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内科 半谷  真理 岩手医科大学附属病院 任期付助教 10年 × 495522 2011/4/1 上級医

内科 旭  浩一 岩手医科大学附属病院 教授 28年 ○
福島県立医科大学主催医師臨床研修指
導医講習会受講済

348746 1992/5/26 4

内科 高橋  信 岩手医科大学附属病院 講師 30年 ○
東北厚生局主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

332696 1990/5/29 4

内科 森野　禎浩 岩手医科大学附属病院 教授 27年 ○
東海大学主催医師臨床研修指導医講習
会受講済

358388 1993/5/14 4

内科 大和田  真玄 岩手医科大学附属病院 講師 22年 ○ 393673 1998/4/30 4

内科 熊谷  亜希子 岩手医科大学附属病院 助教 20年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

410477 2000/5/8 4

内科 下田  祐大 岩手医科大学附属病院 助教 19年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

421417 2001/5/24 4

内科 木村  琢巳 岩手医科大学附属病院 助教 19年 ○
青森県医師臨床研修対策協議会主催医
師指導医講習会受講済

422461 2001/6/22 4

内科 石川  有 岩手医科大学附属病院 助教 18年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

430233 2002/5/31 4

内科 髙橋  祐司 岩手医科大学附属病院 助教 17年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

437287 2003/5/16 4

内科 中島  祥文 岩手医科大学附属病院 助教 15年 ○
三井記念病院主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

447623 2005/4/7 4

内科 肥田  賴彦 岩手医科大学附属病院 助教 15年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

451236 2005/4/15 4

内科 上田  寛修 岩手医科大学附属病院 助教 13年 ○
国立病院機構北海道東北グループ医師臨
床研修指導医講習会受講済

462723 2007/4/10 4

内科 芳沢  礼佑 岩手医科大学附属病院 助教 12年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

474645 2008/4/25 4

内科 石曾根  武徳 岩手医科大学附属病院 助教 11年 × 479952 2009/4/17 上級医

内科 田口  裕哉 岩手医科大学附属病院 任期付助教 7年 × 512287 2013/4/9 上級医

内科 前門戸  任 岩手医科大学附属病院 教授 31年 × 319538 1989/5/18 上級医

内科 伊藤  貴司 岩手医科大学附属病院 任期付助教 8年 ○
秋田県臨床研修協議会主催医師臨床研
修指導医講習会受講済

505723 2012/4/16 4

内科 大河原  知治 岩手医科大学附属病院 助教 21年 × 403721 1999/5/7 上級医

内科 村田  興則 岩手医科大学附属病院 講師 11年 × 476691 2009/4/3 上級医

内科 船内  雅史 岩手医科大学附属病院 助教 7年 × 513156 2013/4/12 上級医

内科 伊藤  薫樹 岩手医科大学附属病院 教授 29年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

341983 1991/5/29 1.3.4 ○

内科 小宅  達郎 岩手医科大学附属病院 准教授 24年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

382233 1996/5/10 4

内科 古和田  周吾 岩手医科大学附属病院 講師 23年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

391370 1997/5/19 4

内科 岡野  良昭 岩手医科大学附属病院 助教 15年 × 451201 2005/4/15 上級医

内科 佐々木  了政 岩手医科大学附属病院 助教 14年 ○
青森県医師臨床研修対策協議会主催医
師指導医講習会受講済

460987 2007/3/30 4

内科 菅原  教史 岩手医科大学附属病院 助教 11年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

476707 2009/4/3 4

内科 西谷  真来 岩手医科大学附属病院 助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

484946 2010/4/8 4

内科 髙野  幹 岩手医科大学附属病院 助教 7年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

512564 2013/4/10 4

内科 鈴木  真紗子 岩手医科大学附属病院 助教 16年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

442970 2004/5/10 4

外科 佐々木  章 岩手医科大学附属病院 教授 32年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医講習
会受講済 313796 1988/5/24 4

外科 新田  浩幸 岩手医科大学附属病院 教授 27年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

356089 1993/5/10 2.4 ○

外科 秋山  有史 岩手医科大学附属病院 准教授 21年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

405160 1999/5/12 4

外科 鈴木  信 岩手医科大学附属病院 准教授 20年 × 413624 2000/6/7 上級医

外科 片桐  弘勝 岩手医科大学附属病院 講師 16年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

440945 2004/4/30 4

外科 小松  英明 岩手医科大学附属病院 助教 16年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

444592 2004/5/14 4

外科 馬場  誠朗 岩手医科大学附属病院 助教 15年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

451241 2005/4/15 4

外科 石田  和茂 岩手医科大学附属病院 助教 15年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

452558 2005/4/21 4

外科 遠藤  史隆 岩手医科大学附属病院 助教 14年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

456465 2006/4/11 4

外科 石田  馨 岩手医科大学附属病院 任期付助教 14年 ○
石巻赤十字病院主催医師臨床研修指導
医講習会受講済

456477 2006/4/11 4

外科 小林  めぐみ 岩手医科大学附属病院 助教 13年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

461984 2007/4/9 4

外科 長瀬  勇人 岩手医科大学附属病院 任期付助教 12年 × 470457 2008/4/10 上級医

外科 八重樫  瑞典 岩手医科大学附属病院 助教 11年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

476708 2009/4/3 4

外科 二階  春香 岩手医科大学附属病院 任期付助教 10年 × 491636 2011/3/22 上級医

呼吸器外科 出口  博之 岩手医科大学附属病院 准教授 31年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

324690 1989/5/30 4

呼吸器外科 齊藤  元 岩手医科大学附属病院 教授 29年 ○
東北厚生局主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

337174 1991/5/21 4

呼吸器外科 友安  信 岩手医科大学附属病院 特任准教授 28年 ○
東北厚生局主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

345262 1992/5/19 4

呼吸器外科 工藤  智司 岩手医科大学附属病院 助教 13年 × 465355 2007/4/19 上級医

呼吸器外科 重枝  弥 岩手医科大学附属病院 助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

488224 2010/4/27 4

呼吸器外科 兼古  由香 岩手医科大学附属病院 助教 8年 × 505719 2012/4/16 上級医

心臓血管外科 坪井  潤一 岩手医科大学附属病院 助教 27年 ○
東北厚生局主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

352592 1993/4/28 4

心臓血管外科 金  一 岩手医科大学附属病院 教授 25年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

  5835 1995/5/8 4
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心臓血管外科 小泉  淳一 岩手医科大学附属病院 講師 23年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

391711 1997/5/30 4

心臓血管外科 後藤  拓弥 岩手医科大学附属病院 専門研修医 13年 × 465764 2007/4/20 上級医

心臓血管外科 齋藤  大樹 岩手医科大学附属病院 専門研修医 7年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

512909 2013/4/11 4

脳神経外科 小笠原  邦昭 岩手医科大学附属病院 教授 36年 × 283947 1984/5/31 上級医 ○

脳神経外科 別府  高明 岩手医科大学附属病院 教授 32年 × 319042 1988/6/22 上級医

脳神経外科 小林  正和 岩手医科大学附属病院 講師 23年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

390816 1997/5/12 4

脳神経外科 幸治  孝裕 岩手医科大学附属病院 特任講師 22年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

396457 1998/5/8 4

脳神経外科 千田  光平 岩手医科大学附属病院 助教 15年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

451199 2005/4/15 4

脳神経外科 佐藤  雄一 岩手医科大学附属病院 助教 15年 ○
青森県医師臨床研修対策協議会主催医
師指導医講習会受講済

451234 2005/4/15 4

脳神経外科 小笠原  靖 岩手医科大学附属病院 助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

495519 2011/4/1 4

整形外科 田島  克巳 岩手医科大学附属病院 教授 35年 ○
東北厚生局主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

292973 1985/5/31 4

形成外科 櫻庭  実 岩手医科大学附属病院 教授 30年 ○
国立病院機構北海道東北グループ医師臨
床研修指導医講習会受講済

332945 1990/5/30 4

形成外科 本多  孝之 岩手医科大学附属病院 特任准教授 27年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

356093 1993/5/10 4

形成外科 新井  雪彦 岩手医科大学附属病院 助教 15年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

446251 2005/4/4 4

形成外科 小野寺  文 岩手医科大学附属病院 助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

488826 2010/4/28 4

形成外科 東  修智 岩手医科大学附属病院 助教 10年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

489803 2010/5/6 4

産婦人科 小山  理恵 岩手医科大学附属病院 特任教授 30年 ○
東北厚生局主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

332703 1990/5/29 1.2.4 ○

産婦人科 岩動  ちず子 岩手医科大学附属病院 助教 24年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

379674 1996/4/30 4

産婦人科 利部  正裕 岩手医科大学附属病院 講師 24年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

382234 1996/5/10 4

産婦人科 馬場  長 岩手医科大学附属病院 教授 22年 ○
京都大学医学部付属病院主催医師臨床
研修指導医講習会受講済

395160 1998/5/6 4

産婦人科 永沢  崇幸 岩手医科大学附属病院 助教 17年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

437507 2003/5/19 4

産婦人科 海道  善隆 岩手医科大学附属病院 任期付助教 16年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

445478 2004/5/28 4

産婦人科 畑山  伸弥 岩手医科大学附属病院 助教 15年 × 451230 2005/4/15 上級医

産婦人科 羽場  厳 岩手医科大学附属病院 助教 14年 ○
国立病院機構北海道東北グループ医師臨
床研修指導医講習会受講済

456471 2006/4/11 4

産婦人科 苫米地  英俊 岩手医科大学附属病院 助教 11年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

479006 2009/4/15 4

産婦人科 川村  花恵 岩手医科大学附属病院 任期付助教 11年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

479936 2009/4/17 4

産婦人科 寺田　幸 岩手医科大学附属病院 任期付助教 11年 × 480215 2009/4/17 上級医

産婦人科 川村  英生 岩手医科大学附属病院 任期付助教 7年 × 512996 2013/4/11 上級医

小児科 遠藤  幹也 岩手医科大学附属病院 准教授 36年 × 280766 1984/5/24 上級医

小児科 石川  健 岩手医科大学附属病院 准教授 29年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

340240 1991/5/27 4

小児科 赤坂  真奈美 岩手医科大学附属病院 教授 27年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

353041 1993/4/28 4 ○

小児科 松本  敦 岩手医科大学附属病院 助教 22年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

399081 1998/5/20 4

小児科 齋木  宏文 岩手医科大学附属病院 特任准教授 19年 × 415785 2001/5/7 上級医

小児科 和田  泰格 岩手医科大学附属病院 特任講師 17年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

437806 2003/5/22 4

小児科 小西  雄 岩手医科大学附属病院 助教 15年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

446252 2005/4/4 4

小児科 鳥谷  由貴子 岩手医科大学附属病院 助教 14年 × 460964 2007/3/29 上級医

小児科 中野  智 岩手医科大学附属病院 助教 13年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

461235 2007/4/2 4

小児科 桒田  聖子 岩手医科大学附属病院 専門研修医 13年 × 465391 2007/4/19 上級医

小児科 三浦  翔子 岩手医科大学附属病院 助教 12年 × 473754 2008/4/22 上級医

小児科 水間  加奈子 岩手医科大学附属病院 任期付助教 12年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

475585 2008/4/30 4

小児科 塩畑  健 岩手医科大学附属病院 助教 11年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

479953 2009/4/17 4

小児科 小野寺  千夏 岩手医科大学附属病院 任期付助教 11年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

479946 2009/4/17 4

小児科 佐藤  啓 岩手医科大学附属病院 任期付助教 11年 × 480021 2009/4/17 上級医

小児科 朝倉  賀子 岩手医科大学附属病院 任期付助教 11年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

480983 2009/4/22 4

小児科 谷藤  幸子 岩手医科大学附属病院 任期付助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

488824 2010/4/28 4

小児科 西見  早映子 岩手医科大学附属病院 任期付助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

493761 2011/3/29 4

小児科 田金  星都 岩手医科大学附属病院 専門研修医 8年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

505698 2012/4/16 4

小児科 土屋  繁国 岩手医科大学附属病院 専門研修医 7年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

517332 2014/3/27 4

小児科 亀井  淳 岩手医科大学附属病院 特任教授 32年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

312307 1988/5/18 4

小児科 浅見  麻耶 岩手医科大学附属病院 特命助教 10年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

486250 2010/4/16 4

小児科 髙清水  奈央 岩手医科大学附属病院 特命助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

487856 2010/4/26 4

耳鼻咽喉科 佐藤  宏昭 岩手医科大学附属病院 教授 38年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

264647 1982/5/20 4
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頭頸部外科 志賀  清人 岩手医科大学附属病院 教授 38年 ○
東北大学主催医師臨床研修指導医講習
会受講済

265919 1982/5/26 4

頭頸部外科 片桐  克則 岩手医科大学附属病院 講師 19年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

420991 2001/5/21 4

頭頸部外科 齋藤  大輔 岩手医科大学附属病院 助教 15年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

452529 2005/4/21 4

頭頸部外科 及川  伸一 岩手医科大学附属病院 助教 8年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

505705 2012/4/16 4

頭頸部外科 土田  宏大 岩手医科大学附属病院 助教 7年 ○
国立病院機構北海道東北グループ医師臨
床研修指導医講習会受講済

513009 2013/4/11 4

泌尿器科 小原  航 岩手医科大学附属病院 教授 23年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

391366 1997/5/19 4

泌尿器科 兼平  貢 岩手医科大学附属病院 講師 18年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

428322 2002/5/14 4

泌尿器科 前川  滋克 岩手医科大学附属病院 助教 16年 × 443525 2004/5/10 上級医

神経精神科 八木  淳子 岩手医科大学附属病院 准教授 27年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

360319 1993/6/7 4

神経精神科 大塚  耕太郎 岩手医科大学附属病院 教授 23年 ○
精神科七者懇主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

391943 1997/5/30 4 ○

神経精神科 山家  健仁 岩手医科大学附属病院 特任講師 17年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

433621 2003/5/7 4

神経精神科 柿坂  佳菜恵 岩手医科大学附属病院 専門研修医 17年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

438000 2003/5/29 4

神経精神科 内出  希 岩手医科大学附属病院 助教 11年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

479955 2009/4/17 4

神経精神科 吉岡  靖史 岩手医科大学附属病院 助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

490764 2010/5/13 4

神経精神科 三田  俊成 岩手医科大学附属病院 助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

493786 2011/3/29 4

神経精神科 小泉  文人 岩手医科大学附属病院 助教 8年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

505718 2012/4/16 4

神経精神科 本多  笑奈 岩手医科大学附属病院 助教 8年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

506461 2012/4/24 4

放射線科 吉岡  邦浩 岩手医科大学附属病院 教授 35年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

292972 1985/5/31 4

放射線科 原田  聡 岩手医科大学附属病院 講師 32年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

316232 1988/5/27 4

放射線科 有賀  久哲 岩手医科大学附属病院 教授 31年 ○
大崎市民病院主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

320508 1989/5/23 4

放射線科 加藤  健一 岩手医科大学附属病院 准教授 27年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

358319 1993/5/14 4

放射線科 及川  博文 岩手医科大学附属病院 特任講師 23年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

390004 1997/5/8 4

放射線科 小原  牧子 岩手医科大学附属病院 助教 18年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

428722 2002/5/15 4

放射線科 鈴木  智大 岩手医科大学附属病院 特任講師 15年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

447165 2005/4/6 4

放射線科 田村  明生 岩手医科大学附属病院 特任講師 13年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

465806 2007/4/20 4

放射線科 鈴木  美知子 岩手医科大学附属病院 特任講師 13年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

468620 2008/3/31 4

放射線科 中山  学 岩手医科大学附属病院 特任講師 13年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

468628 2008/3/31 4

放射線科 菊池  光洋 岩手医科大学附属病院 助教 11年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

476712 2009/4/3 4

放射線科 川島  和哉 岩手医科大学附属病院 助教 8年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

506252 2012/4/19 4

放射線科 瀬川  昂史 岩手医科大学附属病院 助教 8年 × 510325 2013/3/29 上級医

麻酔科 鈴木  健二 岩手医科大学附属病院 教授 35年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

290045 1985/5/24 4 ○

麻酔科 大畑  光彦 岩手医科大学附属病院 准教授 28年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

349099 1992/5/27 4

麻酔科 相澤  純 岩手医科大学附属病院 特任講師 28年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

349106 1992/5/27 4

麻酔科 酒井  彰 岩手医科大学附属病院 助教 26年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

367505 1994/5/20 4

麻酔科 佐藤  美浩 岩手医科大学附属病院 助教 23年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

386547 1997/4/28 4

麻酔科 髙橋  裕也 岩手医科大学附属病院 助教 19年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

420847 2001/5/18 4

麻酔科 熊谷  基 岩手医科大学附属病院 准教授 18年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

425531 2002/5/8 4

麻酔科 小林  隆史 岩手医科大学附属病院 特任准教授 18年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

428716 2002/5/15 4

麻酔科 畠山  知規 岩手医科大学附属病院 助教 17年 × 430546 2003/4/25 上級医

麻酔科 宮田  美智子 岩手医科大学附属病院 助教 17年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

433629 2003/5/7 4

麻酔科 山田  直人 岩手医科大学附属病院 助教 16年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

445986 2005/4/1 4

麻酔科 脇本  将寛 岩手医科大学附属病院 講師 15年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

448389 2005/4/8 4

麻酔科 鈴木  翼 岩手医科大学附属病院 助教 14年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

458754 2006/4/18 4

麻酔科 田村  雄一郎 岩手医科大学附属病院 助教 13年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

462593 2007/4/10 4

麻酔科 本郷  修平 岩手医科大学附属病院 助教 10年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

486642 2010/4/19 4

麻酔科 小川  祥平 岩手医科大学附属病院 助教 8年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

505759 2012/4/16 4

麻酔科 永塚  綾 岩手医科大学附属病院 任期付助教 8年 × 510527 2013/3/29 上級医

臨床遺伝科 福島  明宗 岩手医科大学附属病院 教授 36年 × 285081 1984/6/5 上級医

臨床検査科 諏訪部  章 岩手医科大学附属病院 教授 36年 ○
富士研WS主催医師臨床研修指導医講習
会受講済

279834 1984/5/22 2.4 ○

臨床検査科 小笠原  理恵 岩手医科大学附属病院 助教 23年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

388438 1997/5/1 4

臨床腫瘍科 板持  広明 岩手医科大学附属病院 教授 30年 ○
鳥取大学主催医師臨床研修指導医講習会受
講済 333499 1990/5/31 4

病理診断科 菅井  有 岩手医科大学附属病院 教授 36年 ○
東北厚生局主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

286968 1984/6/30 4
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病理診断科 上杉  憲幸 岩手医科大学附属病院 講師 30年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

332524 1990/5/28 4

病理診断科 栁川  直樹 岩手医科大学附属病院 准教授 23年 × 388474 1997/5/1 上級医

病理診断科 刑部  光正 岩手医科大学附属病院 講師 19年 ○
艮陵協議会主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

414556 2001/5/1 4

病理診断科 鈴木  正通 岩手医科大学附属病院 任期付助教 19年 ○
東北厚生局主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

421719 2001/5/31 4

病理診断科 杉本  亮 岩手医科大学附属病院 助教 11年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

477769 2009/4/9 4

病理診断科 西谷  匡央 岩手医科大学附属病院 助教 8年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

505700 2012/4/16 4

救急ｾﾝﾀｰ 大間々  真一 岩手医科大学附属病院 講師 28年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

346542 1992/5/21 4

救急ｾﾝﾀｰ 丹田  実 岩手医科大学附属病院 助教 12年 × 473756 2008/4/22 上級医

救急ｾﾝﾀｰ 田林  東 岩手医科大学附属病院 助教 9年 ○
国立病院機構北海道東北グループ医師臨
床研修指導医講習会受講済

498609 2011/4/27 4

救急ｾﾝﾀｰ 鈴木  利央登 岩手医科大学附属病院 助教 9年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

501412 2012/3/28 4

救急医学分野 井上  義博 岩手医科大学附属病院 教授 38年 ○
国立病院機構北海道東北グループ医師臨
床研修指導医講習会受講済

264753 1982/5/20 4 ○

救急医学分野 山田  裕彦 岩手医科大学附属病院 准教授 33年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

305100 1987/5/22 4

救急医学分野 星川  浩一 岩手医科大学附属病院 特任講師 20年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

410802 2000/5/9 4

救急医学分野 高橋  学 岩手医科大学附属病院 講師 17年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

432059 2003/5/2 4

救急医学分野 菅  重典 岩手医科大学附属病院 助教 12年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

475979 2008/5/8 4

災害医学分野 眞瀬  智彦 岩手医科大学附属病院 教授 33年 ○
岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

304366 1987/5/21 4

災害医学分野 中島  成隆 岩手医科大学附属病院 助教 16年 × 439225 2004/4/27 上級医

緩和医療学科 木村  祐輔 岩手医科大学附属病院 特任教授 26年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

363892 1994/5/6 4

緩和医療学科 鴻巣  正史 岩手医科大学附属病院 講師 19年 ○
東北厚生局主催医師臨床研修指導医講
習会受講済

418122 2001/5/11 4

緩和医療学科 中村  聖華 岩手医科大学附属病院 助教 11年 × 476711 2009/4/3 上級医

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 村上  英恵 岩手医科大学附属病院 助教 28年 ○
岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

350222 1992/5/29 4

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 西村  行秀 岩手医科大学附属病院 教授 24年 ○
浜松医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

376481 1996/4/22 4

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 西山  一成 岩手医科大学附属病院 助教 10年 × 493041 2011/3/25 上級医

総合診療科 下沖　収
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
教授 32年 ○

岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

313793 1988/5/24 3.4 ○

総合診療科 高橋　智弘
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
講師 25年 ○

全国自治体病院協議会医師臨床研修指
導医講習会受講済

368756 1995/4/5 4

総合診療科 山田　哲也
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
助教 13年 ○

岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

461368 2007/4/3 4

脳神経外科 西川　泰正
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
講師 23年 ○

岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

391377 1997/5/19 4

産婦人科 尾上　洋樹
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
助教 17年 ○

岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

433618 2003/5/7 4

産婦人科 佐藤　千絵
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
任期付助教 8年 × 513019 2013/4/11 上級医

臨床遺伝科 徳富　智明
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
講師 21年 × 404634 1999/5/11 上級医

泌尿器科 杉村　淳
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
准教授 27年 ○

岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

360327 1993/6/8 4

内科 吉田　雄一
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
助教 15年 ○

岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

453298 2006/3/31 4

内科 武部　典子
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
講師 30年 ○

岩手医科大学主催医師臨床研修指導医
講習会受講済

332538 1990/5/28 4

睡眠医療科 西島　嗣生
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
教授 23年 ○

岩手県主催医師臨床研修指導医講習会
受講済

391386 1994/5/19 4

睡眠医療科 細川　敬輔
岩手医科大学附属内丸メ

ディカルセンター
特任講師 21年 × 405161 1999/5/12 上級医

内科 赤坂　威一郎 岩手県立中央病院
災害医療部次長兼
内視鏡科長兼救急

医療科医長
27年 ○

日本内科学会（内科認定専門医）、日本消化器病学
会（消化器病専門医・指導医）、日本消化器内視鏡学
会（消化器内視鏡専門医・指導医・評議員）、日本肝

#REF! #REF! 4

内科 池端　敦 岩手県立中央病院 医療研修部長 32年 ○
東北大学医学部臨床教授、東北医科薬科大学医学
部臨床教授、日本消化器病学会（消化器病専門医・
指導医）、日本消化器内視鏡学会（消化器内視鏡専

#REF! #REF! 3,4 ○

外科 石田　　格 岩手県立中央病院
副呼吸器センター
長兼呼吸器外科長

24年 ○
日本外科学会（指導医・認定医・外科専門医）、呼吸
器外科専門医合同委員会（呼吸器外科専門医）、日
本呼吸器外科学会（評議員）、日本呼吸器内視鏡学

#REF! #REF! 4

外科 伊藤　想一 岩手県立中央病院 消化器外科医長 15年 ○
日本外科学会（外科専門医）、日本消化器外科学会
（消化器外科専門医・消化器がん外科治療認定医）、
日本食道学会（食道科認定医）、日本消化器病学会

#REF! #REF! 4

外科 宇佐美　伸 岩手県立中央病院
乳腺・内分泌外科

長
21年 ○

日本外科学会（外科認定医・専門医・指導医）、日本
乳癌学会（乳腺認定医・専門医・指導医）、日本乳癌
検診学会（評議員）、日本乳癌画像研究会（世話人）、

#REF! #REF! 4

外科 臼田　昌広 岩手県立中央病院
消化器センター長
兼中央手術部次長
兼医療研修部次長

26年 ○
日本外科学会（認定医・外科専門医・指導医）、日本
消化器外科学会（消化器外科専門医・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（が

#REF! #REF! 4

内科 宇部　健治 岩手県立中央病院
呼吸器センター長
兼呼吸器内科長

31年 ○
日本呼吸器病学会（呼吸器専門医）、日本内科学会
（認定内科医・総合内科専門医・指導医）、日本がん
治療認定医機構（がん治療認定医）、日本結核病学

#REF! #REF! 4

小児科 梅木　郁美 岩手県立中央病院 小児科医長 13年 ○
日本小児科学会（小児科専門医・指導医）、日本内分
泌学会、日本小児内分泌学会（内分泌代謝科（小児
科）専門医）、第18回特定非営利活動法人艮陵協議

#REF! #REF! 4

外科 梅邑　明子 岩手県立中央病院
乳腺・内分泌外科

医長
18年 ○

日本外科学会（外科専門医）、日本乳癌学会（乳腺認
定・専門医）、日本甲状腺学会、日本臨床外科学会、
日本乳癌検診学会、日本乳房オンコプラスティック

#REF! #REF! 4

内科 遠藤　秀晃 岩手県立中央病院
医療安全管理部次
長兼副循環器セン
ター長兼循環器内

21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（循環器専門医）、日本心血管インターベ
ンション治療学会（認定医）、日本不整脈心電学会（不

#REF! #REF! 4

外科 遠藤　芳彦 岩手県立中央病院
中央手術部次長兼
耳鼻いんこう科長

33年 ○
日本耳鼻咽喉科学会（耳鼻咽喉科専門医、補聴器相
談医）、日本聴覚医学会、日本気管食堂科学会、耳鼻
咽喉科臨床学会、日本めまい平衡医学会（めまい相

#REF! #REF! 4

放射線科 及川　茂夫 岩手県立中央病院
医療情報管理部次
長兼放射線診断科

長
30年 ○

日本医学放射線学会（放射線診断専門医）、日本IVR
学会（IVR専門医・代議員）、日本核医学会（PET核医
学認定医）、日本磁気共鳴医学会、第7回岩手県医師

#REF! #REF! 4

放射線科 及川　朋美 岩手県立中央病院 放射線診断科医長 13年 ○
日本医学放射線学会（放射線診断専門医）、日本IVR
学会、日本磁気共鳴医学会、日本腹部放射線学会、
検診マンモグラフィ読影認定医師、第15回岩手県医師

