嘉嶋 勇一郎 

信州大学医学部 

附属病院 助教 15  
○ 指導医講習会（信大 WS2015）修了、内

科認定医 

循環器専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

救急部門 
ﾀｹｼｹﾞ ｶﾅｺ 

竹重 加奈子 

信州大学医学部 

附属病院 助教 9  
○ 臨床研修指導医養成講習会（H27.2.8日

本病院会） 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

総合診療科 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｴｺ 

熊谷 美恵子 

信州大学医学部 

附属病院 講師 23  
○ 指導医講習会修了、日本内科学会認定内科医、日本

内科学会総合内科専門医、日本内分泌学会内分泌代

謝科専門医・指導医、日本糖尿病学会糖尿病専門医、

プライマリケア認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

総合診療科 ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 

関口 健二 

信州大学医学部 

附属病院 教授 18  
○ 指導医講習会修了（平成 17年第 5 回臨床研修指導

医のための EBM 講習会）、日本内科学会総合内科専

門医、米国内科専門医、プライマリケア認定医、米

国老年内科専門医、佐久緩和ケア研修会 2015修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

総合診療科 ｵﾉ ｻﾔｺ 

小野 咲弥子 

信州大学医学部 

附属病院 講師 18  ○ 
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター病院

郡臨床研修指導医講習会（H18）受講、日本内科学

会認定内科医、死佒解剖資栺、日本内科学会総合内

科専門医、日本内科学会指導医、プライマリケア認

定医、日本プライマリケア連合学会認定指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

総合診療科 ｻﾈﾁｶ ﾓﾓｴ 

實近 百恵 

信州大学医学部 

附属病院 助教 15  ○ 
山口大学医学部附属病院卒後臨床研修指導医要請

講習会（H19）、日本プライマリケア連合学会認定

指導医、プライマリケア認定医、佐久緩和ケア研修

会 2015 修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝ科 

ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 

池上 章太 

信州大学医学部 

附属病院 講師 15  
○ 

指導医講習会（信大 WS2018）修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



 

（No.31） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 
 

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） 

子どものこ

ころ診療部 

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 

本田 秀夫 

信州大学医学部 

附属病院 教授 30  
○ 

指導医講習会（信大 WS2016）修了 
北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

臨床検査

部 

ｳｴﾊﾗ ﾀｹｼ 

上原 剛 

信州大学医学部 

附属病院 准教授 21  ○ 指導医講習会修了、日本病理学会認定病理医、日

本臨床細胞学会認定指導医、死佒解剖資栺、日本

臨床検査医学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

臨床検査

部 
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 

本田 孝行 

信州大学医学部 

附属病院 
病院長 

教授 
37  

○ 指導医講習会（信大 WS2004）修了、日本内科学

会認定内科医、日本呼吸器病学会専門医、日本臨

床検査医学会検査専門医、日本呼吸器内視鏡学会

認定医、日本感染症学会専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

地域医療 

(公衆衛生) 
ﾂｶﾊﾗ ﾃﾙｵﾐ 

塚原 照臣 

信州大学医学部 

附属病院 教授 22  ○ 指導医講習会（信大WS2005）修了、労

働衛生コンサルタント（厚生労働省） 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

地域医療 

(公衆衛生) 
ﾉﾐﾔﾏ ﾃﾂｵ 

野見山 哲生 

信州大学医学部 

附属病院 教授 26  
○ 指導医講習会（信大WS2004）修了、日

本医師会認定産業医、労働衛生コンサル

タント（厚生労働省） 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

感染制御

室 
ｶﾅｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 

金井 信一郎 

信州大学医学部 

附属病院 助教 17  
○ 

指導医講習会（信大 WS2014） 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

包括的がん

治療学講座 
ﾏﾐﾔ ｹｲｺ 

間宮 敬子 

信州大学医学部 

附属病院 教授 29  
○ 

日本緩和医療学会暫定指導医、ペインクリニック

専門医、麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科指

導医・専門医 

日本東洋医学会漢方専門医 

平成 24年度第 39 回医学教育者のためのワークシ

ョップ修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.32） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

包括的がん

治療学講座 
ｾｷｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ 

関口 和 

信州大学医学部 

附属病院 講師 16  
○ 指導医講習会（信大 WS2016）修

了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

包括的がん

治療学講座 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾉﾌﾞ 

小泉 知展 

信州大学医学部 

附属病院 教授 33  
○ 

指導医講習会（信大 WS2006）修

了、内科認定医、呼吸器学会専門

医、内科学会指導医、呼吸器学会

指導医、がん薬物療法専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

医療安全

管理室 
ｼﾐｽﾞ ｲｸｵ 

清水 郁夫 

信州大学医学部 

附属病院 
助教 14  

○ 
信大ＷＳ2010 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

地域医療推

進学教室 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 

中澤 勇一 

信州大学医学部 

附属病院 

 准教授 31  

○ 
Ｈ22ＪＡ長野厚生連研修医教育

のためのワークショップ受講、日

本プライマリケア連合学会プライ

マリケア認定医・指導医、日本消

化器外科学会認定医、日本外科学

会認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

外科  ｲｼｻﾞｶ ｶﾂﾋｺ 

石坂 克彦 
飯山赤十字病院   院長    37     ○ 

日本外科学会指導医、日本消化器

外科学会指導医、日本消化器病学

会専門医、日本胸部外科学会認定

医、日本消化器内視鏡学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム         4 

 

整形外科   ﾜｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 

    若宮 一宏 

飯山赤十字病院 第一整形外科 

  部長 

   33   ○ 
日本整形外科学会専門医、日本ﾘｳ

ﾏﾁ学会専門医、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医

学会臨床認定医、第 9 回日本赤十

字社臨床研修指導医養成講習会 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム         4 

地域保健 

医療 
佐藤 裕信 新生病院 名誉院長 48 ○ 

日本麻酔科学会専門医指導医、日本ペイ

ンクリニック学会指導医、日本東洋医学

会専門医・日本プライマリケア学会認定

医指導医、日本医師会指導医ワークショ

ップ終了、日本緩和医療学会暫定指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

別紙４ 



（No.34） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３４８    臨床研修病院の名称： 北信総合病院      

※ 「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 

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 
※ 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。 

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） 

地域保健 

医療 
大生 定義 

新生病院 
院長 43 

○ 日本内科学会総合内科専門医、日

本神経学会神経内科専門医、日本

老年医学会認定老年病専門医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 2 

地域保健 

医療 
石井 栄三郎 

新生病院 

副院長 40 

○ 
日本血液学会認定血液指導医、日

本血液学会認定血液専門医、日本

小児科学会小児科専門医、緩和ケ

アセミナーin 信州大学医学部付属

病院 2010 修了、日本小児科学会

小児在宅医療実技講習会修了 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 1 

地域保健 

医療   山本 直樹 
新生病院 院長補佐 

診療部長 
35 

○ 
日本泌尿器科学会専門医、日本泌

尿器科学会指導医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 4 

地域保健 

医療 森広 雅人 
新生病院 緩和ケア内科

統括院長 
25 

○ 
日本緩和医療学会緩和医療認定医 

北信総合病院卒後臨床研修プログラム 3・4 

地域保健 

医療 

 

渡邉 洋美 
訪問看護ステー

ションなかの 

所長        北信総合病院卒後臨床研修プログラム         3 
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