
33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等
　　　 別紙４

No.1
病院施設番号：　031576　　　　　　臨床研修病院の名称：国民健康保険　小松市民病院

外科 塚山　正市 国民健康保険小松市民病院 担当部長 28 年 ○ 一般社団法人　日本外科学会　認定医 031576402 1
一般社団法人　日本外科学会　外科専門医 3
一般社団法人　日本外科学会　指導医 4
一般社団法人　日本消化器外科学会　消化器外科専門医

一般社団法人　日本消化器外科学会　指導医

一般社団法人　日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定医

一般社団法人　日本内視鏡外科学会　技術認定（消化器・一般外科）　

一般社団法人　日本消化器内視鏡学会　専門医

一般財団法人　日本消化器病学会　認定消化器病専門医

一般社団法人　日本がん治療認定医機構　暫定教育医

特定非営利活動法人　マンモグラフィ検診精度管理中央委員会マンモグラフィ読影Ｂ認定医

厚生労働省平成26年度災害派遣医療チーム研修終修了

臨床研修指導医養成講習会修了

臨床研修プログラム責任者養成講習会修了

金沢大学医薬保健学域医学類(学外)臨床教授

脳神経外科 新多　 寿 国民健康保険小松市民病院 病院長 39 年 ○ 一般社団法人　日本脳神経外科学会　脳神経外科専門医　 031576402 4
一般社団法人　日本脳神経外科学会　脳神経外科指導医　

一般社団法人　日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

一般社団法人　日本頭痛学会　認定頭痛専門医

一般社団法人　日本頭痛学会　認定頭痛指導医

一般社団法人　日本脳卒中学会　日本脳卒中学会認定脳卒中専門医

一般社団法人　日本脳卒中学会　日本脳卒中学会認定脳卒中指導医

一般社団法人　日本認知症学会　日本認知症学会専門医

一般社団法人　日本認知症学会　日本認知症学会指導医

日本医師会認定産業医

一般社団法人　日本脳神経外科学会　代議員

臨床研修指導医養成ワークショップ（金大）

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

認知症サポート医養成研修修了

公益社団法人　全国自治体病院協議会　医療安全管理者養成研修会〈管理コース〉〈実践コース〉〈専門コース〉修了

一般社団法人　日本PX研究会　認定PXエキスパート(PXE)

四病院団体協議会・医療研修推進財団　診療情報管理士

指導医講習
会等受講経
験　有：○

無：×

資格等
プログラム

番号

備考
１　プログラム責任者

２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医

（指導医）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験

年数
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　　　 別紙４

No.2
病院施設番号：　031576　　　　　　臨床研修病院の名称：国民健康保険　小松市民病院

指導医講習
会等受講経
験　有：○

無：×

資格等
プログラム

番号

備考
１　プログラム責任者

２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医

（指導医）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験

年数

麻酔科 吉田　　豊 国民健康保険小松市民病院 副院長 40 年 ○ 公益社団法人　日本麻酔科学会　一般社団法人　日本専門医機構　麻酔科専門医 031576402 4
救急 一般社団法人　日本救急医学会　救急科専門医　

独立行政法人国立がん研究センター平成２３年度緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会修了

臨床研修指導医養成講習会修了

厚生労働省平成24年度災害派遣医療チーム研修修了

厚生労働省統括ＤＭＡＴ研修修了

令和元年度第1回看護師特定行為研修指導者講習会修了

一般社団法人　医療安全全国共同行動　医療安全管理者養成研修修了

内科 東方　利徳 国民健康保険小松市民病院 診療部長 31 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　総合内科専門医 031576402 4
一般社団法人　日本内科学会　認定内科医

一般社団法人　日本循環器学会　認定循環器専門医

一般社団法人　日本動脈硬化学会　評議員

一般社団法人　日本心血管インターベンション治療学会　心血管カテーテル治療専門医

一般社団法人　日本心血管インターベンション治療学会　専門医施設代表医

一般社団法人　日本心血管インターベンション治療学会　認定医

一般社団法人　日本動脈硬化学会　日本動脈硬化学会認定　動脈硬化専門医

一般社団法人　日本動脈硬化学会　日本動脈硬化学会認定　動脈硬化指導医

一般社団法人　日本禁煙学会　禁煙認定指導医

一般社団法人　医療安全全国共同行動　医療安全管理者養成研修修了

臨床研修指導医養成講習会修了

日本内科学会教育関連病院指導医

日本医師会認定産業医

金沢大学医薬保健学域医学類臨床准教授(学外)

内科 又野　　豊 国民健康保険小松市民病院 診療部長 30 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　総合内科専門医 031576402 3
一般社団法人　日本内科学会　認定内科医 4
一般財団法人　日本消化器病学会　認定消化器病専門医