#REF! #REF! 4

外科 大浦　裕之 岩手県立中央病院
副院長兼医療安全

管理部長
32年 ○

東北大学医学部臨床教授（呼吸器外科）、日本外科
学会（認定医・外科専門医）、呼吸器外科専門医合同
委員会（呼吸器外科専門医）、日本呼吸器外科学会

#REF! #REF! 4

外科 小田　克彦 岩手県立中央病院
医療安全管理部次

長兼循環器セン
ター長兼心臓血管

29年 ○
東北大学医学部臨床教授（心臓血管外科）、医学博
士、三学会構成心臓血管外科専門医機構（心臓血管
外科専門医・修練指導者）、日本外科学会（認定医・

#REF! #REF! 4

外科 小田　桃世 岩手県立中央病院
リハビリテーション

科長
14年 ○

日本リハビリテーション医学会（専門医）、日本神経学
会（指導医）、日本内科学会（総合内科専門医・指導
医）、日本静脈経腸栄養学会、第18回岩手県医師臨

#REF! #REF! 4

病理科 小野　貞英 岩手県立中央病院
病理診断センター
長兼病理診断科長

34年 ○
日本病理学会（病理専門医・研修指導医・学術評議
員）、日本癌学会、日本臨床細胞学会、日本肺癌学
会、日本乳癌学会、第4回岩手県医師臨床研修指導

#REF! #REF! 4
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外科 小野田　五月 岩手県立中央病院
災害医療部次長兼

整形外科長
23年 ○

日本整形外科学会（整形外科専門医）、日本関節鏡・
膝・スポーツ整形外科学会、日本人工関節学会、日本
骨粗鬆症学会、第12回岩手県医師臨床研修指導医

#REF! #REF! 4

内科 加賀谷　裕太 岩手県立中央病院 循環器内科医長 10年 ○
日本内科学会（認定医）、日本循環器学会、日本心血
管インターベンション治療学会、第19回岩手県医師臨
床研修指導医講習会

#REF! #REF! 4

産婦人科 葛西　真由美 岩手県立中央病院
小児・周産期セン

ター長
36年 ○

日本産婦人科学会（認定医・産婦人科専門医・指導
医）、日本専門医機構（産婦人科専門医）、日本周産
期・新生児医学会（周産期専門医（母体・胎児）・指導

#REF! #REF! 4

内科 加藤　誠之 岩手県立中央病院
がん化学療法科長

（医局長）
29年 ○

日本臨床腫瘍学会（がん薬物療法専門医・指導医・評
議員）、日本内科学会（認定内科医・総合内科専門
医・指導医）、日本がん治療認定機構（暫定教育医・

#REF! #REF! 4

内科 金澤　正範 岩手県立中央病院 循環器内科医長 14年 ○
日本内科学会、日本循環器学会、日本心臓病学会、
日本心血管インターベンション治療学会（認定医）、日
本心臓リハビリテーション学会（東北支部評議員・心臓

#REF! #REF! 4

外科 神谷　蔵人 岩手県立中央病院 消化器外科医長 15年 ○
日本外科学会（外科専門医）、日本食道学会、日本消
化器外科学会、日本臨床外科学会、日本内視鏡外科
学会、日本静脈経腸栄養学会、第17回岩手県医師臨

#REF! #REF! 4

外科 河津　聡 岩手県立中央病院 心臓血管外科医長 20年 ○
日本外科学会（認定医・外科専門医）、三学会構成心
臓血管外科専門医認定機構（心臓血管外科専門
医）、日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日

#REF! #REF! 4

内科 菊池　貴彦 岩手県立中央病院
副院長兼地域医療
支援部長兼地域医
療福祉連携室長

32年 ○
日本神経学会（神経内科専門医・指導医・代議員）、
日本内科学会（認定内科医・指導医）、第1回岩手県
医師臨床研修指導医講習会

#REF! #REF! 4

内科 城戸　治 岩手県立中央病院
感染管理部次長兼
副消化器センター
長兼消化器内科長

19年 ○
日本内科学会、日本肝臓学会、第9回岩手県医師臨
床研修指導医講習会 #REF! #REF! 4

外科 木村　尚人 岩手県立中央病院
脳神経センター長
兼脳神経外科長

20年 ○
日本脳神経血管内治療学会（脳血管内治療専門医・
指導医）、日本脳神経外科学会（脳神経外科専門医・
指導医）、日本脳卒中学会（脳卒中専門医・指導医）、

#REF! #REF! 4

外科 木村　裕明 岩手県立中央病院 形成外科長 33年 ○
国際形成外科学会、日本形成外科学会（専門医・皮
膚腫瘍外科指導専門医・小児形成外科分野指導
医）、日本マイクロサージャリー学会、日本頭頸部癌学

#REF! #REF! 4

小児科 工藤　宏紀 岩手県立中央病院 小児科医長 14年 ○
日本小児科学会（小児科専門医）、日本小児腎臓病
学会、日本腎臓学会、第17回岩手県医師臨床研修指
導医講習会

#REF! #REF! 4

内科 近藤　正輝 岩手県立中央病院
循環器内科医長兼
救急医療科医長

16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（循環器専門医）、日本不整脈心電学会
（不整脈専門医）、日本心臓病学会、日本心不全学

#REF! #REF! 4

内科 齊藤　大樹 岩手県立中央病院 循環器内科医長 13年 ○
日本内科学会（認定内科医）、日本循環器学会（循環
器専門医）、日本血管インターベンション治療学会、第
19回岩手県医師臨床研修指導医講習会

#REF! #REF! 4

内科 齋藤　雅彦 岩手県立中央病院
感染管理部次長兼

総合診療科長
26年 ○

日本内科学会（認定内科医・総合内科専門医・指導
医）、日本循環器学会（循環器専門医）、日本心臓リハ
ビリテーション学会（評議員・認定医）、第4会東北ブ

#REF! #REF! 4

精神科 佐賀　雄大 岩手県立中央病院 精神科長 13年 ○
精神科専門医制度指導医、精神科専門医、精神保健
指導医、精神腫瘍学の基本教育に関する指導者研修
会修了、日本医師会認定産業医、難病医療費助成指

#REF! #REF! 4

内科 坂本　和太 岩手県立中央病院
総合診療科医長兼
救急医療科医長

17年 ○
日本内科学会（認定内科医）、日本jyン換気学会、日
本救急医学会、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・東北ブロック代議員）、第8

#REF! #REF! 4

病理科 佐熊　勉 岩手県立中央病院 参与 41年 ○
日本病理学会（病理専門医・研修指導医）、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（臨床検査専門医・臨床検査管理医）、岩手医科

#REF! #REF! 4

外科 佐々木　克哉 岩手県立中央病院 眼科医長 29年 ○
日本眼科学会（専門医）、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 #REF! #REF! 4

内科 佐藤　彰宜 岩手県立中央病院
診療部次長兼臨床
検査科長兼血液内

科医長
35年 ○

日本血液学会、日本輸血・細胞治療学会（自己血輸
血責任医師認定）、日本内科学会、第9回岩手県医師
臨床研修指導医講習会

#REF! #REF! 4

病理科 佐藤　綾香 岩手県立中央病院 病理診断科医師 6年 ○
日本病理学会（病理専門医）、死体解剖資格、日本臨
床細胞学会、日本内科学会、日本化学療法学会、日
本法医学会、日本法医病理学会、日本老年学会、第

#REF! #REF! 4

内科 佐藤　謙二郎 岩手県立中央病院 循環器内科医長 12年 ○
日本内科学会（認定内科医）、日本循環器学会（循環
器専門医），にっほん心血管インターベンション治療学
会（認定医）、日本心不全学会、第15回岩手県医師臨

#REF! #REF! 4

外科 佐藤　卓 岩手県立中央病院 呼吸器外科医長 11年 ○
呼吸器外科専門医合同委員会（呼吸器外科専門
医）、日本外科学会（外科専門医）、日本がん治療認
定医機構（がん治療認定医）、日本肺癌学会、日本呼

#REF! #REF! 4

外科 島岡　理 岩手県立中央病院
診療部次長兼小児

外科長
37年 ○

日本外科学会（認定医・外科専門医）、日本小児外科
学会（小児外科専門医・評議員）、東北小児肝胆膵消
化管研究会（評議員）、東北大学医学部小児外科臨

#REF! #REF! 4

外科 清水　健司 岩手県立中央病院 消化器外科医長 14年 ○
日本外科学会（外科専門医）、日本移植学会（移植認
定医）、日本肝臓学会（肝臓専門医）、日本消化器外
科学会（消化器外科専門医）、日本肝胆膵外科学会、

#REF! #REF! 4

麻酔科 下田　栄彦 岩手県立中央病院
中央手術部長兼麻

酔科長
35年 ○

麻酔科標榜医（厚生労働省）、日本麻酔科学会（認定
指導医・代議員）、日本蘇生学会（指導医・評議員）、
日本心臓血管麻酔学会（認定指導医・評議員）、日本

#REF! #REF! 4

内科 白木　健悠 岩手県立中央病院 消化器内科医長 14年 ○
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）、日本消化器内視鏡学会（消化
器内視鏡専門医）、日本消化管学会（医長か専門

#REF! #REF! 4

内科 菅原　隆 岩手県立中央病院
理事兼沼宮内地域
診療センター長兼
糖尿病・内分泌内

40年 ○
日本内科学会（認定内科医・総合内科専門医）、日本
内分泌学会（内分泌代謝科専門医・内分泌代謝科指
導医）、日本糖尿病学会（糖尿病専門医・研修指導

#REF! #REF! 4

外科 菅原　孝行 岩手県立中央病院 診療支援部長 38年 ○
日本脳神経外科学会（脳神経外科専門医・指導医・代
議員）、日本脳神経血管内治療学会（脳血管内治療
専門医・指導医）、日本脳卒中学会（脳卒中専門医）、

#REF! #REF! 4

外科 鈴木　温 岩手県立中央病院 緩和ケア科長 28年 ○
日本外科学会（認定医・外科専門医・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）、日本内視鏡外科学会（技術認定医（消化

#REF! #REF! 4

外科 鈴木　寛利 岩手県立中央病院 呼吸器外科医長 11年 ○
日本外科学会（外科専門医）、呼吸器外科専門医合
同委員会（呼吸器外科せんもんい）、日本呼吸器内視
鏡学会（気管支鏡専門医）、日本呼吸器外科学会、日

#REF! #REF! 4

麻酔科 鈴木　桂子 岩手県立中央病院 麻酔科医長 23年 ○
麻酔科標榜医（厚生労働省）、日本麻酔科学会（麻酔
科認定医）、日本臨床麻酔学会、日本産科麻酔学会、
日本心臓血管麻酔学会、日本区域麻酔学会、第9回

#REF! #REF! 4

麻酔科 鈴木　雅喜 岩手県立中央病院 麻酔科医長 34年 ○
麻酔科標榜医（厚生労働省）、日本麻酔科学会（麻酔
科認定医・麻酔科専門医・麻酔科指導医）、日本専門
医機構（麻酔科専門医）、第2回岩手県医師臨床研修

#REF! #REF! 4

内科 須原　誠 岩手県立中央病院
救急医療部長兼救
急医療科長兼総合

診療科医長
35年 ○

日本消化器外科学会（認定医）、日本乳癌学会（認定
医）、日本人間ドック学会（人間ドック認定医）、日本胸
部外科学会（終身認定医）、日本外科学会（外科専門

#REF! #REF! 4

内科 住吉　明子 岩手県立中央病院 総合診療科医長 17年 ○
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（消化器病専門医）、日本内視鏡学会、
日本医師会認定産業医、第104回臨床研修指導医養

#REF! #REF! 4

放射線科 関澤　琢郎 岩手県立中央病院 放射線診断科医長 13年 ○
日本医学放射線学会（放射線診断専門医）、日本IVR
学会、第16回岩手県医師臨床研修指導医講習会 #REF! #REF! 4

内科 相馬　淳 岩手県立中央病院
統括副院長兼診療
部長兼診療支援部
医師事務支援室長

35年 ○
日本腎臓学会（腎臓専門医・指導医・評議員）、日本
内科学会（認定内科医・指導医）、日本腎臓リハビリ
テーション学会（代議員）、日本透析学会、日本リウマ

#REF! #REF! 4

内科 高橋　弘明 岩手県立中央病院
副院長兼健康管理

科長
36年 ○

日本内科学会（認定内科医・総合内科専門医・指導
医）、日本神経学会（神経内科専門医・指導医）、日本
脳卒中学会（脳卒中専門医）、日本医学教育学会（卒

#REF! #REF! 4

病理科 千場　良司 岩手県立中央病院 病理診断科医長 33年 ○
明海大学歯学部客員講師、日本病理学会（口腔病理
専門医・研修指導医・学術評議員）、第3回亀田メディ
カルセンター臨床研修指導医講習会

#REF! #REF! 4

内科 千葉　亮祐 岩手県立中央病院 呼吸器内科医長 11年 ○
医学博士、日本内科学会（認定内科医）、日本がん治
療認定医機構（がん治療認定医）、日本呼吸器学会、
日本肺癌学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本林相腫

#REF! #REF! 4

外科 手島　仁 岩手県立中央病院 消化器外科医長 18年 ○
日本外科学会（外科専門医）、日本食道学会（食道科
認定医・評議員）、日本消化器外科学会（消化器外科
専門医・消化器がん外科治療認定医）、日本内視鏡

#REF! #REF! 4

内科 土井尻　遼介 岩手県立中央病院
副脳神経センター
長兼脳神経内科長

14年 ○
日本内科学会（総合内科専門医・認定内科医・指導
医）、日本神経学会（神経内科専門医・指導医）、日本
脳卒中学会（脳卒中専門医・指導医）、日本脳神経超

#REF! #REF! 4

麻酔科 中野　美紀 岩手県立中央病院 麻酔科医長 14年 ○
麻酔科標榜医（厚生労働省）、日本麻酔科学会（麻酔
科認定医・麻酔科専門医）、日本心臓血管麻酔学会、
JB-POT（日本周術期経食道心エコー認定）、第15回

#REF! #REF! 4

外科 永渕　裕章 岩手県立中央病院 整形外科医長 14年 ○
日本整形外科学会（整形外k専門医）、日本骨折治療
学会、日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会、日本
人工関節学会、第16回岩手県医師臨床研修指導医

#REF! #REF! 4

内科 中村　明浩 岩手県立中央病院 災害医療部長 32年 ○
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）、日本脈管学会（脈管

#REF! #REF! 4

内科 中村　祐貴 岩手県立中央病院
腎臓・リウマチ科医

長
10年 ○

日本内科学会（認定内科医）、日本腎臓学会（腎臓専
門医）、日本透析医学会（透析専門医）、日本リウマチ
学会、日本移植学会（移植認定医）、日本臨床腎臓移

#REF! #REF! 4

内科 中屋　来哉 岩手県立中央病院
医療研修部次長兼
副腎センター長兼
腎臓・リウマチ科長

21年 ○
日本内科学会（認定内科医・総合内科専門医・指導
医）、日本腎臓学会（腎臓専門医・指導医・評議員）、
日本透析医学会（透析専門医・指導医）、日本リウマ

#REF! #REF! 4

外科 成田　知宏 岩手県立中央病院
消化器外科医長兼
救急医療科医長

23年 ○
日本外科学会（認定医・外科専門医）、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
肝胆膵外科学会（評議員）、日本内視鏡外科学会、日

#REF! #REF! 4

小児科 西野　美奈子 岩手県立中央病院 小児科医長 20年 ○
日本小児科学会（小児科専門医・指導医）、日本小児
アレルギー学会、日本アレルギー学会、日本医師会
認定産業医、日本LD学会、日本小児神経学会、第9

#REF! #REF! 4

麻酔科 布川　雅樹 岩手県立中央病院 麻酔科医長 23年 ○
麻酔科標榜医（厚生労働省）、JB-POT（日本周術期
経食道心エコー認定）、第8回岩手県医師臨床研修指
導医講習会

#REF! #REF! 4

内科 野口　浩輝 岩手県立中央病院
ペインクリニック科

長
30年 ○

麻酔科標榜医（厚生労働省）、日本麻酔科学会（麻酔
科認定医・麻酔科専門医・麻酔科指導医）、日本ペイ
ンクリニック学会（ペインクリニック専門医）、第19回岩

#REF! #REF! 4

内科 野崎　英二 岩手県立中央病院 参与 40年 ○
総合内科専門医、日本心血管インターベンション治療
学会（名誉専門医）、日本循環器学会（循環器専門
医）、日本医師会認定産業医、第11回新臨床研修指

#REF! #REF! 4
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内科 橋本　朋子 岩手県立中央病院
糖尿病・内分泌内

科医長
17年 ○

日本内科学会（認定内科専門医・総合内科専門医）、
日本糖尿病学会（専門医）、日本高血圧学会（専門
医・指導医）、第11回岩手県医師臨床研修指導医講

#REF! #REF! 4

内科 橋本　洋 岩手県立中央病院
糖尿病・内分泌内

科医長
10年 ○

日本内科学会（認定内科医・総合内科専門医）、日本
高血圧学会、日本糖尿病学会（専門医）日本内分泌
学会、第17回岩手県医師臨床研修指導医講習会

#REF! #REF! 4

内科 濱田　宏之 岩手県立中央病院 血液内科医長 20年 ○
日本血液学会（血液専門医）、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（抗菌化
学療法指導医）、公益財団法人日本骨髄バンク調整

#REF! #REF! 4

産婦人科 深川　智之 岩手県立中央病院 産婦人科医長 8年 ○
日本産科婦人科学会、第8回岩手医科大学医師臨床
研修指導医講習会 #REF! #REF! 4

外科 藤澤　宏光 岩手県立中央病院
業務企画部次長兼
腎センター長兼泌

尿器科長
26年 ○

日本泌尿器科学会（泌尿器科指導医）、日本透析医
学会（透析専門医）、日本がん治療認定医機構（がん
治療認定医）、日本泌尿器内視鏡学会（泌尿器腹腔

#REF! #REF! 4

内科 伏谷　淳 岩手県立中央病院 消化器内科医長 14年 ○
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（消化器病専門医）、日本消化器内視
鏡学会（消化器内視鏡専門医）、日本ヘリコバクター

#REF! #REF! 4

小児科 星　能元 岩手県立中央病院 小児科医長 22年 ○
日本小児科学会（専門医）、日本小児血液がん学会、
日本臨床県債額会、日本血液学会、日本造血細胞移
植学会、日本小児集中治療研究会、公益財団法人日

#REF! #REF! 4

放射線科 松岡　祥介 岩手県立中央病院
診療部次長兼放射

線治療科長
37年 ○

日本医学放射線学会（放射線治療専門医・研修指導
者）、日本放射線腫瘍学会、日本がん治療認定医機
構認定医機構（がん治療認定医）、日本癌治療学会、

#REF! #REF! 4

産婦人科 三浦　史晴 岩手県立中央病院
診療支援部次長兼

産婦人科長
29年 ○

日本産婦人科学会（産婦人科専門医・指導医）、日本
人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会（臨床遺
伝専門医・指導医）、日本婦人科腫瘍学会（婦人科腫

#REF! #REF! 4

内科 三浦　正暢 岩手県立中央病院 循環器内科医長 16年 ○
日本内科学会（総合内科専門医・認定内科医・指導
医）、日本循環器学会（循環器専門医）、日本心臓リハ
ビリテーション学会（評議員・心臓リハビリテーション指

#REF! #REF! 4

小児科 三上　仁 岩手県立中央病院
業務企画部長兼救
急医療部次長兼副
小児・周産期セン

34年 ○
日本小児科学会（小児科専門医・指導責任医）、日本
人類遺伝学会（臨床遺伝専門医）、日本周産期・新生
児医学会（指導医）、日本小児科医会（地域総合小児

#REF! #REF! 4

内科 宮入　泰郎 岩手県立中央病院
医療情報管理部長
兼医療情報管理室

長
35年 ○

日本血液学会、日本救急医学会、日本消化器病学
会、日本内科学会、日本消化器内視鏡学会、日本集
中治療医学会、公益財団法人日本骨髄バンク調整医

#REF! #REF! 4

外科 宮口　潤 岩手県立中央病院 耳鼻いんこう科医長 7年 ○
日本耳鼻咽喉科学会、日本頭頸部外科学会、日本気
管食道科学会、第13回岩手医科大学医師臨床研修
指導医講習会

#REF! #REF! 4

外科 宮田　剛 岩手県立中央病院 院長 35年 ○
日本外科学会（認定医・外科専門医・指導医）、日本
静脈経腸栄養学会（認定医・指導医・評議員）、日本
外科代謝栄養学会（教育指導医・理事）、日本食道学

#REF! #REF! 4

内科 宮手　美治 岩手県立中央病院
感染管理部長兼ＩＣ

Ｕ科長
37年 ○

麻酔科標榜医（厚生労働省）、日本麻酔科学会（専門
医・麻酔科指導医）、ICD制度協議会インフェクションコ
ントロールドクター、日本集中治療医学会、日本感染

#REF! #REF! 4

麻酔科 三輪　明子 岩手県立中央病院 麻酔科医長 14年 ○
麻酔科標榜医（厚生労働省）、日本麻酔科学会（麻酔
科認定医・麻酔科専門医・麻酔科指導医）、日本心臓
血管麻酔学会（心臓血管麻酔専門医）、JB-POT（日

#REF! #REF! 4

内科 村井　一範 岩手県立中央病院
医療研修部次長兼

血液内科長
29年 ○

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(血液専門医・血液指導医・評議
員)、日本造血細胞移植学会(造血細胞移植認定医)、

#REF! #REF! 4

外科 森　康記 岩手県立中央病院
業務企画部次長兼

皮膚科長
32年 ○

日本皮膚科学会（認定専門医）、岩手医科大学皮膚
科客員准教授、日本皮膚悪性腫瘍学会、日本皮膚免
疫アレルギー学会、日本美容皮膚科学会、日本褥瘡

#REF! #REF! 4

病理科 八重樫　弘 岩手県立中央病院 病理診断科医長 36年 ○
日本病理学会（口腔病理専門医・研修指導医・学術評
議員）、日本臨床細胞学会（細胞診専門歯科医）、日
本臨床口腔病理学会、日本肺癌学会、日本乳癌学

#REF! #REF! 4

外科 横沢　路子 岩手県立中央病院
脳神経外科医長兼
救急医療科医長

16年 ○
日本脳神経外科学会（脳神経外科専門医・指導医）、
日本脳卒中学会（脳卒中専門医）、日本脳神経血管
内治療学会（専門医）、日本脳卒中外科学会、日本神

#REF! #REF! 4

外科 吉田　憲史 岩手県立中央病院 眼科長 30年 ○
日本眼科学会（専門医）、日本角膜学会、PDT認定
医、日本眼科手術学会、日本弱視斜視学会、日本白
内障屈折矯正手術会、岩手医科大学医学部眼科科

#REF! #REF! 4

麻酔科 吉田　ひろ子 岩手県立中央病院 麻酔科医長 36年 ○
麻酔科標榜医（厚生労働省）、日本麻酔科学会（麻酔
科認定医・麻酔科専門医・麻酔科指導医）、日本ペイ
ンクリニック学会、日本老年麻酔学会、日本臨床麻酔

#REF! #REF! 4

内科 渡邉　崇 岩手県立中央病院 消化器内科医長 18年 ○
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）、日本消化器内視鏡学会（消化
器内視鏡専門医）、日本膵臓学会、第13回東北ブロッ

#REF! #REF! 4

外科 渡辺　道雄 岩手県立中央病院
地域医療支援部次
長兼医療情報管理
部次長兼外科長

30年 ○
日本外科学会（認定医・外科専門医）、日本内分泌外
科学会（内分泌科専門医）、日本甲状腺学会、日本乳
癌学会、石巻赤十字病院臨床研修指導医養成講習

#REF! #REF! 4

内科
消化器内科

藤原　隆雄 盛岡赤十字病院
消化器内科部長 兼
医療社会事業部長

28年 ○
日本内科学会認定内科医、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、日本消化器がん検

359807 1993/5/21 4

内科
消化器内科

安孫子　幸人 盛岡赤十字病院 消化器内科副部長 24年 ○ 医師臨床研修指導医講習会受講済 391358 1997/5/19 4

内科
消化器内科

小野　光隆 盛岡赤十字病院 消化器内科副部長 12年 ○
日本内科学会認定内科医、日本消化器病
学会専門医、医師臨床研修指導医講習会
受講済

476704 2009/4/3 4

内科
循環器内科

小澤　真人 盛岡赤十字病院 循環器内科部長 21年 ○
日本内科学会認定内科医、日本循環器学
会認定循環器専門医、日本不整脈心電学
会認定不整脈専門医、第13回東北ブロック

414111 2000/6/7 4

内科
循環器内科

小島　剛史 盛岡赤十字病院 循環器内科副部長 16年 ○
日本内科学会認定内科医、日本内科学会
認定総合内科専門医、日本循環器学会認
定循環器専門医、第13回岩手県医師臨床

451235 2005/4/15 4

内科
循環器内科

田中　健太郎 盛岡赤十字病院 循環器内科副部長 9年 ✕ 日本内科学会認定内科医 505711 2012/4/16 上級医

内科
血液内科

菅原　健 盛岡赤十字病院 第一血液内科部長 27年 ○ 医師臨床研修指導医講習会受講済 366790 1994/5/16 4

内科
血液内科

峯　貴浩 盛岡赤十字病院 第二血液内科部長 18年 ○
日本内科学会認定医、医師臨床研修指導
医講習会受講済

437291 2003/5/16 4

内科
血液内科

外川　亮 盛岡赤十字病院 血液内科副部長 8年 ○
緩和ケア医師研修受講済、第13回岩手医
科大学医師臨床研修指導医講習会受講
済

513385 2013/4/12 4

内科
血液内科

泉田　亘 盛岡赤十字病院 血液内科副部長 17年 ○
第9回岩手医科大学医師臨床研修指導医
講習会受講済

445565 2004/6/11 4

内科
呼吸器内科

田村　伸夫 盛岡赤十字病院 呼吸器内科部長 28年 ○
日本臨床内科医会認定医、第７回岩手医
科大学医師臨床研修指導医講習会受講
済

358854 1993/5/17 4

内科
総合診療科

加藤　さくら 盛岡赤十字病院 総合診療科副部長 28年 ○
第９回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済

360331 1993/6/8 4

内科
総合診療科

村井　啓子 盛岡赤十字病院
総合診療科

常勤嘱託医師
46年 ○

日本内科学会認定医・指導医、日本血液
学会血液専門医・指導医、日本医師会認
定産業医、第１回岩手県医師臨床研修指

229122 1975/12/25 4

内科
神経内科

米澤　久司 盛岡赤十字病院 神経内科部長 34年 ○
日本神経学会評議員・専門医・指導医、日
本頭痛学会専門医、日本脳卒中学会専門
医・代議員・指導医、日本内科学会認定

304367 1987/5/21 4

内科
神経内科

齋藤　あゆみ 盛岡赤十字病院 神経内科副部長 15年 ○
総合内科専門医、神経内科専門医、頭痛
専門医、第19回岩手県医師臨床研修指導
医講習会受講済

453294 2006/3/31 4

内科 鎌田　弘之 盛岡赤十字病院 健診部長 37年 ○
日本内科学会認定内科医・専門医、日本
循環器学会認定循環器専門医、日本医師
会認定健康スポーツ医、第６回岩手県医

280776 1984/5/24 4

外科
救急

杉村　好彦 盛岡赤十字病院
副院長 兼 医療安
全推進室長 兼 消
化器外科部長事務

37年 ○
日本外科学会指導医・専門医・認定医、日
本消化器外科学会指導医・専門医・認定
医、日本内視鏡外科学会評議員、日本内

280779 1984/5/24 4

外科
救急

大山　健一 盛岡赤十字病院 第一外科部長 25年 ○
日本外科学会指導医・専門医・認定医、日
本消化器外科学会指導医・専門医・認定
医、日本内視鏡外科学会評議員、日本内

384244 1996/6/17 4

外科
救急

加藤　久仁之 盛岡赤十字病院 第二外科部長 17年 〇
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、日本大腸肛
門病学会指導医・専門医、日本内視鏡外

442973 2004/5/10 4

外科
救急

川上　亜紀子 盛岡赤十字病院 外科医師 4年 ✕ 540504 2017/3/24 上級医

救急
脳神経外科
リハビリテー

久保　直彦 盛岡赤十字病院
院長 兼 リハビリ

テーション科部長事
務取扱

40年 ○
日本脳神経外科学会専門医・指導医、日
本救急医学会専門医、日本脳卒中学会専
門医、第９回日本赤十字社臨床研修指導

258300 1981/5/28 3,4 ○

救急
脳神経外科

和田　司 盛岡赤十字病院 第一脳神経外科部長 31年 ○
日本脳神経外科学会専門医・指導医、日
本脳卒中学会専門医・指導医、日本神経
内視鏡学会技術認定医、日本内分泌学会

329701 1990/5/23 4

救急
脳神経外科

船山　雅之 盛岡赤十字病院 第二脳神経外科部長 29年 ○
日本脳神経外科学会専門医、日本DMAT
隊員、第10回岩手県医師臨床研修指導医
講習会受講済

349195 1992/5/27 4

救急
整形外科

一戸　克明 盛岡赤十字病院 第一整形外科部長 32年 ○
日本整形外科学会専門医・指導医、日本
整形外科学会認定スポーツ医・リウマチ
医・脊椎脊髄医、日本リウマチ学会専門

320819 1989/5/23 4

救急
整形外科

髙橋　裕孝 盛岡赤十字病院 整形外科副部長 9年 ○
日本整形外科学会専門医、第18回岩手県
医師臨床研修指導医講習会受講済

505716 2012/4/16 4

救急
整形外科

佐々　航 盛岡赤十字病院 整形外科医師 7年 ✕ 日本整形外科学会専門医 517334 2014/3/27 上級医

救急
整形外科

鈴木　烈 盛岡赤十字病院 整形外科医師 4年 ✕ 542653 2017/3/28 上級医

救急
泌尿器科

瀬尾　崇 盛岡赤十字病院
泌尿器科部長兼医
療技術部副部長事
務取扱兼医療機器

20年 ○
日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本
がん治療認定医機構がん治療認定医、第
14回岩手県医師臨床研修指導医講習会

421421 2001/5/24 4
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救急
泌尿器科

岩崎　一洋 盛岡赤十字病院 泌尿器科副部長 19年 ○
日本泌尿器科学会専門医・指導医、第19
回岩手県医師臨床研修指導医講習会受
講済

428721 2002/5/15 4

救急
泌尿器科

福田　孝 盛岡赤十字病院
泌尿器科

常勤嘱託医師
39年 ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本
透析医学会専門医、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受講済

269624 1982/6/11 4

救急
麻酔科

ペインクリニック科

西嶋　茂樹 盛岡赤十字病院
第一麻酔科部長 兼
ペインクリニック科部

長
29年 ○

日本麻酔科学会指導医・専門医、日本蘇
生学会指導医、日本ペインクリニック学会
専門医、漢方専門医、日本医師会認定産

349104 1992/5/27 4

救急
麻酔科

永田　博文 盛岡赤十字病院 第二麻酔科部長 30年 ○
日本麻酔科学会専門医・指導医・認定医、
指導医講習会受講済

337210 1991/5/21 4

救急
麻酔科

星　有己枝 盛岡赤十字病院 麻酔科副部長 20年 ○
日本麻酔科学会指導医・専門医、第１２回
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講
済

419328 2001/5/14 4

産婦人科 藤原　純 盛岡赤十字病院 副院長 36年 ○
日本産婦人科学会専門医・指導医、母体
保護法指定医師、第５回岩手県医師臨床
研修指導医講習会受講済

290891 1985/5/27 4

産婦人科 本田　達也 盛岡赤十字病院 第一産婦人科部長 28年 ○
日本産婦人科学会専門医・指導医、日本
がん治療認定医機構がん治療認定医、日
本臨床細胞学会専門医、母体保護法指定

360286 1993/6/2 4

産婦人科 船越　真生 盛岡赤十字病院 産婦人科副部長 29年 ○
日本産婦人科学会専門医、第2回秋田県
臨床研修協議会医師臨床研修指導医ワー
クショップ受講済

349018 1992/5/27 4

産婦人科 小木田　勇人 盛岡赤十字病院 産婦人科医師 3年 ✕ 554074 2018/3/31 上級医

産婦人科 菅原　英治 盛岡赤十字病院
産婦人科

常勤嘱託医師
43年 ✕

日本産科婦人科学会専門医、母体保護法
指定医師

240997 1978/5/31 上級医

小児科 梶原　和華 盛岡赤十字病院 小児科副部長 21年 ○
日本小児科学会専門医、認定小児科指導
医、臨床遺伝専門医、｢こどもの心｣相談
医、医師臨床研修指導医講習会受講済

413511 2000/5/26 4

小児科 高野　長邦 盛岡赤十字病院
小児科

常勤嘱託医師
48年 ○

日本小児科学会専門医、平成14年度盛岡
赤十字病院・岩手医科大学共催　卒後臨
床研修指導医養成ワークショップ受講済

219062 1973/6/11 4

小児科 高橋　学 盛岡赤十字病院
小児科

常勤嘱託医師
3年 ✕ 554081 2018/3/31 上級医

緩和ケア科 旭　博史 盛岡赤十字病院
緩和ケア科

常勤嘱託医師
47年 ○

第5回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済

222418 1974/6/10 4

緩和ケア科
小児外科

畠山　元 盛岡赤十字病院
緩和ケア科、

小児外科
常勤嘱託医師

41年 ○

日本小児外科学会名誉指導医、日本外科
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、ICD、日本緩和医
療学会緩和医療認定医、日本赤十字社病
院長連盟北海道ブロック第１回臨床研修指
導医講習会受講済

255604 1980/6/21 4

放射線科 廣瀬　敦男 盛岡赤十字病院
放射線科部長 兼

医療技術部副部長
事務取扱

37年 ✕ 日本医学放射線学会放射線診断専門医 282288 1984/5/28 上級医

放射線科 向井田　瑛佑 盛岡赤十字病院 放射線科医師 4年 ✕ 542647 2017/3/28 上級医

放射線科 角原　紀義 盛岡赤十字病院
放射線科

常勤嘱託医師
46年 ○

日本医学放射線学会放射線治療専門医、
日本核医学会核医学専門医、第５回岩手
医科大学医師臨床研修指導医講習会受
講済

227612 1975/6/25 4

放射線科 中村　隆二 盛岡赤十字病院
放射線科

常勤嘱託医師
41年 ○

日本医学放射線学会放射線治療専門医、
日本がん治療認定医機構がん治療認定
医、第5回岩手医科大学医師臨床研修指
導医講習会受講済

255950 1980/6/30 4

耳鼻咽喉科 佐藤　尚徳 盛岡赤十字病院 耳鼻咽喉科部長 26年 ○
日本耳鼻咽喉科学会認定専門医、第６回
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

373640 1995/5/10 4

耳鼻咽喉科 村上　千裕 盛岡赤十字病院 耳鼻咽喉科医師 3年 ✕ 555798 2018/4/10 上級医
眼科 小野　朋実 盛岡赤十字病院 眼科副部長 12年 ✕ 日本眼科学会専門医 476709 2009/4/3 上級医

皮膚科 馬場　由香 盛岡赤十字病院 皮膚科部長 18年 ○
日本皮膚科学会専門医・指導医、第１２回
青森県医師臨床研修対策協議会医師臨
床研修指導医ワークショップ受講済

437290 2003/5/16 4

病理
(CPC)

門間　信博 盛岡赤十字病院
病理診断科

常勤嘱託医師
44年 ○

日本病理学会認定病理医、病理専門医研
修指導医、日本臨床細胞学会細胞診専門
医、第９回岩手県医師臨床研修指導医講
習会受講済

234871 1977/5/23 4

医療技術部 泉山　直久 盛岡赤十字病院 医療技術部副部長 31年 ✕ 333720 1990/5/31 上級医

整形外科 一 戸 貞 文 北上済生会病院
院長兼地域医療福

祉連携室長
40年 ○

岩手医科大学医師臨床研修指導医講習会受講済、
日本整形外科学会整形外科専門医、日本体育協会
公認スポーツドクター、日本リハビリテーション
医学会認定臨床医、日本リウマチ学会リウマチ専
門医、

259442 1981/5/30 4

内　　科 守 屋 克 良 北上済生会病院
保健予防センター

長
56年 ×

人間ドック健診情報管理指導士、日本人間ドック
学会人間ドック専門医 188952 1965/6/5 上級医

脳神経内科 石 橋 靖 宏 北上済生会病院副院長兼医療安全管理室長34年 ○

岩手県医師臨床研修指導医講習会受講済、日本内
科学会認定内科医、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会認定臨
床医、日本神経学会神経内科専門医・指導医、日
本臨床神経生理学会専門医・指導医、認知症サ
ポート医養成研修修了済

304371 1987/5/21 4

脳神経内科 大 和 豊 国 北上済生会病院

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ

副ｾﾝﾀｰ長兼脳神経
内科科長

19年 ○ 岩手県医師臨床研修指導医講習会受講済 428321 2002/5/14 4

呼吸器内科 小 川 純 一 北上済生会病院
副院長兼感染対策

室長
兼呼吸器内科科長

31年 ○

国立保健医療科学院臨床研修指導医養成講習会受
講済、日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会
呼吸器専門医、日本呼吸器内視鏡学会指導医、人
間ドック認定指定医、日本人間ドック学会人間
ドック健診専門医

332523 1990/5/28 4

消化器内科 織 笠 俊 輔 北上済生会病院
消化器内科科長兼内視鏡
科科長兼診療放射線科科
長兼臨床研修担当科長

13年 ○

岩手県医師臨床研修指導医講習会受講済、プログ
ラム責任者養成講習会受講済、日本内科学会認定
内科医、日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡
専門医、日本消化器病学会認定消化器病専門医、
日本肝臓学会認定肝臓専門医

473752 2008/4/22 4

循環器内科 佐 藤 嘉 洋 北上済生会病院
副院長兼循環器内

科科長
23年 ○

岩手医科大学医師臨床研修指導医講習会受講済、
プログラム責任者養成講習会受講済、日本内科学
会認定内科医、日本循環器学会循環器専門医、日
本不整脈学会・日本心電学会不整脈専門医

398748 1998/5/18 3・4 ○

循環器内科 大 関 萌 子 北上済生会病院 循環器内科医師 6年 × 527592 2015/3/31 上級医

小 児 科 村 上 洋 一 北上済生会病院

副院長兼地域周産
期

母子医療センター
長

37年 ○

全国済生会臨床研修指導医講習会受講済、プログ
ラム責任者養成講習会受講済、日本小児科学会小
児科専門医、日本超音波医学会超音波専門医、日
本周産期新生児医学会周産期専門医

285570 1984/6/5 4

小 児 科 草 野 修 司 北上済生会病院 小児科科長 12年 ○ 岩手医科大学医師臨床研修指導医講習会受講済 476706 2009/4/3 4

小 児 科 村 上 淳 子 北上済生会病院 小児科医師 33年 × 日本小児科学会小児科専門医 312306 1988/5/18 上級医

外　　科 細 井 信 之 北上済生会病院
外科科長兼栄養管

理科科長
27年 ○ 岩手県医師臨床研修指導医講習会受講済、日本外科学会外科専門医366156 1994/5/13 4

血管外科 山 下  　洋 北上済生会病院
血管外科科長兼
臨床工学科科長

24年 ○

第10回岩手県医師臨床研修指導医講習会受講済、
日本外科学会外科専門医・指導医・認定医、日本消
化器外科学会消化器外科専門医・消化器がん外科治
療認定医

387897 1997/4/30 4

整形外科 菊 池 孝 幸 北上済生会病院
副院長兼整形外科

科長
兼脊椎外科科長

17年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講済、日本整
形外科学会整形外科専門医・脊椎脊髄病医、日本
体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ

438300 2004/4/23 4

整形外科 櫛 引 孝 昌 北上済生会病院 臨床検査科科長 52年 × 日本整形外科学会整形外科専門医 204171 1969/6/30 上級医

整形外科 笹 治 達 郎 北上済生会病院
救急科科長兼整形

外科医長
19年 ○ 岩手医科大学医師臨床研修指導医講習会受講済、

日本整形外科学会整形外科専門医・脊椎脊髄病医 427129 2002/5/10 4

整形外科 金 野 大 地 北上済生会病院 整形外科医師 6年 × 529020 2015/4/8 上級医

脳神経外科 柴 内 一 夫 北上済生会病院

副院長兼在宅医療介護連
携支援ｾﾝﾀｰ長

兼ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科科長兼脳
神経外科医長

31年 ○

青森県医師臨床研修対策協議会医師臨床研修指導
医ワークショップ受講済、プログラム責任者養成
講習会受講済、日本脳神経外科学会脳神経外科専
門医、日本脳神経血管内治療学会専門医、日本脳
卒中学会専門医

329703 1990/5/23 4

脳神経外科 立 木  　光 北上済生会病院
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

ｾﾝﾀｰ長
兼脳神経外科科長

37年 ○ 岩手県医師臨床研修指導医講習会受講済、日本脳
神経外科学会脳神経外科専門医

280770 1984/5/24 4

泌尿器科 鈴 木  　薫 北上済生会病院 人工透析科科長 41年 × 日本泌尿器科学界泌尿器科専門医 255487 1980/6/21 上級医

産婦人科 小 山 俊 司 北上済生会病院

副院長兼地域周産
期

母子医療副セン
ター長

34年 ○
東北ブロック医師臨床研修指導医講習会受講済、
日本産科婦人科学会産婦人科専門医、岩手県医師
会母性保護法第14条指定医

310910 1987/6/12 4
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産婦人科 三 浦 雄 吉 北上済生会病院 産婦人科科長 12年 × 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 476703 2009/4/3 上級医
産婦人科 黒川 絵里加 北上済生会病院 産婦人科医師 5年 × 532812 2016/3/28 上級医

眼　　科 岩 見 千 丈 北上済生会病院 眼科科長 46年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講済、日本眼
科学会専門医 225861 1975/6/4 4

消化器内科 山 口 智 子 北上済生会病院 消化器内科医師 10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

493759 2011/3/29 上級医

内科 勝又　宇一郎 岩手県立胆沢病院 院長 37年 ○

第１回岩手県医師臨床研修指導医講
習会受講済、平成１８年度プログラム
責任者養成講習会受講済、日本内科
学会認定医、日本呼吸器学会専門
医、日本病院総合診療医学会認定医

274531 1983/5/26 4

内科 中川　誠 岩手県立胆沢病院
副院長兼医療安全
管理室長兼医師事

務支援室長
37年 ○

第１回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本心血管インターベンション治
療学会専門医

273829 1983/5/24 4

内科 鈴木　俊郎 岩手県立胆沢病院
副院長兼地域医療
福祉連携室長兼内

科長兼内科長
32年 ○

第２回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本内科学会専門医・認定医、日
本呼吸器学会指導医・専門医、日本呼吸
器内視鏡学会気管支鏡専門医・指導医、
日本医師会認定健康スポーツ医、日本が
ん治療認定医機構がん治療認定医、日本
医師会認定産業医、日本結核病学会結
核・抗酸菌症指導医

315462 1988/5/26 4

内科 野崎　哲司 岩手県立胆沢病院 臨床検査科長 31年 ○

第２回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本内科学会専門医、日本循環
器学会専門医、日本心血管インターベン
ション治療学会認定医

328115 1989/7/31 4

内科 大内　譲 岩手県立胆沢病院 医療情報管理科長 30年 ○

第８回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本呼吸器学会指導医・専門医、
日本内科学会認定医、日本がん治療認定
医機構がん治療認定医

329697 1990/5/23 4

内科 萱場　尚一 岩手県立胆沢病院
副院長兼診療情報
管理室長兼第1消

化器内科長
28年 ○

第１回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本内科学会認定医、日本消化
器病医学会指導医・専門医、日本消化器
内視鏡学会指導医・専門医、日本消化管
学会胃腸科認定医

344368 1992/5/15 4

 内科救急医療 八木　卓也 岩手県立胆沢病院
循環器内科長兼救

急医療科長
27年 ○

第3回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、平成22年度プログラム責任者養
成講習会受講済、日本内科学会認定医、
日本循環器学会専門医、日本不整脈学会
専門医、日本心血管インターベンション治
療学会専門医

357886 1993/5/13 4

内科 森　信芳 岩手県立胆沢病院
リハビリテーション
科長兼総合診療科

医長
23年 ○

平成20年度特定非営利活動法人艮陵協
議会臨床研修指導医講習会受講済

391356 1997/5/19 4

内科 吉田  こず恵 岩手県立胆沢病院
血液内科長兼総合

診療科医長
21年 ○

第13回岩手県医師臨床研修指導医講習
会受講済、日本内科学会専門医・認定医、
日本血液学会専門医、日本がん治療認定
医機構がん治療認定医、日本輸血・細胞
治療学会認定医、日本医師会認定産業
医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門
医・指導医

405148 1999/5/12 4

内科 石山　文威 岩手県立胆沢病院 内視鏡科長 19年 ○

第9回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本内科学会認定医、日本消化
器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会
専門医

419467 2001/5/14 4

内科 小野寺　美緒 岩手県立胆沢病院 第2消化器内科長 16年 ○
第13回岩手県医師臨床研修指導医講習
会受講済

441450 2004/5/6 4

内科 新海　洋彦 岩手県立胆沢病院 第3消化器内科長 16年 ○

第12回特定非営利活動法人艮陵協議会
臨床研修指導医講習会受講済、日本内科
学会専門医・認定医、日本消化器病学会
専門医、日本消化器内視鏡学会専門医

448237 2005/4/8 4

内科 菊池　崇史 岩手県立胆沢病院
呼吸器内科長兼総

合診療科医長
15年 ○

平成25年度医師臨床研修指導医講習会
受講済

459650 2006/4/21 4

内科 小野瀨　剛生 岩手県立胆沢病院 総合診療科医長 13年 ○
第17回青森県医師臨床研修対策協議会
医師臨床研修指導医講習会受講済、日本
内科学会認定医、日本医師会認定産業医

470462 2008/4/10 4

内科 井筒　大人 岩手県立胆沢病院 循環器内科医長 12年 ○

日本内科学会認定内科医、日本心血管イ
ンターベンション治療学会認定医、第19回
特定非営利活動法人艮陵協議会臨床研
修指導医講習会受講済

476490 2009/4/1 4

内科 千葉　宏文 岩手県立胆沢病院 消化器内科医長 11年 ○
第18回岩手県医師臨床研修指導医講習
会受講済

489762 2010/4/30 4

内科 大浦　翔子 岩手県立胆沢病院 循環器内科医長 9年 ○
第24回特定非営利活動法人艮陵協議会
臨床指導医講習会

505737 2012/4/16 4

内科 紺野　亮 岩手県立胆沢病院 循環器内科医長 9年 × 501211 2012/3/26 上級医
内科 有竹　秀美 岩手県立胆沢病院 呼吸器内科医長 8年 × 507999 2013/3/26 上級医
内科 柳谷　綾子 岩手県立胆沢病院 総合診療科医長 7年 × 517947 2014/3/28 上級医
内科 山中　駿 岩手県立胆沢病院 呼吸器内科医長 7年 × 517153 2014/3/26 上級医

小児科 長坂　博範 岩手県立胆沢病院 小児科長 34年 ○
第15回久留米大学病院指導医講習会受
講済

296148 1986/5/20 4

外科 鈴木　雄 岩手県立胆沢病院 副院長 33年 ○

第5回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本外科学会専門医・認定医、日
本消化器外科学会認定医、日本病院総合
診療医学会総合診療医

308462 1987/5/29 4

外科 楠田　和幸 岩手県立胆沢病院 乳腺外科長 33年 ○
第2回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本外科学会専門医・認定医、健
診マンモグラフィ読影認定医

308466 1987/5/29 4

外科 伊藤　靖 岩手県立胆沢病院
消化器外科長兼地

域医療科長
30年 ○

福島県立医科大学医学部付属病院平成
16年度新臨床研修指導医養成研修会修
了、日本外科学会専門医・認定医、日本消
化器外科学会認定医、日本消化器外科学
会消化器がん外科治療認定医、日本病院
総合診療医学会認定医、平成２１年両磐
地域緩和ケア医師研修会修了、日本静脈
経腸栄養学会　東北地区ＴＮＴ研修会修了

331023 1990/5/25 4

外科 渋谷　俊介 岩手県立胆沢病院
総合診療科長兼内

視鏡外科長
28年 ○

第8回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、ＪＰＴＥＣインストラクター、ＮＤＬＳ
インストラクター、日本ＤＭＡＴ隊員統括ＤＭ
ＡＴ登録者、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、
日本消化器外科学会消化器がん外科治療
認定医、日本病院総合診療医学会総合診
療医

354016 1993/4/30 4

外科 玉手　義久 岩手県立胆沢病院 病理科長 25年 ○

第１回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、インフェクションコントロールドク
ター認定、血管内レーザー焼術実施医、日
本外科学会専門医・認定医、日本脈管学
会脈管専門医

379352 1996/4/30 4

外科 橋本　宗敬 岩手県立胆沢病院 血管外科長 24年 ○

日本外科学会専門医・認定医、日本心臓
血管外科学会専門医、日本脈管学会専門
医、日本血管外科学会認定血管内治療
医、麻酔科標榜医、各種腹部ステントグラ
フト実施医・指導医

385993 1997/4/25 4

外科 佐藤　博子 岩手県立胆沢病院 第1外科長 21年 ○

第16回岩手県医師臨床研修指導医講習
会受講済、日本外科学会専門医、日本脈
管学会専門医、血管内レーザー焼術実施
医

402638 1999/5/6 4

外科 山田　誠人 岩手県立胆沢病院 第2外科長 16年 ○

日本外科学会専門医、東北地区ＴＮＴ研修
会修了、四段階注射法講習会修了、平成
27年度気仙地域緩和ケア研修会終了、第
15回特定非営利活動法人艮陵協議会臨
床研修指導医講習会修了、

450245 2005/4/13 4

外科 松浦　多恵子 岩手県立胆沢病院 外科医長 7年 ○
第16回秋田県臨床研修協議会医師臨床
研修指導医ワークショップ

519573 2014/3/31 4

整形外科 八重樫　幸典 岩手県立胆沢病院 整形外科長 15年 ○
第8回岩手医科大学医師臨床研修指導医
講習会

458756 2006/4/18 4

整形外科 及川　龍之介 岩手県立胆沢病院 整形外科医長 9年 × 501751 2012/3/28 上級医
整形外科 菊地　将 岩手県立胆沢病院 整形外科医長 8年 × 513007 2013/4/11 上級医

耳鼻いんこう科 中田　吉彦 岩手県立胆沢病院 耳鼻いんこう科長 28年 ○
第9回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本耳鼻咽喉科学会専門医・専
門研修指導医・補聴器相談医

350329 1992/5/29 4
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泌尿器科 下田　次郎 岩手県立胆沢病院
副院長兼感染管理
室長兼診療支援室

長
34年 ○

第7回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本泌尿器科学会指導医・専門
医、日本透析医学会指導医・専門医、日本
がん治療認定医機構がん治療認定医、日
本内視鏡学会技術認定医（泌尿器腹腔
鏡）、日本化学療法学会抗菌科学療法認
定医、ＩＣＤ制度協議会認定ＩＣＤ（感染管理
医師）

297594 1986/5/24 4

泌尿器科 忠地　一輝 岩手県立胆沢病院
泌尿器科長兼災害

医療科長
22年 ○

第10回東北ブロック医師臨床研修指導医
ワークショップ受講済、日本泌尿器科学会
指導医・専門医・認定医、日本透析医学会
指導医・専門医、日本ＤＭＡＴ（災害派遣医
療チーム）隊員、日本がん治療認定機構が
ん治療認定医、日本内視鏡外科学会技術
認定医（泌尿器腹腔鏡）

401755 1999/4/30 4

泌尿器科 米田　真也 岩手県立胆沢病院
医療研修科長兼泌
尿器科医長兼総合

診療科医長
16年 ○

第12回岩手県医師臨床研修指導医講習会受
講済、平成25年度プログラム責任者養成講習
会受講済、日本泌尿器科学会指導医・専門
医、緩和ケア医師研修会修了、日本移植学会
移植認定医、日本透析医学会専門医、日本が
ん治療認定医機構がん治療認定医、日本内視
鏡外科学会技術認定医（泌尿器腹腔鏡）、日本
病院総合診療医学会総合診療医

445074 2004/5/19 3,4 ○

泌尿器科 樋口　知見 岩手県立胆沢病院 泌尿器科医長 10年 × 493791 2011/3/29 上級医
泌尿器科 喜早　祐介 岩手県立胆沢病院 泌尿器科医長 10年 × 496623 2011/4/5 上級医

放射線科 中村　正人 岩手県立胆沢病院 参与兼放射線科長 34年 ○
第6回東北ブロック医師臨床研修指導医
ワークショップ受講済、日本放射線腫瘍学
会放射線治療専門医