一般財団法人　日本消化器病学会　認定消化器病指導医

一般社団法人　日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医

一般社団法人　日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡指導医

一般社団法人　日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

一般社団法人　日本肝臓学会　認定肝臓専門医

一般社団法人　日本肝臓学会　肝臓指導医

特定非営利活動法人　日本臨床腫瘍学会　がん薬物療法専門医

公益社団法人　日本臨床腫瘍学会　指導医

臨床研修指導医養成講習会修了

日本内科学会教育関連病院指導医

一般社団法人　医療安全全国共同行動　医療安全管理者養成研修修了
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No.3
病院施設番号：　031576　　　　　　臨床研修病院の名称：国民健康保険　小松市民病院

指導医講習
会等受講経
験　有：○

無：×

資格等
プログラム

番号

備考
１　プログラム責任者

２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医

（指導医）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験

年数

内科 三輪　一博 国民健康保険小松市民病院 担当部長 24 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　認定内科医 031576402 4
一般社団法人　日本内科学会　総合内科専門医

一般社団法人　日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医

一般社団法人　日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡指導医

一般財団法人　日本消化器病学会　認定消化器病専門医

一般社団法人　日本肝臓学会　認定肝臓専門医

日本内科学会教育関連病院指導医

内科 窪田　美幸 国民健康保険小松市民病院 医長 21 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　認定内科医 031576402 4
日本内科学会教育関連病院指導医

一般社団法人　日本糖尿病学会　専門医

臨床研修指導医養成ワークショップ（金大）

内科 米田　太郎 国民健康保険小松市民病院 医長 17 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　認定内科医 031576402 4
一般社団法人　日本内科学会　総合内科専門医

一般社団法人　日本呼吸器学会　呼吸器指導医

特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会　気管支鏡指導医

特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会　気管支鏡専門医

一般社団法人　日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

一般社団法人　日本結核病学会　結核・抗酸菌症　指導医

臨床研修指導医養成講習会修了

ＩＣＤ制度協議会インフェクションコントロールドクター（ＩＣＤ）

内科 青木　　剛 国民健康保険小松市民病院 医長 18 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　認定内科医 031576402 4
一般社団法人　日本内科学会　総合内科専門医

一般社団法人　日本血液学会　認定血液専門医

一般社団法人　日本造血細胞移植学会　造血細胞移植認定医

一般社団法人　日本輸血・細胞治療学会　日本輸血・細胞治療学会認定医

ＩＣＤ制度協議会インフェクションコントロールドクター（ＩＣＤ）

一般社団法人　日本救急医学会認定　ＩＣＬＳ・BLSコースインストラクター

日本内科学会救急委員会　JMECCインストラクター

国立国際医療センター　エイズ治療・研究開発センターにおける医師1週間コース修了

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

臨床研修指導医養成ワークショップ

内科 谷　悠紀子 国民健康保険小松市民病院 医長 17 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　認定内科医 031576402 4
一般社団法人　日本内科学会　総合内科専門医

一般社団法人　日本リウマチ学会　リウマチ専門医

一般社団法人　日本リウマチ学会　リウマチ指導医

一般社団法人　日本腎臓学会　腎臓専門医

臨床研修指導医養成ワークショップ（金大）
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No.4
病院施設番号：　031576　　　　　　臨床研修病院の名称：国民健康保険　小松市民病院

指導医講習
会等受講経
験　有：○

無：×

資格等
プログラム

番号

備考
１　プログラム責任者

２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医

（指導医）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験

年数

内科 伊藤　錬磨 国民健康保険小松市民病院 医長 16 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　認定内科医. 031576402 4
一般社団法人　日本内科学会　総合内科専門医

一般財団法人　日本消化器病学会　認定消化器病専門医

一般社団法人　日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医

一般社団法人　日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

特定非営利活動法人　日本臨床腫瘍学会　がん薬物療法専門医
ＰＤＴ半導体レーザおよびタラポルフィンナトリウムを用いた化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌患者に対する光線力学的療法(ＰＤＴ）講習会修了

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

臨床研修指導医養成講習会修了

内科 谷　まゆ子 国民健康保険小松市民病院 医長 15 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　認定内科医 031576402 4
一般社団法人　日本呼吸器学会　呼吸器専門医

特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会　気管支鏡専門医

一般社団法人　日本内科学会　総合内科専門医

臨床研修指導医講習会修了

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

内科 佐伯　啓吾 国民健康保険小松市民病院 医長 12 年 ○ 一般社団法人　日本内科学会　認定内科医 031576402 4
一般社団法人　日本呼吸器学会　呼吸器専門医

特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会　気管支鏡専門医

臨床研修指導医養成ワークショップ

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

外科 懸川　誠一 国民健康保険小松市民病院 担当部長 25 年 ○ 一般社団法人　日本外科学会　認定医 031576402 4
一般社団法人　日本外科学会　外科専門医