299758 1986/5/27 4

放射線科 高橋　ちあき 岩手県立胆沢病院 放射線科医長 27年 × 366153 1994/5/13 上級医

麻酔科 木村　丘 岩手県立胆沢病院 中央手術科長 31年 ○

第3回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本麻酔科学会指導医・専門医、
麻酔科標榜医、日本ペインクリニック学会
専門医、日本統括ＤＭＡT、ＡＨＡ　ＡＣＬＳイ
ンストラクター、ＡＨＡ　ＢＬＳインストラク
ター日本医学シミュレーション学会
DifficultAirwayManagement、日本医学シ
ミュレーション学会ＳＥＤ（鎮静）インストラク
ター、病院前救護体制における指導医

327877 1989/6/23 4

麻酔科 加藤　幸恵 岩手県立胆沢病院
ペインクリニック科

長
22年 ○

麻酔科標榜医、第12回岩手県医師臨床研
修指導医講習会受講済、日本麻酔科学会
指導医、日本ペインクリニック学会専門医

400515 1999/4/27 4

麻酔科 青山　泰樹 岩手県立胆沢病院 麻酔科長 22年 ○

日本麻酔科学会専門医・認定医、日本外
科学会認定医、日本心臓血管麻酔専門
医、日本周術経食道心エコー認定医、第17
回特定非営利活動法人艮陵協議会臨床
研修指導医講習会受講済

401745 1999/4/30 4

麻酔科 青山　有佳 岩手県立胆沢病院 麻酔科医長 14年 ○

第24回特定非営利活動法人艮陵協議会
臨床指導医講習会
日本麻酔科学会専門医・認定医、麻酔科
標榜医

448989 2005/4/11 4

麻酔科 松井　秀明 岩手県立胆沢病院 参与 44年 ○

第2回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本麻酔科学会指導医・専門医、
日本ペインクリニック学会専門医、麻酔科
標榜医

232744 1976/7/1 4

脳神経外科 菊池　登志雄 岩手県立胆沢病院 脳神経外科長 21年 ○
第13回岩手県医師臨床研修指導医講習
会受講済、日本脳神経外科学会専門医、
日本脳神経血管内治療学会専門医

405150 1999/5/12 4

脳神経外科 大和田　健司 岩手県立胆沢病院 参与 52年 × 日本脳神経外科専門医 199693 1968/11/26 上級医

皮膚科 三井　英俊 岩手県立胆沢病院 皮膚科長 11年 ○
平成28年度石巻赤十字病院臨床研修指
導医講習会受講済

487385 2010/4/22 4

皮膚科 中嶋　夏磯 岩手県立胆沢病院 皮膚科医長 8年 × 513215 2013/4/12 上級医

呼吸器外科 渋谷　丈太郎 岩手県立胆沢病院 呼吸器外科長 31年 ○

第3回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済、日本外科学会専門医・認定医、日
本胸部外科学会認定医、日本呼吸器内視
鏡学会気管支鏡指導医・専門医、日本が
ん治療認定医機構がん治療認定医、日本
呼吸器外科学会専門医

319766 1989/5/22 4

呼吸器外科 小塩　弘樹 岩手県立胆沢病院 呼吸器外科医長 9年 × 502053 2012/3/29 上級医

呼吸器外科 半田　政志 岩手県立胆沢病院 参与 42年 ○

第19回新臨床研修指導医養成講習会受
講済、日本外科学会指導医・専門医、日本
呼吸器学会指導医・専門医、日本呼吸器
外科学会指導医・専門医、日本胸部外科
学会指導医・認定医、麻酔科標榜医

240286 1978/5/29 4

精神科 鬼澤　民雄 岩手県立胆沢病院 参与兼精神科長 39年 × 260409 1981/6/12 上級医

検査科 小野寺　幸男 岩手県立胆沢病院 参与 46年 ○

2002年度ファカルティ・ディベロップメントシ
リーズ(3)卒後臨床研修指導医のための研
修会受講済、日本内科学会認定医、日本
循環器学会専門医、日本医師会認定産業
医

221374 1974/5/31 4

総合診療科 加藤　博孝 岩手県立磐井病院

理事兼磐井病院が
ん化学療法科長兼
肛門外科長兼総合
診療科長兼花泉地
域診療センター長

41年 ○

日本外科学会外科認定医・専門医・指
導医、ICD、第1回岩手県医師臨床研
修指導医講習会修了、緩和ケア指導
医、プログラム責任者養成研修会修
了、日本プライマリ・ケア連合学会認
定医・指導医、医学博士、JATECコー
ス、第30回医学教育者ワークショップ
修了、2019年度医療安全管理者養成
講座プログラム

250407 1980/5/24 4

外科 佐藤　耕一郎 岩手県立磐井病院
院長兼乳腺外科長
兼内分泌外科長

37年 ○

日本外科学会認定医・専門医・指導医、日
本消化器外科学会認定医・専門医・指導
医、消化器癌外科治療認定医、日本乳癌
学会認定医・専門医、日本乳腺学会乳腺
専門医、日本甲状腺外科学会内分泌・甲
状腺外科専門医、日本内分泌外科学会指
導医、ICD（ICD制度協会）、第6回岩手県医
師臨床研修指導医講習会修了、平成24年
度プログラム責任者養成講習会修了、日
本クリニカルパス学会パス認定士・パス指
導者、乳房超音波講習会受講、Ｉ-131
（1,110ＭＢｑ）による残存甲状腺破壊（アブ
レーション）の外来治療における適正使用
に関する講習修了、内痔核治療法研究会
四段階注射法講習会修了、日本静脈経腸
栄養学会　Certificate of Achievement
Total Nutritional Therapy Course修了、厚
生労働省指定オンライン診療研修、日本遺
伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構　第６
回HBOC教育セミナー全課程、医学博士

282041 1984/5/26 4

外科 阿部　隆之 岩手県立磐井病院

副院長兼診療支援
室長兼医師事務支
援室長兼消化器外

科長

29年 ○
日本外科学会認定医・専門医・指導医、日
本静脈経腸栄養学会認定医、第1回岩手
県医師臨床研修指導医講習会修了

346987 1992/5/22 4

外科 桂　一憲 岩手県立磐井病院
第１外科長兼医療

研修科長
23年 ○

日本外科学会外科専門医、医学博士、第
19回特定非営利法人艮陵協議会臨床研
修指導医講習会、令和２年度プログラム責
任者養成講習会

396567 1998/5/8 3,4 ○

外科 及川　隆洋 岩手県立磐井病院 外科医長 13年 × 日本外科学会外科専門医、医学博士 471499 2008/4/14 上級医

外科 鳩山　恵一朗 岩手県立磐井病院 外科医長 10年 ○

日本外科学会外科専門医、日本外科学会
消化器外科専門医、日本消化管学会胃腸
科専門医、日本消化器外科学会消化器が
ん外科治療認定医、日本食道学会食道科
認定医、青森県緩和ケア研修会、日本静
脈経腸栄養学会TNTコース、第21回特定
非営利活動法人艮陵協議会臨床研修指
導医講習会

495508 2011/4/1 4

外科 中西　渉 岩手県立磐井病院 第2外科長 17年 ○

日本外科学会専門医、日本消化器外科学
会専門医、日本肝臓学会専門医、日本肝
胆膵外科学会肝胆膵外科高度技能専門
医、日本移植学会認定医、第14回岩手県
医師臨床研修指導医講習会、第8回岩手
県立中央病院緩和ケア研修会

440964 2004/4/30 4
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外科 郷右近　祐介 岩手県立磐井病院 外科医長 9年 ×

日本外科学会専門医、日本食道学会認定
医、日本消化器外科学会専門医、日本消
化器外科学会　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、日本腹部救急医学会腹部救急認定
医、宮城県緩和ケア研修会

505958 2012/4/18 上級医

救急科 中村　紳 岩手県立磐井病院
副院長兼診療情報

管理室長
35年 ○

日本救急医学会救急科専門医、日本内科
学会総合内科専門医・指導医・認定内科
医、日本循環器学会循環器専門医、日本
高血圧学会指導医、日本プライマリ・ケア
連合学会認定医・認定指導医、上級医療
情報技師、第5回新臨床研修指導医養成
講習会、第７回両磐地域緩和ケア医療従
事者研修会、岩手がんのリハビリテーショ
ン研修会

296475 1986/5/22 4

救急科 片山　貴晶 岩手県立磐井病院 救急科長 27年 ○

日本救急医学会認定医・救急科専門医、
日本麻酔学会麻酔科認定医・専門医・指
導医、厚生労働省麻酔科標榜医、第2回岩
手県医師臨床研修医指導医講習会修了、
統括DMAT兼DMAT隊員、医学博士

367865 1994/5/25 4

救急科 前川　慶之 岩手県立磐井病院 災害医療科長 15年 ○

日本外科学会外科専門医、日本集中治療
医学会　集中治療専門医、日本救急医学
会　救急科専門医、ＩＣＤ（ＩＣＤ制度協議
会）、第10回特定非営利活動法人艮陵協
議会臨床研修指導医講習会、平成28年度
岩手DMAT隊員養成研修プログラム、平成
29年度災害派遣医療チーム研修、平成29
年度統括DMAT研修、平成29年度プログラ
ム責任者養成講習会、下肢静脈瘤血管内
焼灼術実施・監理委員会「下肢静脈瘤に対
する血管内焼灼術の実施基準による実施
医」認定

438730 2006/5/30 4

小児科 丸山　秀和 岩手県立磐井病院 第1小児科長 24年 ○

日本小児科学会小児科認定医・専門医、
第2回岩手県医師臨床研修指導医講習会
修了、平成18年度プログラム責任者講習
会修了、医学博士

389557 1997/5/6 4

小児科 矢野　潤 岩手県立磐井病院 第２小児科長 19年 ○
日本小児科学会小児科専門医、第14回岩
手県医師臨床研修指導医講習会修了

422910 2002/4/30 4

小児科 東梅　ひろみ 岩手県立磐井病院 小児科医長 24年 ○
日本小児科学会専門医、第13回岩手医科
大学医師臨床研修指導医講習会　修了

385953 1997/4/25 4

小児科 天沼　史孝 岩手県立磐井病院
新生児科長兼災害

医療科長
24年 ○

日本小児科学会小児科認定医・専門医、Ｉ
ＣＤ（ＩＣＤ制度協議会）、平成17年度臨床研
修医指導者講習会、新生児蘇生法「専門」
コースインストラクター養成講習会修了

389981 1997/5/8 4

眼科 今泉　利康 岩手県立磐井病院 眼科医長 10年 ○
日本眼科学会専門医、第14回福島県医師
臨床研修指導医講習会 修了

493752 2011/5/1 4

消化器内科 横沢　聡 岩手県立磐井病院 第1消化器科長 20年 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科専門
医・指導医、日本ヘリコバクター学会ピロリ
菌感染症認定医、日本癌治療機構認定癌
治療認定医、日本消化器病学会消化器病
専門医、日本消化器内視鏡学会専門医・
指導医、日本消化管学会胃腸科専門医・
指導医、日本プライマリ・ケア連合学会認
定医・認定指導医、第8回岩手県医師臨床
研修指導医講習会、平成21年度プログラ
ム責任者養成講習会、第39回医学教育者
のためのワークショップ、平成25年度岩手
県医師臨床研修指導医スキルアップセミ
ナー、OSCE認定評価者

420479 2001/5/17 4

消化器内科 千手　倫夫 岩手県立磐井病院 第2消化器科長 18年 ○

日本内科学会指導医、認定内科医、総合
内科専門医、日本肝臓学会認定肝臓専門
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、産業医科大学産業
医学基本講座、福岡県単位型緩和ケア研
修会、第10回産業医科大学病院臨床研修
指導医講習会

435436 2003/5/12 4

消化器内科 小川　千恵子 岩手県立磐井病院 内科医長 18年 ○

日本消化器病学会消化器病専門医、日本
消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、
日本内科学会認定内科医・総合内科専門
医、第13回岩手県医師臨床指導医講習
会、第11回両磐地域緩和ケア医療従事者
研修会修了

436947 2003/5/14 4

消化器内科 本田　純也 岩手県立磐井病院 消化器内科医長 13年 ○

日本内科学会認定内科医・指導医、日本
消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、
日本消化器病学会消化器病専門医、日本
消化管学会胃腸科専門医、医学博士、第
16回岩手県医師臨床研修指導医講習会
修了

474593 2008/4/24 4

消化器内科 横山　直信 岩手県立磐井病院 消化器内科医長 11年 ○

日本内科学会認定内科医・指導医、日本
消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、
第18回岩手県医師臨床研修指導医講習
会

487653 2010/4/23 4

麻酔科 須田　志優 岩手県立磐井病院 中央手術科長 32年 ○

日本集中治療医学会集中治療専門医、日
本麻酔科学会麻酔科認定医・専門医・指
導医、日本救急医学会救急科認定医・専
門医・ＩＣＬＳインストラクター・ディレクター、
日本外傷診療機構ＪＰＴＥＣインストラク
ター、ＪＡＰＴＥＣ協議会ＪＰＴＥＣインストラク
ター・理事、日本集団災害医学会ＭＣＬＳイ
ンストラクター・管理世話人、米国中毒学会
ＡＨＬＳインストラクター、日本作業環境測
定協会第2種作業環境測定士、日本医師
会認定産業医、厚生労働省麻酔科標榜
医、指導医のための教育ワークショップ修
了、ICD、医学博士

327753 1989/6/20 4

麻酔科 叶城　倫子 岩手県立磐井病院 麻酔科長 16年 ○

日本麻酔科学会麻酔科認定医・専門医・
指導医、日本医師会認定産業医、厚生労
働省麻酔科標榜医、第10回両磐地域緩和
ケア医療従事者研修会、第15回岩手県医
師臨床研修指導医講習会、修了

445740 2005/3/31 4

循環器内科 小野寺　洋幸 岩手県立磐井病院 第1循環器内科長 30年 ○
日本内科学会認定内科医・指導医、日本
循環器学会循環器専門医、第6回岩手県
医師了承研修指導医講習会修了

342338 1991/5/31 4

循環器内科 遠藤　浩司 岩手県立磐井病院 第2循環器内科長 24年 ○

日本内科学会認定内科医・指導医・総合
内科専門医、日本循環器学会循環器専門
医、日本高血圧学会指導医、日本心血管
インターベンション学会認定医、第10回岩
手県医師臨床研修指導医講習会修了、医
学博士

391390 1997/5/19 4

循環器内科 鈴木　修 岩手県立磐井病院 臨床検査科長 25年 × 380366 1996/5/2 上級医

呼吸器内科 駒木　裕一 岩手県立磐井病院
感染管理室長兼呼

吸器内科長
23年 ○

第7回岩手県医師臨床研修指導医講習会
修了、第９回両磐地域緩和ケア医療従事
者講習会修了、医学博士

396568 1998/5/8 4

画像診断科 照山　和秀 岩手県立磐井病院
画像診断科長兼放

射線科長
27年 ○

日本放射線学会放射線科専門医・放射線
診断専門医、第8回岩手県医師臨床研修
指導医講習会、第10回両磐地域緩和ケア
医療従事者研修会修了

364049 1994/5/9 4

放射線治療科 阿部　恵子 岩手県立磐井病院 放射線治療科長 16年 ×
日本医学放射線学会放射線治療専門医、
医学博士、第51回宮城県緩和ケア研修会
修了

452699 2005/4/25 上級医

脳神経内科 川守田　厚 岩手県立磐井病院

副院長兼第1脳神
経内科長兼地域医
療科長兼地域医療

福祉連携室長

35年 ○

日本内科学会認定内科医・指導医、日本
神経学会専門医・指導医、日本リハビリ
テーション医学会認定医、日本脳卒中学会
専門医、第2回岩手県医師臨床研修指導
医講習会修了、脳梗塞急性期ｒｔ-ＰＡ適正
使用講習会受講、厚生労働省指定オンラ
イン診療研修、医学博士

299820 1986/5/28 4

脳神経内科 佐々木　昭人 岩手県立磐井病院 第2脳神経内科長 28年 ○

日本医師会認定産業医・健康スポーツ医、
第13回全国済生会臨床研修指導医講習
会修了、第21年度プログラム責任者養成
講習会、第13回全国済生会臨床研修指導
医のためのワークショップ、第12回両磐地
域緩和ケア医療従事者研修会、日本医師
会　感染性廃棄物安全処理推進者養成講
座・特別管理産業廃棄物管理責任者講習
会修了

356087 1993/5/10 4

脳神経外科 齋藤　桂一 岩手県立磐井病院

副院長兼脳神経外
科長兼医療安全管
理室長兼診療支援

室長

34年 ○
日本脳神経外科学会脳神経外科専門医、
第1回岩手県医師臨床研修指導医講習会
修了

307788 1987/5/28 4
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脳神経外科 藤原　和則 岩手県立磐井病院
リハビリテーション

科長
30年 ○

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医、
日本頭痛学会指導医、宇宙航空医学会認
定医、第4回岩手県医師臨床研修指導医
講習会日本脳神経外科学会脳神経外科
専門医、日本頭痛学会指導医、宇宙航空
医学会認定医、第4回岩手県医師臨床研
修指導医講習会修了、医療安全に関する
ワークショップⅠ・Ⅱ受講

336103 1991/5/17 4

脳神経外科 高橋　昇 岩手県立磐井病院 脳神経外科医長 28年 ○
日本脳神経外科学会脳神経外科専門医、
第12回岩手県医師臨床研修指導医講習
会修了

355768 1993/5/10 4

整形外科 中村　聡 岩手県立磐井病院 整形外科長 22年 ×

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脊椎脊髄外科指
導医、第17回日本整形外科学会研修指導
医講習会

405205 1999/5/12 上級医

整形外科 小川　和浩 岩手県立磐井病院 整形外科医長 18年 ○
日本整形外科学会整形外科専門医、第13
回岩手県医師臨床研修指導医講習会修
了

436948 2003/5/14 4

整形外科 千田　優子 岩手県立磐井病院 整形外科医長 16年 ○
第12回岩手県医師臨床研修指導医講習
会修了

446258 2005/4/4 4

形成外科 本庄　省五 岩手県立磐井病院 参与兼形成外科長 41年 ×
日本形成外科学会形成外科認定医・専門
医・皮膚腫瘍外科指導医、日本創傷外科
学会専門医、日本褥瘡学会認定医

254075 1980/6/7 4

形成外科 三橋　伸行 岩手県立磐井病院 形成外科医長 7年 ○

日本形成外科学会専門医、第7回両磐地
域緩和ケア医療従事者研修会、平成29年
度臨床研修指導医養成講習会（独立行政
法人国立病院機構北海道東北グループ）、

517340 2014/3/27 4

泌尿器科 藤島 洋介 岩手県立磐井病院 泌尿器科長 16年 ○

日本泌尿器科学会専門医、指導医、秋田
県医師会主催日本医師会「指導医のため
の教育ワークショップ」修了、秋田県単位
型緩和ケア研修会、日本内視鏡外科学会
泌尿器腹腔鏡技術認定証、日本泌尿器内
視鏡学会　泌尿器腹腔鏡技術認定証

446255 2005/4/4 4

産婦人科 加賀　敬子 岩手県立磐井病院 第1産婦人科長 33年 ○

日本産婦人科学会産婦人科専門医・指導
医、日本臨床細胞学会細胞診指導医、岩
手県医師会　母体保護法第14条指定医、
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法
「専門」コース（Aコース）修了、医学博士、
第18回岩手県医師臨床研修指導医講習
会、第11回両磐地域緩和ケア医療従事者
研修会、専門医交通講習　医療安全・医療
倫理・感染対策、JOGa＿器質性月経困難
症に対する適正なホルモン療法等にかか
る研修　修了

312342 1988/5/18 4

産婦人科 菅原　登 岩手県立磐井病院 第2産婦人科長 19年 ○
日本産婦人科学会産婦人科専門医、母体
保護法指定医、第8回岩手県医師臨床研
修指導医講習会修了

430214 2002/5/30 4

産婦人科 前川　絢子 岩手県立磐井病院
周産期医療科長

（月・火・木）
17年 ○

日本産婦人科学会専門医、日本周産期・
新生児医学会周産期専門医、岩手県医師
会　母体保護法第14条指定医、日本周産
期・新生児医学会新生児蘇生法「専門」
コース　修了、第24回特定非営利活動法
人艮陵協議会臨床研修指導医講習会

438785 2004/4/26 4

緩和医療科 平野　拓司 岩手県立磐井病院 緩和医療科長 37年 ○

日本外科学会専門医、日本緩和医療学会
暫定指導医、日本がん治療認定医機構
がん治療認定医、日本緩和医療学会　緩
和医療認定医、がんのリハビリテーション
研修会、日本リハビリテーション医学会臨
床研修医等医師向けリハビリテーション研
修会、第10回新臨床研修指導医養成講習
会修了

283945 1984/5/31 4

皮膚科 丹治　峻之 岩手県立磐井病院 皮膚科医長 6年 × 529604 2015/4/13 上級医
耳鼻いんこう科 小林　祐太 岩手県立磐井病院 耳鼻いんこう科科長 9年 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医 503705 2012/4/6 上級医

病理診断科 山口　正明 岩手県立磐井病院 病理診断科長 31年 ×
日本病理学会病理専門医研修指導医、日
本臨床細胞学会細胞診指導医、厚生大臣
死体解剖資格認定

329304 1990/5/22 上級医

小児科 渕向　透 岩手県立大船渡病院 院長 39年 ○
日本小児科学会専門医、第1回岩手
県医師臨床研修指導医講習会受講
済み

264760 1982/5/20 4

泌尿器科 氏家　隆 岩手県立大船渡病院

副院長兼医療安全管理室
長兼中央手術科長医師事
務支援室長兼住田地域診
療センター長

35年 ○
日本泌尿器科学会指導医、日本透
析学会専門医、第1回岩手県医師臨
床研修指導医講習会受講済み

298868 1986/5/27 4

内科 久多良　徳彦 岩手県立大船渡病院
副院長兼診療情報管理室
長兼内科長兼診療支援室
長

25年 ○

日本内科学会認定医、日本消化器
病学会専門医、日本消化器内視鏡
学会指導医、日本がん治療認定医
機構がん治療認定医、日本消化管
学会胃腸科専門医、第3回岩手医科
大学県医師臨床研修指導医講習会
受講済み、平成28年度プログラム
責任者養成講習会受講済み

379678 1996/4/30 4

外科 星田　徹 岩手県立大船渡病院
副院長兼第1外科長兼感染
管理室長兼医療研修科長 30年 ○

日本外科学会専門医、日本消化器
外科学会指導医、第11回岩手県医
師臨床研修指導医講習会受講済
み、平成27年度プログラム責任者
養成講習会受講済み

339926 1991/5/24 3,4 ○

外科 村上　雅彦 岩手県立大船渡病院
副院長兼地域医療
福祉連携室長兼緩
和医療科長

31年 ○
日本外科学会認定医、第13回新臨
床研修指導医養成講習会受講済み

329709 1990/5/23 4

循環器内科 坂本　翼 岩手県立大船渡病院 循環器内科長 11年 ○
第16回岩手県医師臨床研修指導医
講習会受講済み

486247 2010/4/16 4

精神科 道又　利 岩手県立大船渡病院 第1精神科長 32年 ○
日本総合病院精神医学会専門医、
第5回岩手県医師臨床研修指導医講
習会受講済み

325451 1989/6/1 4

精神科 奥山　雄 岩手県立大船渡病院 第2精神科長 21年 ○
第6回岩手県医師臨床研修指導医講
習会受講済み

414248 2000/7/14 4

小児科 大津　修 岩手県立大船渡病院 小児科長 24年 ○

日本小児科学会専門医、第6回岩手
県医師臨床研修指導医講習会受講
済み、令和2年度プログラム責任者
養成講習会受講済み

390005 1997/5/8 4

外科 鈴木　洋 岩手県立大船渡病院 第2外科長兼放射線科長 25年 ○
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受講済み

382655 1996/5/13 4

外科 小野寺　優 岩手県立大船渡病院 消化器外科長 11年 ○
第19回岩手県医師臨床研修指導医
講習会（岩手県）

479939 2009/4/17 4

救急科 横沢　友樹 岩手県立大船渡病院 救命救急センター長 15年 ○
第14回岩手県医師臨床研修指導医
講習会受講済み

456479 2006/4/11 4

整形外科 田島　育郎 岩手県立大船渡病院 整形外科長 26年 ○
日本整形外科学会専門医、第13回
岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済み

372809 1995/5/8 4

脳神経外科 鈴木　太郎 岩手県立大船渡病院 第2脳神経外科長 9年 ○
第15回岩手県臨床研修指導医講習
会受講済み

473769 2012/2/22 4

脳神経外科 松本　昌泰 岩手県立大船渡病院
リハビリテーショ

ン科長
8年 ○

第19回岩手県医師臨床研修指導医
講習会

514022 2013/4/8 4

脳神経外科 大志田　創太郎 岩手県立大船渡病院 臨床検査科長 7年 ○
第19回岩手県医師臨床研修指導医
講習会

515672 2014/3/24 4

産婦人科 金杉　知宣 岩手県立大船渡病院 第1産婦人科長 18年 ○

日本産婦人科学会認定医、日本産
婦人科学会専門医、第5回岩手医科
大学医師臨床研修指導医講習会受
講済み

437954 2003/5/26 4

産婦人科 田中　詩乃 岩手県立大船渡病院 周産期医療科長 9年 ○
第19回岩手県医師臨床研修指導医
講習会受講済み

505702 2012/4/16 4

眼科 大久保　雅俊 岩手県立大船渡病院 眼科長 10年 × 日本眼科学会専門医 476984 2011/4/8 上級医

病理診断科 中村　泰行 岩手県立大船渡病院
参与兼病理診断科

長
42年 × 日本病理学会認定医 245833 1979/5/31 上級医

内科 川上　幹夫 岩手県立釜石病院 理事 40年 ○ 社団法人日本内科学会認定内科医　等 254085 S55.6.7 4

小児科 平賀　祥子 岩手県立釜石病院 参与 42年 ○
公益社団法人日本小児科学会小児科専門医
等

239525 S53.5.25 4

外科 坂下　伸夫 岩手県立釜石病院 院長 35年 ○ 一般社団法人日本外科学会外科専門医　等 289269 S60.5.22 3,4 ○

外科 石川　徹 岩手県立釜石病院 副院長 29年 ○ 一般社団法人日本外科学会外科専門医　等 340238 H3.5.27 4
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外科 箱崎　将規 岩手県立釜石病院 第２外科長 17年 ○ 一般社団法人日本外科学会外科専門医　等 437805 H15.5.22 4

脳神経外科 佐々木　輝夫 岩手県立釜石病院 脳神経外科長 21年 ○ 日本脳神経外科学会専門医　等 401179 H11.4.30 4

内科 川上　淳 岩手県立釜石病院 循環器内科長 10年 ○
第17回岩手県医師臨床研修指導医
講習会受講済み

490763 H22.5.13 4

消化器内科 高橋　成明 岩手県立釜石病院 消化器内科医長 6年 × 一般社団法人日本内科学会認定内科医 524538 H27.3.26 上級医

整形外科 鈴木　忠 岩手県立釜石病院 整形外科長 12年 〇
第16回岩手県医師臨床研修指導医講習
会受講済み

473760 H20.4.22 4

整形外科 武田　三十郎 岩手県立釜石病院 整形外科医長 12年 ○
公益社団法人日本整形外科学会整形外科専
門医　等

474515 H20.4.24 4

泌尿器科 石井　修平 岩手県立釜石病院 泌尿器科長 8年 × 一般社団法人日本泌尿器科学会専門医 505761 H24.4.16 上級医

麻酔科 尾野　隆 岩手県立釜石病院 麻酔科長 41年 × 社団法人日本麻酔科学会麻酔科専門医 244802 S54.5.25 上級医

消化器内科 安部　圭之輔 岩手県立宮古病院 消化器内科長 12年 ×
盛岡赤十字病院西南地域緩和ケア医師研
修会修了

476039 H20.5.12 上級医

消化器内科 菅原　有子 岩手県立宮古病院 臨床検査科長 29年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会修了、
宮古地域緩和ケア医療従事者研修会修了

337011 H3.5.20 4

消化器内科 吉田　健 岩手県立宮古病院 地域医療科長 14年 ○

日本内科学会総合内科専門医、日本内科
学会認定内科医、ICD、岩手県医師臨床研
修指導医講習会修了、H26プログラム責任
者養成講習会修了、日本プライマリ・ケア
連合学会認定指導医、宮古地域緩和ケア
医師研修会修了

460985 H19.3.30 4

消化器内科 沢口　勢良 岩手県立宮古病院 消化器内科医長 7年 × 513025 H25.4.11 上級医

糖尿病代謝内科 大久保　仁 岩手県立宮古病院
内科・糖尿病代謝

内科長
11年 ○

日本内科学会総合内科専門医・認定内科
医、日本医師会認定産業医、岩手県医師
臨床研修指導医講習会修了、嚥下機能評
価研修会修了

479940 H21.4.17 4

糖尿病代謝内科 川島　智美 岩手県立宮古病院
内科・糖尿病代謝

内科医長
7年 × 日本内科学会認定内科医 514136 H25.4.19 上級医

循環器内科 前川　裕子 岩手県立宮古病院
循環器内科長

兼診療支援室長
14年 ○

日本内科学会認定内科医、岩手県医師臨
床研修指導医講習会修了

454645 H18.4.4 4

循環器内科 朴沢　麻衣子 岩手県立宮古病院 循環器内科医長 7年 × 日本内科学会認定内科医 513012 H25.4.11 上級医

小児科 三浦　邦彦 岩手県立宮古病院
副院長兼

医療安全管理室長
兼小児科長

31年 ○

日本小児科学会専門医、プログラム責任
者養成講習会修了、第19回全国自治体病
院協議会指導医講習会修了、医療安全管
理者養成講座プログラム全課程修了、宮
古地域緩和ケア医師研修会修了

327198 H1.6.13 4

外科 吉田　徹 岩手県立宮古病院
院長兼地域医療
福祉連携室長

36年 ○

卒後臨床研修指導医養成ワークショップ修
了、岩手県立中央病院緩和ケア医師研修
会修了、日本医療メディエーターB認定・
フォローアップ研修修了、日本救急科医学
会救急科専門医、日本消化器外科学会専
門医・指導医、日本外科学会指導医・専門
医・認定医、日本がん治療認定医、日本プ
ライマリ・ケア連合学会認定医・指導医、消
化器がん外科治療認定医、ICD、マンモグ
ラフィ更新講習会修了、かかりつけ医認知
症対応力向上研修修了、認知症サポート
医養成研修修了、死体解剖資格認定、麻
酔標榜医、四段階注射法講習会修了、日
本静脈経腸栄養学会TNT研修修了、漢方
専門医

280780 S59.5.24 3,4 ○

外科 阿部　薫 岩手県立宮古病院
副院長兼

診療情報管理室長
29年 ○

日本外科学会専門医、日本消化器外科学
会専門医、日本がん治療認定医、岩手県
医師臨床研修指導医FD修了、岩手医科大
学医師臨床研修指導医講習会修了、H18
秋田県厚生農業協同組合連合会臨床研
修指導医ワークショップ修了、日本静脈経
腸栄養学会TNT研修修了、日本医師会認
定産業医、秋田県単位型緩和ケア研修会
修了

343468 H3.6.6 4

外科 藤社　勉 岩手県立宮古病院
第1外科長

兼緩和医療科長
兼救急医療科長

26年 ○

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
病学会指導医・専門医、麻酔科標榜医、日
本がん治療認定医、日本乳癌学会認定
医、日本緩和医療学会緩和医療認定医、
日本緩和医療学会第２回研修指導者講習
会修了、プログラム責任者養成講習会修
了、全国自治体病院協議会新指導医講習
会修了、ICD、日本静脈経腸栄養学会TNT
研修修了

360777 H6.4.26 4

外科 石黒　保直 岩手県立宮古病院
第2外科長

兼医療研修科長
兼感染管理室長

20年 ○

日本外科学会専門医・指導医、日本消化
器外科専門医・指導医、消化器がん外科
治療認定医、日本医師会認定産業医、
ICD、プログラム責任者養成講習会、岩手
県医師臨床研修指導医講習会修了、日本
静脈経腸栄養学会TNT研修修了、緩和ケ
ア基本教育に関する指導医研修会修了、
茨城県緩和ケア医師研修会修了

408154 H12.4.27 4

外科 川島　到真 岩手県立宮古病院 外科医長 7年 × 519719 H26.3.31 上級医

整形外科 白倉　義博 岩手県立宮古病院
副院長

兼整形外科長
31年 ○

日本整形外科学会専門医、日本整形外科
学会第９回研修指導者講習会受講、岩手
医科大学医師臨床研修指導医講習会修
了、宮古地域緩和ケア医師研修会修了

320813 H1.5.23 4

整形外科 安見　雄司 岩手県立宮古病院 災害医療科長 11年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会修了、
日本整形外科学会専門医、小児運動器疾
患指導管理医師セミナー受講

481059 H21.4.22 4

整形外科 佐伯　絵里 岩手県立宮古病院 整形外科医長 10年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会修了

493795 H23.3.29 4

脳神経外科 麻生　謙太 岩手県立宮古病院
脳神経外科長兼リ
ハビリテーション科

長
14年 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中
学会専門医、岩手県医師臨床研修指導医
講習会修了

460257 H18.4.26 4

形成外科 鈴木　偉彦 岩手県立宮古病院 形成外科長 36年 ○
日本形成外科学会専門医・認定医、岩手
県医師臨床研修指導医講習会修了

282299 S59.5.28 4

泌尿器科 尾張　幸久 岩手県立宮古病院 泌尿器科長 23年 ○
日本泌尿器科学会指導医・専門医、岩手
県医師臨床研修指導医講習会修了、宮古
地域緩和ケア医師研修会修了

384651 H9.4.22 4

産婦人科 小原　剛 岩手県立宮古病院 産婦人科長 19年 ○

日本産婦人科学会専門医、岩手県医師臨
床研修指導医講習会修了、日本母体保護
法指定医、気仙地域緩和ケア医師研修会
修了

414404 H13.4.27 4

放射線科 佐藤　隆一 岩手県立宮古病院 参与兼放射線科長 38年 ○

日本医学放射線学会診断専門医、岩手県
医師臨床研修指導医講習会修了、放射線
取扱主任者定期講習修了、宮古地域緩和
ケア医療従事者研修会修了

266116 S57.5.26 4

外科 川村　英伸 岩手県立久慈病院 院長 31年 ○

日本外科学会認定医・専門医・指導
医、日本消化器外科学会認定医・専
門医・指導医、日本内視鏡外科学会
技術認定医、緩和ケア指導者研修会
修了、日本消化器外科学会消化器が
ん外科治療認定医

320811 1989/5/23 3,4 ○

脳神経外科 三浦　一之 岩手県立久慈病院
副院長兼診療情報
管理室長兼医師事

務支援室長
36年 ○

脳神経外科学会専門医、第66回新臨床研
修指導医養成講習会修了、日本DMAT隊
員、介護支援専門員、診療情報管理士

280777 1984/5/24 4

形成外科 白石　直人 岩手県立久慈病院
副院長兼医療安全
管理室長兼形成外

科長
33年 ○

日本形成外科学会（認定医・専門医）、日
本医師会認定産業医、第1回岩手県医師
臨床研修指導医講習会修了、日本形成外
科学会皮膚腫瘍外科指導専門医、日本静
脈経腸栄養学会認定医、日本医師会認定
健康スポーツ医、インフェクションコントロー
ルドクター認定、医療安全管理者

304370 1987/5/21 4

脳神経内科 柴田　俊秀 岩手県立久慈病院

副院長兼地域医療
福祉連携室長診療
支援室長兼脳神経

内科長

24年 ○

第2回岩手県医師臨床研修指導医講習会
修了、日本神経学会指導医、日本神経学
会神経内科専門医、日本内科学会認定内
科医、プログラム責任者養成講習会修了、
日本内科学会総合内科専門医

384246 1996/6/17 4

消化器内科 朝倉　謙輔 岩手県立久慈病院 消化器内科長 10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、日本消化器内
視鏡学会消化器内視鏡専門医、日本ヘリ
コバクター学会感染症認定医

489139 2010/4/30 ○
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循環器内科 大﨑　拓也 岩手県立久慈病院 循環器科長 15年 ○

日本内科学会認定内科医、日本循環器学
会認定循環器専門医、第7回岩手医科大
学医師臨床研修指導医講習会修了、日本
内科学会総合内科専門医

453346 2006/3/31 4

循環器内科 松本　裕樹 岩手県立久慈病院 循環器科医長 8年 〇
日本内科学会認定内科医、第12回岩手医
科大学医師臨床研修指導医講習会修了、
日本内科学会総合内科専門医

505701 2012/5/1 4

小児科 遠藤　正宏 岩手県立久慈病院 小児科長 12年 ○
第16回岩手県医師臨床研修指導医講習
会修了、,日本小児科学会専門医

473758 2008/4/22
4

二戸病院兼務

外科 皆川　幸洋 岩手県立久慈病院

救命救急センター
長兼救急医療科長
兼災害医療科長兼

感染管理室長

30年 ○

日本胸部外科学会認定医、日本外科学会
認定医・専門医、日本がん治療認定医機
構がん治療認定医、臨床研修指導医講習
会修了、日本救急医学会救急科認定医・
専門医、日本集中治療医学会専門医、日
本呼吸器学会呼吸器専門医、消化器がん
外科治療認定医、日本静脈学会専門医、
日本外傷学会専門医、インフェクションコン
トロールドクター認定、麻酔標榜医

332520 1990/5/28 4

外科 藤井　仁志 岩手県立久慈病院
第１外科長兼中央

手術科長
12年 ○

日本外科学会専門医、日本消化器外科学
会専門医、日本消化器外科学会消化器が
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、第9回岩手医科大
学医師臨床研修指導医講習会修了

471504 2008/4/14 4

外科 佐々木　秀策 岩手県立久慈病院 臨床検査科長 10年 〇
日本外科学会専門医、石巻赤十字病院臨
床研修指導養成講習会修了

484948 2010/4/8 4

整形外科 近江　礼 岩手県立久慈病院
第１整形外科長兼

医療研修科長
20年 ○

日本整形外科学会整形外科専門医、医師
臨床研修指導医講習会修了

408947 2000/4/28 4

整形外科 松尾　有三 岩手県立久慈病院 第２整形外科長 11年 ×
日本整形外科学会リウマチ医認定、日本
整形外科学会運動器リハビリテーション医
認定、日本整形外科学会専門医

479049 2009/4/15 上級医

脳神経外科 小林　哲人 岩手県立久慈病院 脳神経外科長 21年 ○
第9回岩手県医師臨床研修指導医講習会
修了

407076 1999/6/11 4

泌尿器科 小松　淳 岩手県立久慈病院 泌尿器科長 19年 ○
第11回岩手県医師臨床研修指導医講習
会修了、日本泌尿器科学会専門医・指導
医

420846 2001/5/18 4

産婦人科 千田　英之 岩手県立久慈病院 産婦人科長 13年 ○
産婦人科指導医・専門医　周産期専門医
（母体・胎児）　第12回岩手県医師臨床研
修指導医講習会修了

468611 2008/3/31
4

二戸病院兼務

眼科 清野　太郎 岩手県立久慈病院 眼科長 8年 × 日本眼科学会専門医 505739 2012/4/16 上級医

放射線科 熊谷　由基 岩手県立久慈病院 放射線科長 31年 ○
第1回岩手県医師臨床研修指導医講習会
修了

325444 1989/6/1 4

産婦人科 小笠原　敏浩 岩手県立二戸病院 院長 35年 ○

日本産婦人科学会指導医・専門医、母体
保護法指定医、日本医師会認定産業医、
日本産婦人科内視鏡学会技術認定医、第
６回新臨床研修指導医養成講習会受講済
み、日本周産期・新生児医学会新生児蘇
生法「専門」コース(Aコース)インストラク
ター、岩手県医師会認定かかりつけ医

296486 1986/5/22 3.4 ○

泌尿器科 小成　晋 岩手県立二戸病院

副院長兼医師事務
支援室長兼泌尿器
科長兼リハビリテー
ション科長兼医療研

修科長

27年 ○

日本泌尿器科学会指導医・専門医、第５回
岩手県医師臨床研修指導医講習会修了、
平成30年度プログラム責任者養成講習会
修了

366792 1994/5/16 4

内科 髙橋　浩 岩手県立二戸病院

副院長兼内科長兼
地域医療福祉連携
室長兼診療支援室

長

30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、日本消化器内視鏡学会
指導医・専門医、日本消化器病学会専門
医・指導医、緩和ケア指導者、総合評価加
算修了、日本がん治療認定医、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、日本医師会認定産業医、人生の
最終段階における医療体制設備事業指導
者研修会修了

343471 1991/6/6 4

消化器内科 渡辺　雄輝 岩手県立二戸病院 地域医療科長 25年 ○

第４回岩手県医師臨床研修指導医講習会
修了、日本消化器病学会専門医、日本内
科学会認定内科医、難病医療費助成指定
医、日本肝臓学会肝臓専門医、緩和ケア
の基本教育に関する指導者研修会修了

379675 1996/4/30 4

消化器内科 三浦　真奈美 岩手県立二戸病院 消化器内科長 12年 ○
第10回岩手医科大学医師臨床研修指導
医講習会修了、日本内科学会認定内科
医、難病医療費助成指定医

476702 2009/4/3 4

消化器内科 藤原　裕大 岩手県立二戸病院 消化器内科医長 7年 × 日本内科学会認定内科医 517350 2014/3/27 上級医

循環器内科 西山　理 岩手県立二戸病院
副院長兼循環器内

科長
28年 ○

日本循環器学会認定循環器専門医、第５
回岩手県医師臨床研修指導医講習会修
了

358856 1993/5/17 4

救急医療科 酒井　敏彰 岩手県立二戸病院 救急医療科長 25年 ○

日本内科学会認定内科医、日本循環器学
会認定循環器専門医、日本ＤＭＡＴ隊員、
第６回岩手県医師臨床研修指導医講習会
修了

382236 1996/5/10 4

脳神経内科 川嶋　雅浩 岩手県立二戸病院 脳神経内科長 35年 ○
日本神経学会認定医、第４回岩手県医師
臨床研修指導医講習会修了

298856 1986/5/27 4

脳神経内科 吉田　まき子 岩手県立二戸病院 脳神経内科医長 7年 × 日本内科学会認定内科医 520640 2014/4/7 上級医

眼科 橋浦　哲哉 岩手県立二戸病院 眼科長 10年 ○
第10回岩手医科大学医師臨床研修指導
医講習会修了　日本眼科学会眼科専門医

496435 2011/4/4 4

外科 御供　真吾 岩手県立二戸病院
副院長兼感染管理

室長
18年 ○

第５回岩手医科大学医師臨床研修指導医
講習会修了、外科専門医、消化器外科指
導医・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、ICD制度協議会インフェクションコン
トロールドクター

437908 2003/5/26 4

外科 松井　雄介 岩手県立二戸病院
外科長兼災害医療

科長
11年 × 日本外科学会外科専門医 488829 2010/4/28 上級医

外科 佐々木　教之 岩手県立二戸病院 消化器外科長 9年 ×

日本消化器外科学会消化器外科専門医、
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、日本外科
学会外科専門医、ICD制度協議会インフェ
クションコントロールドクター

505708 2012/4/16 上級医

外科 瀬川　武紀 岩手県立二戸病院 外科医長 8年 × 日本外科学会外科専門医 513915 2013/4/17 上級医

産婦人科 佐藤　昌之 岩手県立二戸病院 理事 41年 ○

日本産婦人科学会専門医、日本産婦
人科学会指導医、母体保護法指定
医、平成22年度プログラム責任者養
成講習会修了、第２回岩手県医師臨
床研修指導医講習会修了

254066 1980/6/7 4

産婦人科 千田　英之 岩手県立二戸病院
産婦人科長兼臨床

検査科長
13年 ○

日本産婦人科学会産婦人科指導医・専門
医、周産期専門医（母体・胎児）、母体保護
法指定医、日本周産期・新生児医学会暫
定代表指導医、日本医師会認定産業医、
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法
「専門」コース(Aコース)インストラクター、日
本母体救命システム普及協議会ベーシッ
クコース・インストラクター、第12回岩手県
医師臨床研修指導医講習会修了

468611 2008/3/31 4

産婦人科 千葉　淳美 岩手県立二戸病院 産婦人科医長 21年 ○

第8回岩手医科大学医師臨床研修指導医
講習会受講済、日本産婦人科学会専門
医・指導医、日本婦人科腫瘍学会婦人科
腫瘍専門医・指導医、日本臨床細胞学会
細胞診専門医、日本がん治療認定機構が
ん治療認定医

409647 2000/5/1 4

産婦人科 齋藤　達憲 岩手県立二戸病院 産婦人科医長 12年 ○
第10回岩手医科大学医師臨床研修指導
医講習会修了

479046 2009/4/15 4

小児科 遠藤　正宏 岩手県立二戸病院 小児科長 13年 ○

第16回岩手県医師臨床研修指導医講習
会修了、日本小児科学会小児科専門医、
令和2年度プログラム責任者養成講習会
修了

473758 2008/4/22 4

整形外科 後藤　実 岩手県立二戸病院 整形外科長 22年 ○
日本整形外科学会整形外科専門医、第12
回岩手県医師臨床研修指導医講習会修
了、日本整形外科学会認定リウマチ医

400516 1999/4/27 4

脳神経外科 鈴木　彰 岩手県立二戸病院 理事 46年 ○
日本脳神経外科学会専門医、第４回岩手
県医師臨床研修指導医講習会修了、地域
医療連携マネジメント研修修了

225866 1975/6/4 4

脳神経外科 藪田　昭典 岩手県立二戸病院
副院長兼医療安全

室長
35年 ○

日本脳神経外科学会専門医、第４回新臨
床研修指導医養成講習会修了　医療安全
管理者養成研修修了

298862 1986/5/27 4

脳神経外科 福田　健志 岩手県立二戸病院 脳神経外科長 20年 ○
日本脳神経外科学会専門医、第３回岩手
医科大学医師臨床研修指導医講習会修
了、日本脳卒中学会専門医

422481 2001/6/29 4
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放射線科 及川　浩 岩手県立二戸病院
副院長兼診療情報
管理室長兼医療情

報管理科長
32年 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医、
日本医学放射線学会研修指導医、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、平成28年度プログラム責任
者養成講習会修了

327870 1989/6/23 4

放射線科 角原　久夫 岩手県立二戸病院 放射線科長 13年 ○
平成29年度石巻赤十字病院臨床研修指導医
養成講習会修了、日本放射線腫瘍学会放射線
治療専門医

471502 2008/4/14 4

麻酔科 村尾　浩平 岩手県立二戸病院
ペインクリニック科
長兼地域医療福祉

連携室次長
34年 ○

日本麻酔科学会認定指導医、日本麻酔科
学会麻酔科専門医、日本ペインクリニック
学会ペインクリニック専門医、平成16年度
関西医科大学附属病院臨床研修指導医
講習会修了

307228 1987/5/26 4

麻酔科 古川　誠太郎 岩手県立二戸病院 麻酔科長 9年 ○
第17回岩手県医師臨床研修指導医講習
会修了　日本麻酔科学会麻酔科認定医

506083 2012/4/18 4

総合診療科
(一般外来)

曽根　克明 岩手県立中部病院
副院長兼第１総合
診療科長兼内科長
兼感染管理室長

33年 ○
日本消化器内視鏡学会認定医、第1回岩
手県医師臨床研修指導医講習会、日本化
学療法学会抗菌化学療法認定医

313794 1988/5/24 4

総合診療科
(一般外来)

小原　聡将 岩手県立中部病院
第２総合診療科長
兼医療研修科長

14年 ○
第17回岩手県医師臨床研修指導医講習
会

464199 2007/4/16 4

糖尿病・代
謝内科

中川　理友紀 岩手県立中部病院
第１糖尿病・代謝
内科長

11年 ○
第18回岩手県医師臨床研修指導医講習
会

484306 2010/4/6 4

糖尿病・代
謝内科

冨樫　弘文 岩手県立中部病院
第２糖尿病・代謝
内科長

10年 ○
第9回岩手医科大学医師臨床研修指導医
講習会

496668 2011/4/6 4

脳神経内科 田村　乾一 岩手県立中部病院
副院長兼第１脳神
経内科長兼診療部
長兼医療研修室長

38年 ○

日本神経学会専門医,日本内科学会認定
内科医,日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会認定臨床
医,日本脳卒中学会認定医,第1回岩手県医
師臨床研修指導医講習会

275475 1983/5/30 3,4 ○

脳神経内科 安田　猛彦 岩手県立中部病院 第２脳神経内科長 22年 ○ 第6回岩手県医師臨床研修指導医講習会 405156 1999/5/12 4
脳神経内科 鎌田　麻美 岩手県立中部病院 脳神経内科医長 7年 × 516543 2014/3/26 上級医
血液内科 下瀬川 健二 岩手県立中部病院 第１血液内科長 28年 ○ 第6回岩手県医師臨床研修指導医講習会 358863 1993/5/17 4

血液内科 家子　正裕 岩手県立中部病院
医療局参与兼臨床
検査科長

41年 × 252620 1980/5/31 上級医

呼吸器内科 堀井　洋祐 岩手県立中部病院 呼吸器内科長 9年 ○
第19回岩手県医師臨床研修指導医講習
会

502434 2012/4/4 4
呼吸器内科 阿部　和幸 岩手県立中部病院 呼吸器内科医長 7年 × 520641 2014/4/7 上級医

消化器内科
(一般外来)

三上　恵美子 岩手県立中部病院 第１消化器内科長 23年 ○

日本内科学会認定内科医,第5回岩手県医
師臨床研修指導医講習会、日本がん治療
認定医機構がん治療認定医、日本肝臓学
会認定肝臓専門医、日本消化器内視鏡学
会専門医

395210 1998/5/6 4

消化器内科
(一般外来)

伊藤　洋信 岩手県立中部病院 第２消化器内科長 20年 ○
第10回岩手県医師臨床研修指導医講習
会、日本内科学会認定内科医

414405 2001/4/27 4

消化器内科
(一般外来)

松下　勝則 岩手県立中部病院 内視鏡科長 15年 ○
第16回艮陵協議会臨床研修指導医講習
会

460842 2006/5/30 4

消化器内科
(一般外来)

大方　智樹 岩手県立中部病院 消化器内科医長 8年 × 511294 2013/3/29 上級医

消化器内科
(一般外来)

赤石　千香 岩手県立中部病院 消化器内科医長 8年 × 513008 2013/4/11 上級医

消化器内科
(一般外来)

吉田　礼奈 岩手県立中部病院 消化器内科医長 8年 × 514241 2013/4/24 上級医

循環器内科
(一般外来)

齊藤　秀典 岩手県立中部病院
第１循環器内科長
兼地域医療福祉連
携室長

25年 ○

日本循環器学会循環器専門医,日本内科
学会認定内科医,日本内科学会内科専門
医,第2回岩手医科大学医師臨床研修指導
医講習会

382740 1996/5/13 4

循環器内科
(救急・一
般外来)

盛川　宗孝 岩手県立中部病院
第２循環器内科長
兼第１救急医療科
長

23年 ○
第9回岩手県医師臨床研修指導医講習会,
日本内科学会認定内科専門医、日本循環
器学会認定循環器専門医、救急科専門医

398613 1998/5/15 4

循環器内科
(一般外来)

河合　悠 岩手県立中部病院 第３循環器内科長 13年 ○
第14回岩手県医師臨床研修指導医講習
会

470528 2008/4/10 4

循環器内科
(一般外来)

小島　香 岩手県立中部病院 循環器内科医長 7年 × 517352 2014/3/27 上級医

小児科
(一般外来)

越前屋　竹寅 岩手県立中部病院
副院長兼第１小児
科長兼診療情報管
理室長

34年 ○
日本小児科学会小児科専門医,第3回東北
ﾌﾞﾛｯｸ医師臨床研修指導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

305076 1987/5/22 4

小児科
(一般外来)

遠野　千佳子 岩手県立中部病院 第２小児科長 27年 ○
第11回青森県医師臨床研修指導医ワーク
ショップ

367270 1994/5/18 4

小児科
(一般外来)

滝沢　友里恵 岩手県立中部病院 第３小児科長 12年 ○
第10回岩手医科大学医師臨床研修指導
医講習会

482230 2009/4/27 4

外科
(一般外来)

伊藤　達朗 岩手県立中部病院 院長 40年 ○
第2回岩手県医師臨床研修指導医講習
会、平成17年度プログラム責任者養成講
習会

257510 1981/5/26 4

外科
(一般外来)

中野　達也 岩手県立中部病院
統括副院長兼第1
外科長兼医療安全
管理室長

37年 ○ 第3回岩手県医師臨床研修指導医講習会 279807 1984/5/22 4

外科
(一般外来)

八重樫 定則 岩手県立中部病院 第２外科長 36年 ○
日本外科学会認定医,日本乳癌学会認定
医,第6回岩手県医師臨床研修指導医講習
会

292966 1985/5/21 4

外科
(一般外来)

小山田　尚 岩手県立中部病院
診療支援室長兼肝
胆膵外科長兼医療
情報管理科長

32年 ○

第23回新臨床研修指導医養成講習会、日
本消化器外科学会消化器外科専門医、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

324746 1989/5/31 4

外科
(一般外来)

海野　賢司 岩手県立中部病院 内視鏡外科長 25年 × 日本外科学会(認定医・専門医) 379335 1996/4/30 上級医

外科
(一般外来)

村上　和重 岩手県立中部病院 第１消化器外科長 25年 ○ 第8回岩手県医師臨床研修指導医講習会 383643 1996/5/20 4

外科
(一般外来)

岡　きま子 岩手県立中部病院 乳腺外科長 19年 × 428323 2002/5/14 上級医

外科
(一般外来)

直島　君成 岩手県立中部病院 第２消化器外科長 18年 ○ 第9回岩手県医師臨床研修指導医講習会 433622 2003/5/7 4

外科
(一般外来)

髙屋　快 岩手県立中部病院 第３外科長 17年 ○
第14回艮陵協議会臨床研修指導医講習
会

440982 2004/4/30 4

外科
(救急・一
般外来)

河村　圭一郎 岩手県立中部病院
血管外科長兼第２
救急医療科長

15年 ○
第12回艮陵協議会臨床研修指導医講習
会

455616 2006/4/10 4

外科
(一般外来)

菖野　佳浩 岩手県立中部病院 第４外科長 11年 × 486245 2010/4/16 上級医

外科
(一般外来)

小原　史衣 岩手県立中部病院 外科医長 9年 × 499628 2012/3/23 上級医

外科
(一般外来)

堀内　真 岩手県立中部病院 外科医長 9年 × 501410 2012/3/28 上級医

整形外科 赤坂　俊樹 岩手県立中部病院
整形外科長兼災害
医療科長

28年 ○ 第4回岩手県医師臨床研修指導医講習会 353040 1993/4/28 4

整形外科 菊池　祐樹 岩手県立中部病院
リハビリテーショ
ン科長

8年 × 514139 2013/4/19 上級医

脳神経外科 樫村　博史 岩手県立中部病院
第１脳神経外科長
兼医師事務支援室
長

25年 ○ 第8回岩手県医師臨床研修指導医講習会 384245 1996/6/17 4

脳神経外科 赤松　洋祐 岩手県立中部病院 第２脳神経外科長 16年 ○ 平成26年度臨床研修指導医養成講習会 446261 2005/4/4 4
脳神経外科 小島　大吾 岩手県立中部病院 脳神経外科医長 7年 × 521278 2014/4/11 上級医
脳神経外科 吉田　純 岩手県立中部病院 脳神経外科医長 8年 × 514137 2013/4/19 上級医

形成外科 樋口　浩文 岩手県立中部病院 形成外科長 31年 ○
第2回岩手医科大学医師臨床研修指導医
講習会

331018 1990/5/25 4

呼吸器外科 那須　元一 岩手県立中部病院
参与兼呼吸器外科
長

38年 ○ 第3回県医師臨床研修指導医講習会 378794 1983/6/28 4

泌尿器科 伊藤　明人 岩手県立中部病院 泌尿器科長 10年 ○
第11回岩手医科大学医師臨床研修指導
医講習会

493789 2011/3/29 4

泌尿器科 薄　善孝 岩手県立中部病院 泌尿器科医長 7年 × 521921 2014/4/17 上級医
産婦人科 秋元　義弘 岩手県立中部病院 第１産婦人科長 31年 ○ 第7回岩手県医師臨床研修指導医講習会 331021 1990/5/25 4
産婦人科 村井　眞也 岩手県立中部病院 第２産婦人科長 29年 ○ 第8回岩手県医師臨床研修指導医講習会 346543 1992/5/21 4

産婦人科 菅原　千裕 岩手県立中部病院 周産期科長 13年 ○
第9回岩手医科大学医師臨床研修指導医
講習会

474514 2008/4/24 4

産婦人科 喜早　優里菜 岩手県立中部病院 産婦人科医長 10年 × 493781 2011/3/29 上級医
産婦人科 佐藤　惟 岩手県立中部病院 産婦人科医長 9年 × 506084 2012/4/18 上級医

眼科 山下　あさひ 岩手県立中部病院 第１眼科長 24年 × 日本眼科学会専門医 387896 1997/4/30 上級医
眼科 伊藤　愉一胤 岩手県立中部病院 第２眼科長 13年 ○

岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会

473765 2008/4/22 4
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放射線科 小原　東也 岩手県立中部病院
第１放射線治療科
長

32年 ○
日本核医学会専門医,日本核医学会PET
核医学認定医,東北ﾌﾞﾛｯｸ医師臨床研修指
導医ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

325443 1989/6/1 4

放射線科 関澤　玄一郎 岩手県立中部病院
医療局参与兼第２
放射線治療科長

46年 ○ 第30回新臨床研修指導医養成講習会 227611 1975/6/25 4

緩和ケア科 星野　彰 岩手県立中部病院
副院長兼第１緩和
医療科長

34年 ○
日本外科学会専門医,ＩＣＤ,第9回岩手県医
師臨床研修指導医講習会

303412 1987/5/16 4

緩和ケア科 綿引　奈苗 岩手県立中部病院 第２緩和医療科長 21年 × 409144 2000/4/28 上級医
麻酔科(救

急)
中山　裕人 岩手県立中部病院

第１麻酔科長兼中
央手術科長

33年 ○
東北ブロック医師臨床研修指導医ワーク
ショップ

319144 1988/6/24 4

麻酔科(救
急)

高橋　肇 岩手県立中部病院 第２麻酔科長 26年 ○
日本麻酔科学会(専門医,指導医),第4回岩
手県医師臨床研修指導医講習会

370069 1995/4/28 4

耳鼻咽喉科 古瀬　秀和 岩手県立中部病院
耳鼻いんこう科長
兼頭頸部外科長

29年 ○ 第71回新臨床研修指導医養成講習会 348122 1992/5/25 4

内科 加藤　章信 盛岡市立病院 管理者(院長) 42年 ○
全国自治体病院協議会医師臨床研修指
導医養成講習会受講済

247419 1979/6/2 4

消化器内科 中塚　明彦 盛岡市立病院
消化器内科第一科
長

34年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

304360 1987/5/31 4

消化器内科 熊谷　一郎 盛岡市立病院
消化器内科第二科
長

22年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

391352 1997/5/19 4

消化器内科 安達　惇治 盛岡市立病院
消化器内科第三科
長

22年 ○
青森県医師臨床研修指導医講習会受講
済

412076 2000/5/12 4

消化器内科 加藤　千惠子 盛岡市立病院
消化器内科第四科
長

37年 × 282294 1984/8/28 上級医

消化器内科 近藤　公亮 盛岡市立病院
消化器内科第一科
医長

35年 ○
全国自治体病院協議会医師臨床研修指
導医養成講習会受講済

302720 1986/6/18 4

消化器内科 北田　憲一 盛岡市立病院
消化器内科第一科
医長

9年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

501452 2012/3/28 4

消化器内科 神谷　亮一 盛岡市立病院 消化器内科医師 37年 ○
岩手医科大学臨床研修医師指導医講習
会受講済

241002 1978/5/31 4

脳神経内科 佐々木　一裕 盛岡市立病院
副院長兼診療部長
兼脳神経内科長

37年 ○
全国自治体病院協議会医師臨床研修指
導医養成講習会受講済

285771 1984/6/7 4

外科 須藤　隆之 盛岡市立病院
手術部長兼外科第
一科長

33年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

313788 1988/5/24 3,4 ○

外科 藤原　久貴 盛岡市立病院 外科第二科長 23年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講
済

396451 1998/5/8 4

外科 藤澤　良介 盛岡市立病院 外科第一科医長 4年 × 542649 2017/3/28 上級医

外科 岩崎　崇文 盛岡市立病院 外科第一科医長 3年 × 549490 2018/3/26 上級医

糖尿病・代
謝内科

歳弘　真貴子 盛岡市立病院
糖尿病・代謝第一
科長

28年 ○
全国自治体病院協議会医師臨床研修指
導医養成講習会受講済

359179 1993/5/19 4

糖尿病・代
謝内科

田中　瑞絵 盛岡市立病院
糖尿病・代謝科第
二科長

13年 ○
全国自治体病院協議会医師臨床研修指
導医養成講習会受講済

471498 2008/4/14 4

糖尿病・代
謝内科

八代　諭 盛岡市立病院
糖尿病・代謝科医
長

10年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

491639 2011/3/22 4

糖尿病・代
謝内科

千葉　拓 盛岡市立病院
糖尿病・代謝科医
師

4年 × 545222 2017/3/31 4

内科 佐々木　直 盛岡市立病院 内科長 26年 ○
全国自治体病院協議会医師臨床研修指
導医養成講習会受講済

375630 1995/5/22 4

内科 山口　尋継 盛岡市立病院 内科医師 4年 × 542663 2017/3/28 上級医

呼吸器内科 中舘　俊英 盛岡市立病院 呼吸器内科長 37年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

285080 1984/6/5 4

循環器内科 長井　瑞祥 盛岡市立病院 循環器内科長 15年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

456468 2006/4/11 4

腎臓内科 佐藤　倫子 盛岡市立病院 腎臓内科長 19年 × 427248 2002/5/30 上級医

麻酔科 原田　一穂 盛岡市立病院 麻酔科医師 40年 ○
全国自治体病院協議会医師臨床研修指
導医養成講習会受講済

259454 1981/5/30 4

整形外科 菊地　修平 盛岡市立病院 整形外科長 15年 ○
第16回岩手県医師臨床研修指導医講習
会修了

453349 2006/3/31 4

整形外科 月村　悦子 盛岡市立病院 整形外科医長 9年 ○
第19回岩手県医師臨床研修指導医講習
会修了

505025 2012/4/11 4

脳神経外科 原　一志 盛岡市立病院 脳神経外科長 26年 ○
青森県医師臨床研修指導医講習会受講
済

360799 1994/4/26 4

眼科 江川　勲 盛岡市立病院 眼科長 20年 × 420849 2001/5/18 上級医

神経精神科 岩城　忍 盛岡市立病院
神経精神科第一科
長

18年 ○
秋田県医師臨床研修指導医講習会受講
済

435533 2003/5/12 4

神経精神科 橋本　信一郎 盛岡市立病院
神経精神科第二科
長

16年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講
済

452459 2005/4/21 4

内科
（消化器内

科）
矢和田　敦 函館五稜郭病院 副院長 32年 ○

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/指導医/
評議委員、日本消化器内視鏡学会認定医
/指導医、日本病院会「平成24年度 第1回
臨床研修指導医養成講習会」修了、臨床
研修協議会「プログラム責任者養成講習
会」修了、日本がん治療認定医機構がん
治療認定医、日本肝臓学会認定肝臓専門
医/暫定指導医

326251 1989/6/2 3,4 ○

内科
（消化器内

科）
笠原　薫 函館五稜郭病院

消化器内科主任医
長

26年 ○

日本内科学会認定内科医／総合内科専
門医、日本消化器病学会認定消化器病専
門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視
鏡専門医、日本がん治療認定医機構がん
治療認定医、第142回臨床研修指導医講
習会修了

370858 1995/4/28 4

内科
（消化器内

科）
岡　俊州 函館五稜郭病院

消化器内科主任医
長

24年 ○

日本内科学会総合内科専門医/総合内科
専門医、日本消化器病学会指導医/専門
医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本
がん治療認定医機構 がん治療認定医、日
本肝臓学会認定肝臓専門医、第4回北海
道プライマリ・ケアネットワーク指導医講習
会 修了

385837 1997/4/25 4

内科
（消化器内

科）
一色　裕之 函館五稜郭病院 消化器内科医長 14年 ○

日本消化器病学会認定消化器病専門医、
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専
門医、日本内科学会認定内科医、総合内
科専門医、日本がん治療認定医機構 がん
治療認定医

462600 2007/4/10 4

内科
（循環器内

科）
中田　智明 函館五稜郭病院 院長 38年 ○

 日本内科学会認定内科/総合内科専門医
/評議員/指導医、日本循環器学会認定循
環器専門医、日本心臓病学会心臓病上級
臨床医FJCC、日本高血圧学会高血圧専
門医/指導医、日本核医学会核医学専門
医、日本核医学会認定PET核医学認定
医、日本医師会認定産業医

273764 1983/5/24 4

内科
（循環器内

科）
福眞　隆行 函館五稜郭病院 循環器内科科長 28年 ○

日本循環器学会認定循環器専門医、日本
内科学会認定内科医／総合内科専門医、
第9回北海道プライマリ・ケアネットワーク
指導医講習会修了/平成29年度プログラ
ム責任者養成講習会修了

353504 1993/4/30 4

内科
（循環器内

科）
廣瀬　尚徳 函館五稜郭病院

循環器内科主任医
長

24年 〇
日本内科学会認定内科医／総合内科専
門医、日本循環器学会循環器専門医／日
本不整脈心電学会不整脈専門医

391379 1997/5/19 4

内科
（循環器内

科）
佐藤　健司 函館五稜郭病院

循環器内科主任医
長

20年 〇

日本内科学会認定内科医／総合内科専
門医、日本循環器学会循環器専門医、特
定非営利活動法人　日本不整脈学会　植
込み型除細動器/ペーシングによる心不全
治療研修証、日本心血管インターベンショ
ン治療学会認定医、第11回岩手医科大学
医師臨床研修指導医講習会修了

442932 2004/5/10 4

内科
（循環器内

科）
村瀬　弘通 函館五稜郭病院 循環器内科医長 14年 〇

日本内科学会認定内科医／総合内科専
門医、日本循環器学会循環器専門医、日
本心血管インターベンション治療学会認定
医

464633 2007/4/17 4

内科
（呼吸器内

科）
森　裕二 函館五稜郭病院 臨床顧問 38年 ○

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡指導医
／専門医、ICD制度協議会認定インフェク
ションコントロールドクター、肺がんCT検診
認定機構肺がんCT検診認定医、日本結核
病学会結核・抗酸菌症認定医、日本医師
会「臨床研修・臨床実習指導医のための教
育ワークショップ」修了、日本人間ドック学
会人間ドック専門医/指導医、日本化学療
法学会抗菌化学療法認定医、日本医師会
認定産業医

275733 1983/5/31 4
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内科
（呼吸器内

科）
中田　尚志 函館五稜郭病院 呼吸器内科科長 36年 ○

ＩＣＤ制度協議会認定インフェクションコント
ロールドクター、第3回「札幌医科大学附属
病院臨床研修指導医養成講習会」修了

295561 1985/6/10 4

内科
（呼吸器内

科）
山田　裕一 函館五稜郭病院

呼吸器内科主任医
長

19年 ○

日本医師会認定産業医、ＩＣＤ制度協議会
認定インフェクションコントロールドクター、
肺がんCT検診認定機構肺がんCT検診認
定医、日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専
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

428173 2002/5/13 4

内科
（呼吸器内

科）
角　俊行 函館五稜郭病院 呼吸器内科医長 12年 ○

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化学療法認定
医、日本がん治療認定医機構がん治療認
定医、日本呼吸器学会呼吸器専門医、日
本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医

477910 2009/4/10 4

内科
（腎臓内科）

金子　尚史 函館五稜郭病院 腎臓内科主任医長 20年 ○
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会認定循環器専門医

420692 2001/5/18 4

内科
（総合診療

科）
加地　正英 函館五稜郭病院 診療部長 36年 〇

日本内科学会認定内科医/総合内科専門
医/指導医、日本病院総合診療医学会認
定病院総合診療医、日本感染症学会専門
医/指導医日本感染症学会ICD、日本リウ
マチ学会リウマチ専門医、日本呼吸器学
会呼吸器専門医、日本医師会認定産業
医、日本化学療法学会抗菌化学療法指導
医、安全衛生技術試験協会労働衛生コン
サルタント、日本抗加齢医学会専門医、日
本旅行医学会認定医、平成16年度久留米
大学病院指導医講習会修了、平成21年度
プログラム責任者養成講習会修了

289741 1985/5/23 4

内科
（総合診療

科）
藤戸　善伸 函館五稜郭病院 総合診療科科長 24年 〇

日本プライマリ・ケア連合学会認定指導
医、日本医師会認定産業医、第9回札幌医
科大学附属病院臨床研修指導医養成講
習会修了

389184 1997/5/2 4

外科 髙金　明典 函館五稜郭病院 副院長 34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、日本消化器
外科学会消化器がん外科治療認定医、日
本内視鏡外科学会技術認定医、日本がん
治療認定医機構暫定教育医/がん治療認
定医、外科da Vinci Si支援手術教育プログ
ラム修了、日本クリニカルパス学会パス指
導者、北海道医師会「指導医のための教
育ワークショップ」

307764 1987/5/28 4

外科兼救急部門 小林　慎 函館五稜郭病院 診療部長 37年 ○

日本外科学会外科指導医/専門医、日本
消化器外科学会指導医/専門医/消化器
がん外科治療認定医、日本食道学会暫定
食道外科専門医/認定医、日本内分泌外
科学会内分泌・甲状腺外科専門医、AMAT
隊員養成研修修了、医師救急医療業務実
地修練修了、第8回北海道プライマリ・ケア
ネットワーク指導医講習会 修了

285744 1984/6/7 4

外科 舩渡　治 函館五稜郭病院 外科科長 26年 ○

日本外科学会外科指導医／専門医、日本
消化器外科学会指導医／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 認定医／暫定教育医、日本肝胆
膵外科学会肝胆膵外科高度技能指導医、
死体解剖資格認定医、岩手県医師臨床研
修指導医講習会修了

373642 1995/5/10 4

外科 米澤　仁志 函館五稜郭病院 外科主任医長 26年 ○
日本外科学会外科専門医、岩手県医師臨
床研修指導医講習会修了

372818 1995/5/8 4

外科 木村　聡元 函館五稜郭病院 外科主任医長 19年 ○

日本外科学会外科専門医・指導医、日本
消化器外科学会消化器外科専門医、指導
医、日本消化器外科学会消化器がん外科
治療認定医、日本大腸肛門病学会専門
医・指導医、日本内視鏡外科学会技術認
定医、日本内視鏡外科学会ロボット支援手
術プロクター認定医、日本消化器病学会専
門医、日本がん治療認定医機構がん治療
認定医、日本ロボット外科学会専門医、マ
ンモグラフィー読影認定医、外科da vinci Si
支援手術教育プログラム修了

430237 2002/5/31 4

外科 千葉　丈広 函館五稜郭病院 外科主任医長 18年 ○
日本外科学会外科専門医、日本内視鏡外
科学会技術認定医

437920 2003/5/26 4

外科 佐藤　慧 函館五稜郭病院 外科医長 12年 ○

日本外科学会外科専門医、日本消化器外
科学会消化器外科専門医、日本消化器病
学会認定消化器病専門医、日本消化管学
会胃腸科専門医/指導医、日本がん治療
認定医機構がん治療認定医、日本消化器
外科学会消化器がん外科治療認定医、検
診マンモグラフィ読影認定医、日本ストー
マ・排泄リハビリテーション学会ストーマ認
定士、日本スポーツ協会公認スポーツドク
ター、外科da vinci Si 支援手術教育プログ
ラム修了

476500 2009/4/1 4

外科 川岸　涼子 函館五稜郭病院 外科医長 12年 ○

日本外科学会外科専門医、日本乳癌学会
認定医/乳腺専門医、日本がん治療認定
医機構がん治療認定医、検診マンモグラ
フィ読影認定医、第11回岩手医科大学医
師臨床研修指導医講習会修了

481355 2009/4/23 4

救急部門・麻酔科 黄　仁謙 函館五稜郭病院 手術室長 31年 ○

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会認定医/
専門医/指導医、日本医師会認定産業医、
平成24年度指導医講習会「指導医のため
の教育ワークショップ」修了

392170 1990/5/21 4

救急部門・麻酔科 平井　裕康 函館五稜郭病院 麻酔科科長 31年 ○

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科認
定医/専門医/指導医、日本温泉気候物理
医学会温泉療法医、日本医学シミュレー
ション学会DAMインストラクター/SEDインス
トラクター、日本補完代替医療学会補完代
替医療学識医、民間活力開発機構 健康づ
くりアドバイザー、北海道医師会「指導医の
ための教育ワークショップ」修了

329021 1990/5/21 4

救急部門・麻酔科 松野　賢一 函館五稜郭病院 麻酔科主任医長 18年 ○
麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科認
定医/専門医/指導医、日本区域麻酔学会
認定医（暫定）

435576 2003/5/12 4

救急部門・麻酔科 齋藤　美也子 函館五稜郭病院 麻酔科主任医長 16年 ○
麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科認
定医、日本麻酔科学会麻酔科専門医

452651 2005/4/22 4

救急部門・麻酔科 薬師寺　竜太 函館五稜郭病院 麻酔科医長 11年 ○
麻酔科標榜医、日本麻酔科学会麻酔科認
定医/専門医/指導医、日本区域麻酔学会
認定医（暫定）

488152 2010/4/27 4

小児科 立石　格 函館五稜郭病院 小児科科長 37年 ○
日本小児科学会小児科専門医・指導医、
日本周産期・新生児医学会周産期専門医

284070 1984/5/31 4

産婦人科 田中　惠 函館五稜郭病院 院長補佐 39年 ○

日本産科婦人科学会専門医、日本産科婦
人科学会認定医、日本臨床細胞学会細胞
診指導医、母体保護法指定医、北海道・北
海道医師会「指導医のための教育ワーク
ショップ」修了

270950 1982/11/25 4

産婦人科 福中　規功 函館五稜郭病院 診療部長 32年 ○

日本産科婦人科学会指導医/専門医、日
本臨床細胞学会細胞診指導医、母体保護
法指定医、日本がん治療認定医機構がん
治療認定医、婦人科da Vinci Si支援手術
教育プログラム修了、第8回札幌医科大学
附属病院臨床研修指導医養成講習会 修
了

327376 1989/6/13 4

耳鼻咽喉科 山﨑　徳和 函館五稜郭病院 耳鼻咽喉科科長 26年 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医、日本耳鼻咽
喉科学会認定騒音性難聴担当医、補聴器
相談医、日本がん治療認定医機構　がん
治療認定医、第3回「札幌医科大学附属病
院臨床研修指導医要請講習会」修了

328984 1990/5/21 4

整形外科 小堺　豊 函館五稜郭病院 診療部長 34年 ○

日本整形外科学会専門医、日本骨粗鬆症
学会認定医、日本自己血輸血学会認定
医、札幌医科大学附属病院臨床研修指導
医養成講習会修了

310945 1987/6/13 4
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整形外科 奴賀　賢 函館五稜郭病院 整形外科科長 28年 ○

日本整形外科学会専門医、日本整形外科
学会運動器リハビリテーション医、日本整
形外科学会認定リウマチ医、日本整形外
科学会認定スポーツ医、日本リウマチ学会
リウマチ専門医、日本骨粗鬆症学会認定
医、北海道医師会「指導医のための教育
ワークショップ」修了

354589 1993/5/6 4

病理診断科 池田　健 函館五稜郭病院 副院長 35年 ○

日本病理学会認定病理専門医/研修指導
医、死体解剖資格、日本臨床細胞学会細
胞診指導医/専門医、日本臨床検査医学
会臨床検査管理医、札幌医科大学附属病
院臨床研修指導医養成講習会修了

296143 1986/5/20 4

形成外科 石崎　力久 函館五稜郭病院 形成外科科長 20年 ○

日本形成外科学会専門医、日本熱傷学会
熱傷専門医、日本手外科学会手外科専門
医、北海道・北海道医師会「指導医のため
の教育ワークショップ」修了

419087 2001/5/14 4

放射線診断科 村上　健司 函館五稜郭病院
放射線診断科主任

医長
14年 〇

放射線診断専門医、IVR専門医認定証、第
12回「札幌医科大学附属病院臨床研修指
導医養成講習会」修了

462534 2007/4/10 4

放射線治療科 藤井　收 函館五稜郭病院 放射線治療科科長 23年 〇

日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学
会　放射線治療専門医、日本医学放射線
学会研修指導者、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、
第19回「日本医師会 指導医のための教育
ワークショップ」（東京都医師会主催）　修
了

396146 1998/5/7 4

放射線治療科 掘　正和 函館五稜郭病院
放射線治療科主任

医長
20年 〇

放射線治療専門医、日本がん治療認定医
機構がん治療認定医、日本医学放射線学
会研修指導者、日本食道学会食道科認定
医

420346 2001/5/17 4

呼吸器外科 上原　浩文 函館五稜郭病院 呼吸器外科科長 24年 ○

日本外科学会外科専門医/指導医、日本
呼吸器外科学会専門医、日本呼吸器内視
鏡学会気管支鏡専門医、da vinci Xi 支援
手術教育プログラム修了、日本呼吸器外
科学会評議員

386582 1997/4/28 4

心臓血管外科 橘　一俊 函館五稜郭病院 心臓血管外科科長 18年 ○

日本外科学会外科専門医、修練指導者、
心臓血管外科専門医、日本脈管学会脈管
専門医、札幌医科大学附属病院臨床研修
指導医養成講習会修了

435589 2003/5/12 4

泌尿器科 髙橋　敦 函館五稜郭病院
診療部長兼泌尿器

科科長
33年 ○

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医/指導
医、泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本がん
治療認定医機構がん治療認定医/暫定教
育医、日本内視鏡外科学会技術認定医
（泌尿器腹腔鏡）、グリーンライトレーザート
レーナー認定、泌尿器科da Vinci Si支援手
術教育プログラム修了、泌尿器ロボット支
援手術プロクター認定、札幌医科大学附属
病院臨床研修指導医養成講習会修了

312741 1988/5/19 4

脳神経外科 宮野　真 函館五稜郭病院 脳神経外科科長 20年 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中
学会専門医、日本医師会認定産業医、日
本救急学会インフェクションコントロールド
クター認定医、「第6回旭川医科大学病院
指導医のためのワークショップ」修了

420704 2001/5/18 4

眼科 佐藤　慎 函館五稜郭病院 眼科科長 19年 〇

日本眼科学会専門医、視覚障害者用補装
具適合判定医師研修会修了、水晶体拡張
リング(CTR)講習会受講修了、A型ボツリヌ
ス毒素製剤ボトックス講習・実技セミナー修
了、北海道・北海道医師会「指導医のため
の教育ワークショップ」修了

424334 2002/5/7 4

救急部門 平山　傑 函館五稜郭病院 救急科科長 18年 ○

日本救急医学会専門医/指導医、日本外
傷学会外傷専門医、日本整形外科学会専
門医、第10回札幌医科大学附属病院臨床
研修指導医養成講習会修了

435559 2003/5/12 4

西本　武史 函館五稜郭病院 緩和ケア科科長 23年 ○

精神保健指定医、日本精神神経学会精神
科専門医/指導医、日本緩和医療学会緩
和医療認定医、緩和ケア・精神腫瘍学の
基本教育に関する指導医、日本サイコオン
コロジー学会登録精神腫瘍医/ファシリ
テーター養成講習会修了、第20回日本赤
十字社臨床研修指導医養成講習会修了

394820 1998/5/6 4

皮膚科 野村　友希子 函館五稜郭病院 皮膚科科長 17年 ○ 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医 443079 2004/5/10 4

外科 遠野　千尋 岩手県立千厩病院 院長 30年 ○
平成19年度第7回岩手県医師臨床研修指
導医講習会受講

337459 1991/5/22 3,4 ○

内科 蔀　　寿樹 岩手県立千厩病院 副院長 30年 ○
平成16年度全国自治体病院協議会第21
回新臨床研修指導医養成講習会受講

342938 1991/6/1 4

外科 塩井　義裕 岩手県立千厩病院 副院長 20年 ○
平成26年度第14回岩手県医師臨床研修
指導医講習会受講

414403 2001/4/27 4

呼吸器内科 木村　啓二
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
院長 39年 ○

日本内科学会認定内科医
日本呼吸器学会専門医・指導医
臨床研修研究会臨床研修指導医講習会
受講

269601 1982/6/11 ４

リウマチ科 千葉　実行
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
副院長 35年 ○

日本内科学会認定内科医
日本リウマチ学会専門医
北海道東北ｸﾞﾙｰﾌﾟ臨床研修指導医講習会
受講

296474 1986/5/22 ４

小児科 佐々木　美香
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
副院長 31年 ○

日本小児科学会専門医・指導医
日本消化管学会専門医・指導医
日本アレルギー学会専門医（小児）
小児栄養消化器肝臓認定医

290887 1985/5/27 ４

整形外科 大山　素彦
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
診療部長 24年 ○

日本整形外科専門医
脊椎脊髄外科専門医・指導医
北海道東北ｸﾞﾙｰﾌﾟ臨床研修指導医講習会
受講

385727 1997/4/25 ３・４ ○

呼吸器内科 山田　博之
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 24年 ○

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
日本アレルギー学会専門医（内科）
北海道東北ｸﾞﾙｰﾌﾟ臨床研修指導医講習会
受講

392053 1997/6/9 ４

麻酔科 布川　直子
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 28年 × 日本麻酔科学会標榜医 359803 1993/5/21 上級医

整形外科 本田　剛久
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 21年 ○

日本整形外科専門医
岩手県臨床研修指導医講習会受講

413272 2000/5/22 ４

神経内科 小原　智子
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 26年 ○

日本内科学会認定内科医
日本神経学会専門医
日本内科学会総合内科専門医
日本認知症学会専門医
日本脳卒中学会専門医

373637 1995/5/10 ４

内科 菅野　智彦
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 39年 × 264586 1982/5/20 上級医

呼吸器内科 髙原　政利
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 13年 ○

北海道東北ｸﾞﾙｰﾌﾟ臨床研修指導医講習会
受講

476073 2008/5/16 ４

小児科 佐々木　朋子
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 17年 ×

日本小児科学会専門医
日本アレルギー学会専門医（小児）

438299 2004/4/23 上級医

循環器内科 肥田　親彦
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 14年 ○

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
日本内科学会総合内科専門医
臨床研修研究会臨床研修指導医講習会
受講

461986 2007/4/9 ４

神経内科 村田　隆彦
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 26年 ○

日本内科学会認定内科医
日本神経学会専門医･指導医
日本頭痛学会専門医・指導医
日本認知症学会専門医・指導医
日本老年精神医学会専門医・指導医
東北厚生局臨床研修指導医ワークショップ
受講

372815 1995/5/8 ４

内科 只左　一也
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医長 10年 ○ 岩手県臨床研修指導医養成講習会受講 496787 2011/4/7 ４

呼吸器内科 大江　崇
独立行政法人国立病院機

構盛岡医療センター
医師 6年 × 日本内科学会認定内科医 528753 2015/4/6 上級医

外科 望月　泉 八幡平市立病院 統括院長 42年 ○ 医師臨床研修指導医養成講習会受講済 1978/6/1 3.4 ○

外科 瀧山　郁雄 八幡平市立病院 院長 32年 ○ 医師臨床研修指導医養成講習会受講済 1988/6/2 4
内科 梶原　隆 八幡平市立病院 副院長兼内科長 22年 ○ 内科専門医　糖尿病学会専門医 1997/4/22 4
小児科 小田　翔一 八幡平市立病院 小児科長 10年 ○ 2011/4/21 4
外科 佐々木　喜子 八幡平市立病院 外科医長 14年 ○ 2005/5/20 4
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内科 玉山　慶彦 八幡平市立病院 内科医師 ５年 ○ 2016/3/28 4

地域医療 木村　宗孝 南昌病院 院長 37年 〇

・岩手医科大学卒
・日本医師会認定健康スポーツ医
・日本内科学会認定内科医
・日本脳卒中学会認定脳卒中専門医
・日本医師会認定産業医
・日本老年医学会認定老年病専門医
・臨床研修指導医

279052 1983/11/30 4

地域医療 小原　進 南昌病院 副院長 43年 〇

・岩手医科大学大学院卒
・日本慢性期医療協会総合診療医
・日本医師会認定産業医
・日本医師会認定健康スポーツ医
・日本慢性期医療協会高齢者医療研修会
終了　・臨床研修指導医

234209 1977/5/18 4

地域医療 西城　精一 南昌病院 副院長 53年 〇

・岩手医科大学卒
・日本内科学会認定内科医
・日本循環器学会循環器専門医
・循環器疾患指導医
・臨床研修指導医

196553 1968/6/17 3.4 ○

地域医療 佐藤　典子 南昌病院 脳神経内科部長 28年 〇

・岩手医科大学大学院卒
・日本脳卒中学会専門医
・日本神経学会専門医指導医
・日本内科学会認定内科医
・日本医師会認定健康スポーツ医
・臨床研修指導医

349098 1992/5/27 4

地域医療 吉岡　尚美 南昌病院
リハビリテーション

科長
22年 〇

・秋田大学医学部卒
・日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
専門医
・日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
専門医指導医
・日本老年医学会認定老年病専門医
・日本老年医学会認定指導医
・日本内科学会認定内科医
・臨床研修指導医

393859 1998/4/30 4

地域医療 市川　隆 南昌病院
第1循環器内科部

長
42年 〇

・岩手医科大学卒
・日本循環器学会循環器専門医　・日本内
科学会認定内科医
・日本高血圧学会指導医　・臨床研修指導
医

239522 1978/5/25 4

地域医療 木戸口　順 南昌病院 脳神経外科部長 41年 〇

・岩手医科大学大学院卒
・日本脳神経外科学会専門医
・日本脳神経外科学会専門医指導医
・日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会認定臨床医
・日本医師会認定産業医
・日本医師会認定健康スポーツ医
・臨床研修指導医

247402 1979/6/2 4

地域医療 三浦　秀悦 南昌病院
第2循環器内科部

長
41年 ×

・岩手医科大学大学院卒
・日本内科学会認定内科医 247428 1979/7/2 上級医

地域医療 松浦　和博 岩手県立東和病院
院長兼地域医療福

祉連携室長
35年 ○

日本外科学会専門医、第12回新臨床研修
指導医養成講習会受講済み

298832 1986/5/27 3.4 ○

地域医療 佐久山　雅文 岩手県立東和病院
副院長兼内科長兼

診療支援室長
36年 ○

日本内科学会専門医、日本プライマリケア
連合学会指導医、日本プライマリケア認定
医、第7回新臨床研修医養成講習会受講
済み、日本専門医機構2020年度第2回特
任指導医講習会受講

290216 1985/5/24 ４

地域医療 佐野　俊和 岩手県立東和病院
副院長兼消化器内

科長
26年 ○

日本消化器内視鏡学会専門医、日本内科
学会認定内科専門医、日本内科学会総合
内科専門医、日本消化器病学会専門医、
医師臨床研修指導医講習会修了、日本消
化器内視鏡学会指導医、日本消化器病学
会指導医

374302 1995/5/12 ４

地域医療 佐藤　武彦 岩手県立東和病院
外科長兼リハビリ
テーション科長

34年 ○
日本外科学会専門医、第10回岩手県医師
臨床研修指導医講習会受講済み

305098 1987/5/22 ４

精神科 八木　深 国立花巻病院 病院長 35年 ○ 精神科専門医、精神保健指定医 288410 1985/5/20 3,4 ○

〃 河上　真人 〃 副院長 14年 ○ 精神科専門医、精神保健指定医 438609 2007/4/27 4
〃 中嶋　正人 〃 司法精神部長 33年 ○ 精神保健指定医 300404 1986/5/29 4
〃 伊藤　文晃 〃 第一診療部長 17年 ○ 精神科専門医、精神保健指定医 427932 2002/5/13 4

地域医療 川村　秀司 岩手県立江刺病院 院長 34年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講
済

302715 1986/6/18 3.4 ○

地域医療 宗像　秀樹 岩手県立江刺病院 理事 38年 ○ 新師臨床研修指導医講習会受講済 264881 1982/5/20 4

地域医療 清水　幸彦 岩手県立江刺病院 副院長 40年 ○
東北ブロック医師臨床研修指導医ワーク
ショップ受講済

251279 1980/5/27 4

内科 一ノ瀬　高志 岩手県立江刺病院 参与 37年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講
済

272156 1983/5/20 4

地域医療 菊池　俊弘 岩手県立江刺病院
地域医療福祉連携

室長
34年 ○ 新師臨床研修指導医講習会受講済 295631 1986/5/19 4

地域医療 伊藤　千絵 岩手県立江刺病院 外科長 15年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講
済

453292 2006/3/31 4

内科 仲地紀勝 総合水沢病院
医療技術部長兼内科長
兼糖尿病代謝科長

29年 ×

日本内科学会認定医
日本老年医学会専門医
日本糖尿病学会専門医

上級医

内科 小野寺克洋 総合水沢病院
臨床工学技術科長兼内
科医長

12年 〇

日本内科学会認定医
日本呼吸器学会専門医
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医

4

内科 藤巻大亮 総合水沢病院 内科医長 14年 〇

小児科専門医
プライマリ・ケア認定医
日本医師会認定産業医
日本ＤＭＡＴ隊員
インフェクションコントロールドクター

4

外科 菊池淳 総合水沢病院 院長 40年 〇

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会認定医
日本乳癌学会認定医

4

外科 遊佐透 総合水沢病院
副院長兼放射線科
長兼リハビリテー
ション技術科長

34年 〇
日本外科学会専門医
日本外科学会認定医 3.4 ○

外科 塚本信和 総合水沢病院 外科長兼栄養科長 18年 〇 4

外科 村澤哲也 総合水沢病院 外科医長 8年 ×

日本外科学会専門医
四段階注射法講習会修了
仙骨神経刺激療法講習会修了

上級医

小児科 七尾謙治 総合水沢病院
副院長件小児科長兼臨
床検査科長

33年 〇

日本小児科学会専門医
日本小児科学会認定指導医
日本内分泌代謝学会内分泌代謝科（小児
科）専門医

4

精神科 青木京子 総合水沢病院 精神科長 33年 ×

日本精神学会精神科専門医
日本精神学会指導医
精神保健指定医

上級医

泌尿器科 尾形昌哉 総合水沢病院
診療部長兼泌尿器
科長

23年 〇 日本泌尿器科学会専門医 4

リハビリテーション科 土肥　守
独立行政法人国立病院機

構釜石病院
院長 38年 〇 岩手県臨床研修指導医養成研修受講済 276159 1983/5/31 3，4 ○

内科 磯　﨑　一　太
洋野町国民健康保険種市

病院
院長 32年 ○

第4回岩手県医師臨床研修指導医講習会
受講済

322556 1989/5/26 4

内科 笠　月　瑞　子
洋野町国民健康保険種市

病院
副院長兼内科長兼
地域医療連携室長

31年 ○
第62回全国自治体病院協議会臨床研修
指導医講習会受講済

333719 1990/5/31 3.4 ○

外科 漆久保　　　潔
洋野町国民健康保険種市

病院
名誉院長 44年 ○

第86回全国自治体病院協議会臨床研修
指導医講習会受講済

234849 1977/5/23 4

精神科 佐々木　由佳 岩手県立一戸病院 院長 28年 ○
日本精神神経学会精神科専門医・日本精
神神経学会指導医・精神保健指定医

351391 1992/6/5 3,4 ○
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内科 佐藤　元昭 岩手県立一戸病院 理事 44年 ○ 233501 1976/12/1 4
外科 坂本　隆 岩手県立一戸病院 理事 43年 ○ 236994 1977/6/6 4

精神科 小井田　潤一 岩手県立一戸病院
理事兼地域医療福

祉連携室長
42年 ○

日本精神神経学会精神科専門医・日本精
神神経学会指導医・精神保健指定医

243141 1978/6/17 4

内科 武田　力男 岩手県立一戸病院
副院長兼診療支援
室長兼第１内科長

29年 ○ 337696 1991/5/22 4

精神科 地土井　健太郎 岩手県立一戸病院
副院長兼医療安全管理室長兼第１
精神科長兼リハビリテーション科長 28年 ○

日本精神神経学会精神科専門医・日本精
神神経学会指導医・精神保健指定医

345173 1992/5/18 4

総合診療科 小林　研 岩手県立一戸病院
総合診療科長兼在

宅医療科長
24年 ○ 378800 1996/4/30 4

精神科 志賀　優 岩手県立一戸病院 第２精神科長 10年 ○ 精神保健指定医 486241 2010/4/16 4

内科 横島　孝雄 岩手県立軽米病院 院長 34年 ○

日本糖尿病学会研修指導医、日本消化器
病学会指導医、日本消化器内視鏡学会専
門医、日本内科学会総合内科専門医、ＩＣ
Ｄ

3.4 ○

内科 魚谷　英之 岩手県立軽米病院
副院長兼臨床検査

課長
32年 ○

日本消化器外科学会指導医、日本消化器
内視鏡学会専門医、日本外科学会指導
医、日本消化器病学会専門医、日本医師
会認定産業医

4

外科 葛西　敏史 岩手県立軽米病院

副院長兼診療支援
室長兼外科長兼リ
ハビリテーション科
長兼地域医療福祉

連携室長

31年 ○
日本外科学会指導医、日本消化器外科学
会指導医、日本消化器病学会指導医、ＩＣ
Ｄ

4

小児科 小笠原　雄 岩手県立軽米病院
医療局参与兼小児

科医長
42年 × 日本医師会認定産業医、ＩＣＤ 上級医

脳神経外科 吉田　雄樹 かづの厚生病院 院長 34年 ×
日本救急医学会指導医
救急科専門医

298849 1986/5/27 上級医

脳神経外科 笹生　昌之 かづの厚生病院 副院長 26年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会（平成
23年度受講）

372816 1995/5/8 3.4 ○

外科 小川　雅彰 かづの厚生病院 副院長 28年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会（平成
20年度受講）

356084 1993/5/10 4

消化器内科 石田　　弥 かづの厚生病院 診療部長 35年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会（平成
27年度受講）

316227 1988/5/27 4

整形外科 吉村　文孝 かづの厚生病院 診療部長 22年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会（平成
25年度受講）

405151 1999/5/12 4

形成外科 林　　正康 かづの厚生病院 診療部長 26年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会（平成
25年度受講）

376099 1995/6/22 4

泌尿器科 野澤　　立 かづの厚生病院 診療部長 23年 ○
平成21年度秋田県医師会臨床研修指導
医ワークショップ

399846 1998/6/18 4

内科地域医
療

松谷　富美夫 かづの厚生病院 室長 43年 ○
平成18年度秋田県厚生農業協同組合連
合会臨床研修指導医ワークショップ

234402 1977/5/19 4

精神科 櫻庭　　泰 かづの厚生病院 診療科長 17年 ○
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（平成23年度受講）

438974 2004/4/27 4

脳神経外科 石垣　大哉 かづの厚生病院 診療科長 16年 × 451828 2005/4/19 上級医

精神科 大野　正人 かづの厚生病院 診療科長 13年 ○
平成30年度秋田県臨床研修協議会医師
臨床研修指導医ワークショップ

469347 2008/4/8 4

外科 安藤　太郎 かづの厚生病院 医長 9年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会（平成30年度受講）

505805 2012/4/16 4

外科 天野　　総 かづの厚生病院 医長 8年 × 512238 2013/4/9 上級医

消化器内科 佐藤　寛毅 かづの厚生病院 医長 8年 ○
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会（令和元年度受講）

514135 2013/4/19 4

循環器内科 辻　　佳子 かづの厚生病院 医長 7年 ○
岩手県医師臨床研修指導医講習会（平成
30年度受講）

515673 2014/3/24 4

脳神経外科 太田原　康成 能代厚生医療センター 院長 30年 ○

平成22年度日本医師会
指導医のための教育WS受講
日本脳神経外科学会脳神経外科専門医
日本脳卒中学会脳卒中専門医

4

産婦人科 松井　俊彦 能代厚生医療センター 副院長 35年 ○

平成18年度秋田県厚生連
臨床研修指導医WS受講
日本産科婦人科学会産婦人科専門医
日本産科婦人科学会産婦人科指導医

4

整形外科 佐藤　毅 能代厚生医療センター 副院長 33年 ○
第7回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本整形外科学会整形外科専門医

4

血液・腎臓内科 波多野　善明 能代厚生医療センター 副院長 34年 ○

平成17年度秋田大学医学部
指導医養成講習会受講
平成26年度臨床研修協議会
プログラム責任者養成講習会受講
日本血液学会専門医
日本内科学会総合内科専門医

3.4 ○

産婦人科 柴田　悟史 能代厚生医療センター 診療部長 35年 ○
平成22年度日本医師会
指導医のための教育WS受講
日本産科婦人科学会専門医

4

放射線科 眞山　一郎 能代厚生医療センター 診療部長 35年 ○
第4回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本医学放射線学会専門医

4

呼吸器内科 金田　浩人 能代厚生医療センター 診療部長 34年 ○
第3回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講 4

整形外科 久保田　均 能代厚生医療センター 診療部長 30年 ○

第9回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
平成30年度臨床研修協議会プログラム
責任者養成講習会受講
日本整形外科学会専門医

4

耳鼻咽喉科 江戸　雅孝 能代厚生医療センター 診療部長 33年 ○
平成18年度秋田県厚生連
医師臨床研修指導医WS受講
日本耳鼻咽喉科学会専門医

4

 臨床検査科（病理診断） 村上　正代 能代厚生医療センター 診療部長 31年 ○

平成17年度秋田大学医学部
指導医養成講習会受講
日本臨床細胞学会細胞診専門医
日本病理学会病理専門医
日本医師会認定産業医

4

精神科 齋藤　英知 能代厚生医療センター 診療部長 30年 ○
平成16年度東北地区精神科七者懇
臨床研修指導医講習会受講
精神保健指定医

4

皮膚科 矢島　晴美 能代厚生医療センター 診療部長 32年 ○
第1回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本皮膚科学会専門医

4

消化器内科 藤島　裕耕 能代厚生医療センター 診療部長 27年 ○

第2回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導WS受講
日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会肝臓専門医
日本消化器内視鏡学会
消化器内視鏡専門医
日本消化器内視鏡学会
消化器内視鏡指導医

4

循環器内科 木村　州孝 能代厚生医療センター 診療部長 28年 ○
第3回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本循環器学会循環器専門医

4

小児科 近野　勇樹 能代厚生医療センター 診療科長 15年 ○
第14回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本小児科学会小児科専門医

4

精神科 山田　篤 能代厚生医療センター 診療科長 17年 ○
第12回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本精神神経科学会精神科専門医

4

外科 西成　悠 能代厚生医療センター 診療科長 14年 ○

第8回岩手医科大学
臨床研修指導医講習会受講
第14回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本外科学会外科専門医

4

整形外科 佐々木　寛 能代厚生医療センター 診療科長 19年 ○
第9回日本医師会
指導医のための教育WS受講
日本整形外科学会整形外科専門医

4

脳神経外科 南波　孝昌 能代厚生医療センター 診療科長 12年 ○
第16回岩手県医師臨床研修
指導医講習会受講
日本脳卒中学会脳卒中専門医

4

整形外科 伊藤　博紀 能代厚生医療センター 診療科長 24年 ○

第8回日本医師会
指導医のための教育WS受講
日本リウマチ学会リウマチ専門医
日本整形外科学会整形外科専門医

4

泌尿器科 小峰　直樹 能代厚生医療センター 診療科長 15年 ○

第16回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医
日本泌尿器科学会泌尿器科指導医

4
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耳鼻咽喉科 辻　正博 能代厚生医療センター 診療科長 15年 ○

第13回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医
日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科指導医

4

放射線科 岩間　孝英 能代厚生医療センター 診療科長 25年 ○

平成18年度秋田県厚生連
臨床研修指導医WS受講
日本医学放射線学会放射線科専門医
日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線
学会放射線治療専門医
日本核医学会核医学専門医

4

血液・腎臓内科 伊藤　貢 能代厚生医療センター 診療科長 15年 ○
第12回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講 4

外科 石橋　正久 能代厚生医療センター 診療科長 12年 ○
第16回岩手県医師臨床研修
指導医講習会受講 4

泌尿器科 伊藤　隆一 能代厚生医療センター 医長 11年 ○
第16回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医

4

循環器内科 梅田　有理 能代厚生医療センター 医長 10年 ○
平成29年度日本医師会
指導医のための教育WS受講 4

整形外科 髙橋　靖博 能代厚生医療センター 科員 8年 ○
第16回秋田県臨床研修協議会
医師臨床研修指導医WS受講
日本整形外科学会整形外科専門医

4

産婦人科 今野　めぐみ 能代厚生医療センター 医長 8年 ○

第24回艮陵協議会臨床研修
指導医講習会受講
日本産科婦人科学会産婦人科専門医
日本周産期・新生児医学会周産期専門医

4

外科
救急部門

紺野　広 八戸赤十字病院 院長 31年 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医
プログラム責任者養成講習会 受講済
（社）全国自治体病院協議会・（社）全国
国民健康保険診療施設協議会第３２回
新臨床研修指導医養成講習会受講済

325446 1989/6/1 3.4 ○

外科 玉澤　佳之 八戸赤十字病院 副院長 36年 ○

日本外科学会専門医
日本消化器外科学会認定医
青森県緩和ケア研修会　受講
東北ブロック医師臨床研修指導医ワーク
ショップ 受講済

285079 1984/6/5 4

放射線科 田口　雅海 八戸赤十字病院 副院長 38年 ○

日本医学放射線学会専門医
日本インターベンショナルラジオロジー
学会指導医
日本放射線腫瘍学会指導医
青森県医師臨床研修対策協議会医師臨
床
研修ワークショップ 受講済

267243 1982/5/29 4

内科 水谷　久太 八戸赤十字病院 消化器内科部長 10年 ×

日本内科学会認定医
日本スポーツ協会公認　スポーツドクター
十和田市立中央病院緩和ケア研修会　受
講

493758 2011/3/29 上級医

内科 伊藤　浩平 八戸赤十字病院 内科副部長 9年 ○
日本神経学会専門医
日本内科学会認定医

504707 2012/4/9 4

内科 新山　正展 八戸赤十字病院 循環器内科部長 12年 ○
日本内科学会認定医
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講
済

479951 2009/4/17 4

内科 内村　洋平 八戸赤十字病院 7年 × 517343 2014/3/27 上級医

内科 工藤　温子 八戸赤十字病院 呼吸器内科部長 21年 ○

日本呼吸器学会専門医
日本アレルギー学会専門医
日本内科学会専門医
岩手県医師臨床研修指導医講習会受講
済
プログラム責任者養成講習会 受講済

404983 1999/5/12 4

内科 金濱　望 八戸赤十字病院 7年 ×
日本内科学会認定医
千葉県緩和ケア研修会受講済

517337 2014/3/27 上級医

内科 鳴海　新介 八戸赤十字病院 神経内科部長 15年 ○

日本神経学会専門医
日本内科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
青森県臨床研修対策協議会医師臨床研
修
指導医ワークショップ 受講済

456469 2006/4/11 4

内科 筑紫　泰彦 八戸赤十字病院 血液内科部長 17年 ○
がんのリハビリテーション研修
岩手医科大学附属病院緩和ケア研修会受
講済

437289 2003/5/16 4

内科 山科　光弘 八戸赤十字病院 糖尿病代謝内科部長 17年 ○

日本糖尿病学会専門医
岩手県医師臨床研修指導医講習会 受講
済
日本内科学会認定医
岩手県医師臨床研修指導医講習会 受講

438001 2003/5/29 4

小児科 松本　聡子 八戸赤十字病院 小児科部長 15年 ×  日本小児科学会専門医 453300 2006/3/31 上級医

外科 藤澤 健太郎 八戸赤十字病院 内視鏡外科部長 20年 ×
日本外科学会専門医
日本がん治療認定医機構認定医
盛南地域緩和ケア医師研修会　受講済

413271 2000/5/22 上級医

外科 有末　篤弘 八戸赤十字病院 外科副部長 15年 ○

日本外科学会専門医
日本小児外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

459956 2006/4/24 4

外科 野田　宏伸 八戸赤十字病院 腹部救急外科部長 15年 ○
日本外科学会専門医
青森県臨床研修対策協議会医師臨床研
修指導医ワークショップ 受講済

453102 2005/5/25 4

外科 三﨑　俊斉 八戸赤十字病院 脳血管外科部長 14年 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医
青森県臨床研修対策協議会医師臨床研
修指導医ワークショップ 受講済

430347 2002/6/14 4

外科 村上　寿孝 八戸赤十字病院 脳神経外科部長 14年 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

479007 2009/4/15 4

外科 筒井　章太 八戸赤十字病院 7年 × 515669 2014/3/24 上級医

外科 吉田　浩二 八戸赤十字病院 脳卒中リハビリテーション科部長 10年 ○
日本脳神経外科学会専門医
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

497430 2011/4/13 4

外科 薄井　知道 八戸赤十字病院 整形外科部長 29年 ○

日本整形外科学会専門医
日本脊椎脊髄病学会指導医
日本整形外科学会リウマチ医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本整形外科学会スポーツ医
日本体育協会認定スポーツドクター
運動器リハビリテーション医師研修会修了
証
PEDセミナーワークショップ＜WETコース＞
受講

342936 1991/6/1 4

外科 青木　裕 八戸赤十字病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科部長 26年 ○

日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医
日本整形外科学会ﾘｳﾏﾁ医・ｽﾎﾟｰﾂ医
日本整形外科学会研修指導者講習会受
講
岩手県医師臨床研修指導医講習会 受講

367592 1994/5/23 4

外科 高村　鴻宇 八戸赤十字病院 整形外科副部長 10年 ○
日本整形外科学会専門医
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

574772 2011/3/29 4

外科 徳永　花蓮 八戸赤十字病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科副部長 9年 × 日本整形外科学会専門医 530406 2012/4/16 上級医

外科 志賀　光二郎 八戸赤十字病院 呼吸器外科部長 13年 ○

日本外科学会専門医
日本救急医学会専門医
日本ロボット外科学会専門医
二戸地域緩和ケア医師研修会　受講
第116回臨床研修指導医養成講習会　受
講済

468619 2008/3/31 4

精神科 水谷　歩未 八戸赤十字病院 精神科部長 10年 ○

精神保健指定医
自殺未遂者再企図防止事業研修会受講
統合失調症薬物治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ講習会受講
うつ病治療ガイドライン講習会受講
岩手医科大学緩和ケア医師研修会受講
岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講

493757 2011/3/29 4

泌尿器科 佐藤　一範 八戸赤十字病院 泌尿器科部長 18年 ○

日本泌尿器科学会指導医
日本透析医学会専門医
岩手県医師臨床研修指導医講習会 受講
緩和ｹｱの基本教育に関する指導者研修
会

428423 2002/5/15 4
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産婦人科 曾田　剛史 八戸赤十字病院 産婦人科部長 22年 ○

日本産科婦人科学会専門医
日本臨床細胞学会細胞診指導医
母体保護法指定医師
青森県医師臨床研修対策協議会医師臨
床研修ワークショップ 受講済

401151 1999/4/30 4

産婦人科 深川　安寿子 八戸赤十字病院 産婦人科副部長 11年 ○

日本産科婦人科学会専門医
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法
「専門」コース（Aコース）修了
中部地域緩和ケア医師研修会　受講済

486231 2010/4/16 4

産婦人科 深川　大輔 八戸赤十字病院 7年 ×

日本産科婦人科学会専門医
日本母体救命システム普及協議会ベー
シックコース　修了
ALSOプロバイダーコース　修了
岩手医科大学附属病院緩和ケア医師研修
会受講済

516851 2014/3/26 上級医

救急部門
麻酔科

秋山　潤根 八戸赤十字病院 第1麻酔科部長 30年 ×
麻酔科標榜医
日本麻酔科学会指導医
日本蘇生法学会指導医

329708 1990/5/23 上級医

麻酔科 金子　勝利 八戸赤十字病院 第2麻酔科部長 28年 ○

麻酔科標榜医
日本麻酔科学会専門医
青森県医師臨床研修対策協議会医師臨
床研修ワークショップ 受講済

491268 1992/5/29 4

麻酔科 金田　考 八戸赤十字病院 管理部長 30年 ×

麻酔科標榜医
日本麻酔科学会指導医
日本集中治療医学会専門医
日本ペインクリニック学会専門医

329289 1990/5/22 上級医

臨床検査課 笹生　俊一 八戸赤十字病院 臨床検査室長 52年 ×

日本病理学会病理医
日本病理学会指導医
日本臨床検査医学会臨床検査管理医
日本臨床細胞学会細胞診専門医

197646 1968/8/23 上級医

臨床検査課 鈴木　俊顕 八戸赤十字病院 28年 × 市立函館病院緩和ケア研修会 受講 352145 1993/4/26 上級医

脳神経内科 千田　圭二
独立行政法人国立病院機

構岩手病院
院長 39年 〇

日本神経学会認定医
産業医

258124 1981/5/26 4

脳神経内科 竪山　真規
独立行政法人国立病院機

構岩手病院
副院長 35年 〇

内科認定医
日本神経学会指導医

288399 1987/3/31 3.4 〇

整形外科 遠藤　重厚 盛岡友愛病院 音伊予院長 38年 ○ 日本救急医学会・指導医 259456 1981/5/30 4

循環器科 佐々木　達哉 盛岡友愛病院 病院長 38年 ○
日本外科学会専門医、日本心臓血管外科
学会専門医、日本外科学会指導医

273080 1983/5/24 3，4 ○

消化器内科 渡邉　健 盛岡友愛病院
第一消化器内科部

長
12年 ○ 日本内科学会認定医 468510 2008/3/28 4

整形外科 加藤　幸三 盛岡友愛病院 第二整形外科部長 16年 ○
日本整形外科学会専門医、日本リウマチ
学会専門医

442879 2004/5/10 4

消化器内科 中野　巳三喜 盛岡友愛病院
第二消化器内科部

長
11年 ○ 476705 2008/4/3 4

精神科 智田　文徳 未来の風せいわ病院 理事長 24年 〇

臨床研修指導医講習会受講済
精神科7者懇臨床研修指導医講習会受講
済
精神保健指定医

387052 1997/4/28 4

精神科 田嶋　宣行 未来の風せいわ病院 病院長 40年 〇

臨床研修指導医講習会受講済
精神科7者懇臨床研修指導医講習会受講
済
精神保健指定医

261347 1981/6/16 3.4 ○

リハビリテーション科（神経内科） 大井　清文
いわてリハビリテーションセ

ンター
センター長 38年 ○

日本神経学会専門医・指導医
日本リハ医学会専門医・指導医
臨床研修指導医講習会

278642 S58.6.20 4

リハビリテーション科（神経内科） 佐藤　義朝
いわてリハビリテーションセ

ンター
副センター長 25年 ○

日本神経学会専門医・指導医
日本リハ医学会専門医・指導医
臨床研修指導医講習会

379808 1996/4/30 3,4 ○

リハビリテーション科（脳神経外科） 阿部　深雪
いわてリハビリテーションセ

ンター
医療連携部　部長 28年 ○

日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本リハ医学会専門医
臨床研修指導医講習会

360267 1993/6/1 4

リハビリテーション科（脳神経外科） 遠藤　英彦
いわてリハビリテーションセ

ンター
診療部 副部長 22年 ○ 日本脳神経外科学会専門医 405867 1999/5/14 4

リハビリテーション科（神経内科） 森　潔史
いわてリハビリテーションセ

ンター
診療部

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科長
18年 ○

日本脳卒中学会専門医
日本内科学会認定内科医
臨床研修指導医講習会

437500 2003/5/19 4

地域医療 遠藤　秀彦 国民健康保険葛巻病院 院長 43年 ○

・臨床研修指導医養成講習会
・プログラム責任者講習
・医師臨床研修制度・研修管理委員会・委
員長研修（特定研修）

241240 1978/6/1 3.4 ○

地域医療 寺裏　寛之 国民健康保険葛巻病院 内科長 11年 ○
・日本内科学会認定内科医
・第16回岩手県医師臨床研修指導医講習
会

492447 2011/3/25 4

地域医療 菅野　恵也 国民健康保険葛巻病院 内科長 8年 ×
・日本内科学会認定内科医

517351 2014/3/27 上級医

地域医療 小山　耕太郎 みちのく療育園 施設長 41年 ○ 日本小児科学会認定専門医 254058 1980/6/7 3.4 ○

地域医療 伊東　宗行 みちのく療育園 園長 57年 ×
日本小児科学会認定専門医、日本小児神
経学会専門医

182868 1963/6/10 上級医

地域医療 川村　みや子 みちのく療育園 診療部長 44年 ○ 232110 1976/6/14 4
地域医療 藤原　拓也 みちのく療育園 内科長 35年 × 290896 1985/5/27 上級医

  地域医療（在宅医療） 木村　幸博 もりおか往診ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 院長 34年 ○ 外科学会認定医、日医認定かかりつけ医 306114 1987/5/25 3.4 ○
  地域医療（在宅医療） 岩井　正勝 もりおか往診ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 32年 ○ 内科学会認定医 322557 1989/5/26 4

  地域医療（在宅医療） 髙橋　保 もりおか往診ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 25年 ×
内科学会認定医（循環器専門）

372807 1995/5/8 上級医

  地域医療（内科・在宅） 八木　千栄 もりおか往診ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 29年 × 293316 1985/6/3 上級医
保健・医療行政 増田　智之 岩手県赤十字血液センター 所長 1年 × 3 ○

保健・医療行政 田名場　善明 岩手県県央保健所 所長 28年 × 社会医学系指導医 253913 1980/6/7 3 ○

泌尿器科 大森　聡 三愛病院 泌尿器科部長 28年 〇

岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済

・泌尿器科専門医
・泌尿器科指導医
・透析専門医

351015 1992/6/4 3 ○

心臓血管外科 大澤　暁 三愛病院 心臓血管部長 26年 〇

岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済
・外科専門医
・脈管専門医
・心臓血管外科専門医

362414 1994/5/2 4

内科 内山　聡之 三愛病院 内科科長 24年 〇

医師臨床研修指導医講習会受講済

・血液内科専門医
・総合内科専門医
・がん治療認定医

382230 1996/5/10 4

消化器内科 菊池　哲 三愛病院 消化器内科科長 18年 〇

岩手医科大学医師臨床研修指導医講習
会受講済
・消化器病専門医
・消化器内視鏡専門医
・消化器内視鏡指導医
・救急科専門医
・救急科指導医

429470 2002/5/23 4

循環器内科 中島　悟史 三愛病院 循環器内科医長 17年 〇

石巻赤十字病院臨床研修指導医養成講
習会修了（H26.12.4）
・循環器専門医
・総合内科専門医

437499 2003/5/19 4

 内科（脳神経脳卒中） 山元　敏正 埼玉医科大学病院 教授 38年 ○

第9回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済
平成30年度プログラム責任者養成講習会
修了

3，4 ○

 内科（総合診療） 中元　秀友 埼玉医科大学病院 教授 37 ○

第5回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済
平成19年度プログラム責任者養成講習会
修了

4

 内科（血液） 伊藤　善啓 埼玉医科大学病院 講師 33 ○

第5回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済
日本内科学会認定専門医
日本血液学会専門医

4

 内科（血液） 脇本　直樹 埼玉医科大学病院 准教授 32年 ○

第2回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会受講済
日本内科学会認定専門医
日本血液学会認定医
日本血液学会指導医

4
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 内科（リウマチ膠原病） 三村　俊英 埼玉医科大学病院 教授 36年 ○

第7回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済
日本内科学会指導医
平成21年度プログラム責任者養成講習会
修了

4

 内科（リウマチ膠原病） 舟久保　ゆう 埼玉医科大学病院 教授 28年 ○

第3 回日本病院会臨床研修指導医養成講
習会受講済
日本リウマチ学会専門医
日本医師会認定産業医

4

 内科（リウマチ膠原病） 横田　和浩 埼玉医科大学病院 講師 19年 ○
第15回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（リウマチ膠原病） 荒木　靖人 埼玉医科大学病院 准教授 12 ○
第16回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（リウマチ膠原病） 梶山　浩 埼玉医科大学病院 講師 27年 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（リウマチ膠原病） 吉田　佳弘 埼玉医科大学病院 助教 18年 ○
第17回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（リウマチ膠原病） 和田　琢 埼玉医科大学病院 助教 14年 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（呼吸器） 仲村　秀俊 埼玉医科大学病院 教授 33年 ○
第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（呼吸器） 杣　知行 埼玉医科大学病院 准教授 27年 ○
第1回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済

4

 内科（呼吸器） 中込　一之 埼玉医科大学病院 准教授 24年 ○
第9回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済

4

 内科（呼吸器） 内田　義孝 埼玉医科大学病院 講師 16年 ○
第15回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（呼吸器） 白畑　亨 埼玉医科大学病院 講師 19年 〇
第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（消化器肝臓） 今井　幸紀 埼玉医科大学病院 准教授 31年 ○

日本病院会22年臨床研修指導医養成講
習会受講済
令和2年度プログラム責任者養成講習会
修了
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器学会専門医
日本核医学学会専門医・認定医
日本内科学会認定医

4

 内科（消化器肝臓） 中山　伸朗 埼玉医科大学病院 准教授 30年 ○
第2回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済

4

 内科（消化器肝臓） 本谷　大介 埼玉医科大学病院 助教 24年 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（消化器肝臓） 中澤　学 埼玉医科大学病院 助教 16 ○
第16回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（消化器肝臓） 打矢　紘 埼玉医科大学病院 助教 15 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（消化器肝臓） 塩川　慶典 埼玉医科大学病院 助教 11年 ○
第15回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（内分泌糖尿病） 島田　朗 埼玉医科大学病院 教授 34年 ○
第8回慶應義塾大学病院臨床研修指導医
養成ワークショップ受講済

4

 内科（内分泌糖尿病） 及川　洋一 埼玉医科大学病院 准教授 25年 ○
第10回慶應義塾大学病院臨床研修指導
医養成ワークショップ受講済

4

 内科（内分泌糖尿病） 安田　重光 埼玉医科大学病院 講師 21年 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（内分泌糖尿病） 池上　裕一 埼玉医科大学病院 講師 17 ○
第16回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（内分泌糖尿病） 里村　敦 埼玉医科大学病院 助教 9 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（脳神経脳卒中） 中里　良彦 埼玉医科大学病院 教授 34年 ○
第11回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（脳神経脳卒中） 光藤　尚 埼玉医科大学病院 助教 15年 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（腎臓） 井上　勉 埼玉医科大学病院 准教授 23年 ○
第8回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済

4

 内科（腎臓） 友利　浩司 埼玉医科大学病院 講師 24年 ○
日本病院会平成22年度 臨床研修指導医
養成講習会受講済

4

 内科（腎臓） 天野　博明 埼玉医科大学病院 助教 10年 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（総合診療） 宮川　義隆 埼玉医科大学病院 教授 29年 ○
第14回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（総合診療） 橋本　正良 埼玉医科大学病院 教授 33年 ○

第28回医学教育者のためのワークショップ
受講済
平成17年度プログラム責任者養成講習会
修了　　　　　　　　　　　　　日本内科学会指
導医・認定医
日本内科学会　総合内科専門医
日本老年医学会老年病専門医・指導医
日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指
導医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本未
病システム学会認定医
FAAFP米国家庭医療学会特別会員

4

 内科（総合診療） 廣岡　伸隆 埼玉医科大学病院 准教授 25年 ○

防衛医科大学校病院臨床研修指導医講
習会受講済
平成26年度プログラム責任者養成講習会
修了

4

 内科（総合診療） 小林　威仁 埼玉医科大学病院 准教授 17年 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（総合診療） 中谷　宣章 埼玉医科大学病院 講師 16年 ○
第116回全国自治体病院協議会臨床研修
指導医講習会受講済

4

 内科（総合診療） 草野　武 埼玉医科大学病院 助教 10年 ○
第17回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（総合診療） 木下　俊介 埼玉医科大学病院 助教 25 ○
第7回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済

4

 内科（心臓） 山本　啓二 埼玉医科大学病院 教授 34年 ○
20年度自治医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（心臓） 飯田　慎一郎 埼玉医科大学病院 准教授 24年 ○
第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（消化管） 今枝　博之 埼玉医科大学病院 教授 34年 ○
第10回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 内科（消化管） 都築　義和 埼玉医科大学病院 准教授 31 ○
第16回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 感染症科 樽本　憲人 埼玉医科大学病院 准教授 16年 ○
第6回埼玉協同病院臨床研修指導医講習
会受講済

4

 感染症科 酒井　純 埼玉医科大学病院 助教 10年 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 緩和医療科 岩瀬　哲 埼玉医科大学病院 教授 26年 ○
平成１８年度東京大学医学部付属病院主
催指導医講習会受講済

4

救急 芳賀　佳之 埼玉医科大学病院 教授 38年 ○

18年度日本医師会指導医のための教育
ワークショップ受講済
平成21年度プログラム責任者養成講習会
修了

4

救急 上條　吉人 埼玉医科大学病院 教授 34年 ○

第10回北里大学病院初期臨床研修指導
医養成ワークショップ受講済
救急科専門医・指導医
精神科専門医
精神保健指定医

4

救急 髙平　修二 埼玉医科大学病院 准教授 26年 ○
第2回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済

4

救急 喜屋武　玲子 埼玉医科大学病院 講師 17年 ○
第5回札幌医科大学附属病院臨床研修指
導医講習会受講済

4

 外科(消化器・一般） 篠塚　望 埼玉医科大学病院 教授 35年 ○

第9回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済
平成27年度プログラム責任者養成講習会
修了

4

 外科(消化器・一般） 淺野　博 埼玉医科大学病院 准教授 24年 ○
第6回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済
日本外科学会専門医

4

 外科(消化器・一般） 深野　敬之 埼玉医科大学病院 講師 16年 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 外科(消化器・一般） 高木　誠 埼玉医科大学病院 助教 11年 ○
埼玉協同病院第8回臨床研修指導医講習会受
講済 4
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 外科(消化器・一般） 伏島　雄輔 埼玉医科大学病院 助教 16年 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 外科（整形脊椎） 門野　夕峰 埼玉医科大学病院 教授 25 ○
第10回東京大学医学部附属病院指導医
講習会受講済

4

 外科（整形脊椎） 鳥尾　哲矢 埼玉医科大学病院 教授 26 ○
第16回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 外科（整形脊椎） 田中　伸哉 埼玉医科大学病院 准教授 27年 ○

第4回産業医科大学病院臨床研修指導医
講習会受講済
日本整形外科学会整形外科専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄医
日本整形外科学会リウマチ医
日本内科学会認定医

4

 外科（整形脊椎） 河野　慎次郎 埼玉医科大学病院 准教授 24年 ○
第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 外科（整形脊椎） 釘宮　典孝 埼玉医科大学病院 准教授 24年 ○
第14回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 外科（整形脊椎） 坂口　勝信 埼玉医科大学病院 講師 22年 ○
第17回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 外科（整形脊椎） 渡會　惠介 埼玉医科大学病院 講師 18年 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 外科（小児） 田中　裕次郎 埼玉医科大学病院 教授 24年 ○
第16回名大ネットワーク指導医講習会受
講済

4

 外科(泌尿器） 朝倉　博孝 埼玉医科大学病院 教授 30年 ○
第2回慶應義塾大学臨床研修指導医講習
会受講済

4

 外科(泌尿器） 矢内原　仁 埼玉医科大学病院 教授 30年 ○
第10回埼玉医科大学臨床研修指導医講
習会受講済

4

 外科(泌尿器） 篠島　利明 埼玉医科大学病院 准教授 25年 ○
第13回日本医師会　指導医のための教育
ワークショップ受講済　（東京都医師会主
催）

4

 外科(泌尿器） 中平　洋子 埼玉医科大学病院 講師 29年 ○
第8回埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会受講済

4

麻酔科 岩瀬　良範 埼玉医科大学病院 教授 36年 ○

第4回埼玉医科大学臨床研修指導医養成
研修会受講済
日本麻酔科学会専門医
日本麻酔科学会指導医

4

麻酔科 中山　英人 埼玉医科大学病院 教授 36 ○
一般社団法人日本病院会臨床研修指導
医養成講習会受講済

4

麻酔科 土井　克史 埼玉医科大学病院 教授 35 ○
島根県臨床研修指導医講習会受講済
平成22年度プログラム責任者養成講習会
修了

4

麻酔科 前山　昭彦 埼玉医科大学病院 准教授 27年 ○
第6回埼玉医科大学臨床研修指導医研修
会受講済

4

麻酔科 紫藤　明美 埼玉医科大学病院 准教授 38年 ○ 島根県臨床研修指導医講習会受講済 4

麻酔科 三枝　理 埼玉医科大学病院 講師 13年 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導医研
修会受講済

4

小児科 山内　秀雄 埼玉医科大学病院 教授 35年 ○

16年度日本医師会指導医のための教育
ワークショップ受講済
平成23年度プログラム責任者養成講習会
修了

4

小児科 國方　徹也 埼玉医科大学病院 教授 35年 ○
国立病院機構18年度中国四国ブロック臨
床研修指導医養成講習会受講済

4

小児科 大竹　明 埼玉医科大学病院 教授 41年 ○
第12回日本小児科学会臨床研修指導医
講習会受講済

4

小児科 菊池　透 埼玉医科大学病院 教授 33 ○
第3回新潟医師臨床研修指導医講習会受
講済

4

小児科 秋岡　祐子 埼玉医科大学病院 教授 35 ○
第3回東京女子医科大学病院指導医講習
会受講済

4

小児科 石井　佐織 埼玉医科大学病院 助教 26 ○
第4回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済
日本小児科学会専門医

4

小児科 本多　正和 埼玉医科大学病院 講師 19 ○
日本小児科学会第8回臨床研修指導
医講習会受講済

4

小児科 植田　穣 埼玉医科大学病院 講師 16 ○
日本小児科学会第8回臨床研修指導
医講習会受講済

4

小児科 盛田　英司 埼玉医科大学病院 講師 16 ○
日本小児科学会第10回臨床研修指
導医講習会受講済

4

小児科 武者　育麻 埼玉医科大学病院 助教 12 ○
第14回千葉大学卒後臨床研修指導
医養成ワークショップ受講済

4

小児科 筧　　紘子 埼玉医科大学病院 助教 14 ○
日本小児科学会第17回臨床研修指
導医講習会受講済

4

小児科 櫻井　隼人 埼玉医科大学病院 助教 11 ○
日本小児科学会第22回臨床研修指
導医講習会受講済

4

小児科 颯佐　かおり 埼玉医科大学病院 助教 11 ○
日本小児科学会第22回臨床研修指
導医講習会受講済

4

小児科 古賀　健史 埼玉医科大学病院 助教 13 ○
日本小児科学会第15回臨床研修指
導医講習会受講済

4

小児科 荒尾　正人 埼玉医科大学病院 助教 13 ○
日本小児科学会第20回臨床研修指
導医講習会受講済

4

小児科 味原　さや香 埼玉医科大学病院 助教 12 ○
日本小児科学会第26回臨床研修指
導医講習会受講済

4

産婦人科 石原　理 埼玉医科大学病院 教授 40 ○
第8回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済

4

産婦人科 亀井　良政 埼玉医科大学病院 教授 35 ○
第12回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

産婦人科 梶原　健 埼玉医科大学病院 教授 29 ○
第3回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済
日本産科婦人科学会専門医

4

産婦人科 難波　聡 埼玉医科大学病院 准教授 25 ○
第5回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済
日本産婦人科学会専門医

4

産婦人科 高村　将司 埼玉医科大学病院 准教授 17 ○

第12回東京大学医学部附属病院指
導医講習会受講済
日本産科婦人科学会指導医、専門
医
日本生殖医学会専門医

4

産婦人科 田丸　俊輔 埼玉医科大学病院 准教授 16 ○
第4回三井記念病院臨床研修指導医
講習会受講済

4

産婦人科 左　勝則 埼玉医科大学病院 講師 15 ○
第17回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済 4

産婦人科 鈴木　裕之 埼玉医科大学病院 助教 12 ○
第15回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

産婦人科 宮﨑　加寿子 埼玉医科大学病院 助教 15 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

精神科 松尾　幸治 埼玉医科大学病院 教授 27 ○
山口大学医学部付属病院卒後臨床
研修指導医養成講習会受講済

4

精神科 横山　富士男 埼玉医科大学病院 教授 38 ○
第3回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済
日本精神保健指定医

4

精神科 小田垣　雄二 埼玉医科大学病院 教授 38 ○
第4回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済

4

精神科 松岡　孝裕 埼玉医科大学病院 准教授 33 ○
第1回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済

4

精神科 新井　久稔 埼玉医科大学病院 准教授 22 ○
医療生協さいたま生活協同組合第
16回臨床研修指導医講習会済

4

精神科 渡邊　さつき 埼玉医科大学病院 講師 17 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

リハビリ 倉林　均 埼玉医科大学病院 教授 37 ○

第2回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済
日本リハビリテーション医学会専
門医
日本老年医学会専門医
日本リウマチ学会専門医

4

リハビリ 山内　洋子 埼玉医科大学病院 講師 33 ○ 群馬県臨床研修指導医養成講習会 4
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リハビリ 前田　恭子 埼玉医科大学病院 助教 12 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

皮膚科 中村　晃一郎 埼玉医科大学病院 教授 37 ○
第8回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済

4

皮膚科 常深　祐一郎 埼玉医科大学病院 教授 22 ○
第13回東京女子医科大学病院指導
医講習会受講済

4

皮膚科 宮野　恭平 埼玉医科大学病院 講師 12 ○
第15回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

皮膚科 柳澤　宏人 埼玉医科大学病院 助教 12 ○
第17回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

脳神経外科 藤巻　高光 埼玉医科大学病院 教授 39 ○

第9回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済
平成29年度プログラム責任者養成
講習会修了

4

脳神経外科 小林　正人 埼玉医科大学病院 教授 30 ○

第10回慶應義塾大学病院臨床研修
指導医養成ワークショップ受講済
日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医

4

脳神経外科 脇谷　健司 埼玉医科大学病院 講師 38 ○
第14回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

眼科 篠田　啓 埼玉医科大学病院 教授 30 ○
第9回慶應義塾大学病院臨床研修指
導医要請ワークショップ受講済

4

眼科 庄司　拓平 埼玉医科大学病院 准教授 18 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

眼科 蒔田　潤 埼玉医科大学病院 准教授 25 ○
平成29年度福井大学病院卒後臨床
研修指導医講習会受講済

4

眼科 渋谷　雅之 埼玉医科大学病院 講師 21 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

耳鼻咽喉科 加瀨　康弘 埼玉医科大学病院 教授 37 ○
第7回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済

4

耳鼻咽喉科 池園　哲郎 埼玉医科大学病院 教授 32 ○
第15回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

耳鼻咽喉科 上條 篤 埼玉医科大学病院 教授 31 ○
第14回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

耳鼻咽喉科 中嶋　正人 埼玉医科大学病院 講師 30 ○
第10回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

耳鼻咽喉科 新藤　晋 埼玉医科大学病院 講師 22 ○
第11回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

形成外科・美容外科 市岡　滋 埼玉医科大学病院 教授 32 ○
第10回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

形成外科・美容外科時岡　一幸 埼玉医科大学病院 教授 29 ○
第3回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済

4

形成外科・美容外科佐藤　智也 埼玉医科大学病院 講師 17 ○
第9回埼玉医科大学臨床研修指導医
講習会受講済

4

形成外科・美容外科石川　昌一 埼玉医科大学病院 助教 14 ○
第3回三井記念病院臨床研修指導医
講習会受講済

4

形成外科・美容外科 栗原　健 埼玉医科大学病院 助教 13 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

中央病理診断部・CPC佐々木　惇 埼玉医科大学病院 教授 40 ○
第12回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

中央病理診断部・CPC山田　健人 埼玉医科大学病院 教授 34 ○
第15回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

中央病理診断部・CPC石澤　圭介 埼玉医科大学病院 准教授 28 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

中央病理診断部・CPC 山口　浩 埼玉医科大学病院 准教授 24 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

放射線科 新津　守 埼玉医科大学病院 教授 34 ○
杏林大学第14回指導医養成ワーク
ショップ受講済

4

放射線科 松成　一朗 埼玉医科大学病院 教授 33 ○
第14回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済 4

放射線科 井上　快児 埼玉医科大学病院 講師 22 ○
第11回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

放射線科 大澤　威一郎 埼玉医科大学病院 助教 14 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

輸血・細胞移植部 岡田　義昭 埼玉医科大学病院 准教授 37 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

中央検査部 森吉　美穂 埼玉医科大学病院 准教授 33 ○
日本病院会25年度第1回臨床研修指
導医講習会受講済

4

予防医学センター 松木　盛行 埼玉医科大学病院 准教授 34 ○
第2回武蔵野赤十字病院臨床研修指
導医講習会受講済

4

予防医学センター 清水　正雄 埼玉医科大学病院 講師 25 ○
第16回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4

予防医学センター 後藤　誠一 埼玉医科大学病院 講師 28 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導
医講習会受講済

4