一般社団法人　日本外科学会　指導医

特定非営利活動法人　日本呼吸器外科学会　呼吸器外科専門医　

呼吸器外科学会評議員

日本胸部外科学会正会員

日本肺癌学会　北陸支部評議員

一般社団法人　日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

日本DMAT隊員

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

臨床研修指導医養成セミナー修了

金沢大学医薬保健学域医学類(学外)臨床准教授

外科 竹本　法弘 国民健康保険小松市民病院 担当部長 24 年 ○ 一般社団法人　日本外科学会　専門医 031576402 4
一般社団法人　日本消化器外科学会　消化器外科専門医

一般社団法人　日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

特定非営利活動法人　日本乳がん検診精度管理中央機構　マンモグラフィ読影Ｂ認定医

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

臨床研修指導医養成ワークショップ（金大）
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No.5
病院施設番号：　031576　　　　　　臨床研修病院の名称：国民健康保険　小松市民病院

指導医講習
会等受講経
験　有：○

無：×

資格等
プログラム

番号

備考
１　プログラム責任者

２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医

（指導医）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験

年数

外科 西野　拓磨 国民健康保険小松市民病院 医長 15 年 ○ 一般社団法人　日本外科学会　外科専門医 031576402 4
一般社団法人　日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医

一般社団法人　日本消化器外科学会　消化器外科専門医

一般社団法人　日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定医

厚生労働省災害派遣医療チーム研修修了　

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

臨床研修指導医講習会修了

厚生労働省統括ＤＭＡＴ研修修了

厚生労働省災害医療コーディネーター研修修了　

小児科 金田　尚 国民健康保険小松市民病院 担当部長 29 年 ○ 公益社団法人　日本小児科学会　小児科専門医 031576402 4
公益社団法人　日本小児科学会　小児科指導医

一般社団法人　日本腎臓学会　腎臓専門医

一般社団法人　日本腎臓学会　腎臓指導医

一般社団法人　日本リウマチ学会　リウマチ専門医

一般社団法人　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（ＩＣＤ）

臨床研修指導医養成セミナー修了

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

小児がん医療に関わる医師に対する緩和ケア研修会修了

日本医師会認定産業医

小児科 大月　　幸 国民健康保険小松市民病院 担当部長 24 年 ○ 公益社団法人　日本小児科学会　小児科専門医 031576402 4
臨床研修指導医養成ワークショップ（金大）

小児科 大月　哲夫 国民健康保険小松市民病院 担当部長 23 年 ○ 公益社団法人　日本小児科学会　小児科専門医 031576402 4
臨床研修指導医養成ワークショップ（金大）

整形外科 畑　　雅彦 国民健康保険小松市民病院 担当部長 33 年 ○ 公益社団法人　日本整形外科学会　認定脊椎脊髄病医 031576402 4
公益社団法人　日本整形外科学会　整形外科専門医

臨床研修指導医養成ワークショップ（金大）

整形外科 中西　　章 国民健康保険小松市民病院 医長 15 年 ○ 公益社団法人　日本整形外科学会　整形外科専門医 031576402 4
臨床研修指導医養成ワークショップ

形成外科 門平　充弘 国民健康保険小松市民病院 医長 19 年 ○ 一般社団法人　日本形成外科学会　形成外科専門医 031576402 4
一般社団法人　日本創傷外科学会　日本創傷外科学会専門医

一般社団法人　日本形成外科学会　小児形成外科分野指導医

臨床研修指導医養成セミナー修了

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

令和元年度第6回看護師特定行為研修指導者講習会修了

皮膚科 小林　忠弘 国民健康保険小松市民病院 医長 16 年 ○ 公益社団法人日本皮膚科学会　皮膚科専門医 031576402 4
公益社団法人日本皮膚科学会　皮膚悪性腫瘍指導専門医

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

平成27年度臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援ｾﾝﾀｰ）受講済



33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等
　　　 別紙４

No.6
病院施設番号：　031576　　　　　　臨床研修病院の名称：国民健康保険　小松市民病院

指導医講習
会等受講経
験　有：○

無：×

資格等
プログラム

番号

備考
１　プログラム責任者

２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医

（指導医）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験

年数

泌尿器科 北川　育秀 国民健康保険小松市民病院 診療部長 30 年 ○ 一般社団法人　日本泌尿器科学会　泌尿器科専門医　 031576402 4
一般社団法人　日本泌尿器科学会　泌尿器科指導医

日本泌尿器内視鏡学会　腹腔鏡手術技術認定医

日本内視鏡外科学会技術認定医（泌尿器腹腔鏡）

一般社団法人　日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

公益社団法人　日本化学療法学会　抗菌化学療法認定医

一般社団法人　日本排尿機能学会　専門医

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

日本アンドロロジー学会評議員

日本泌尿器内視鏡学会　代議員

日本女性骨盤底医学会　理事

日本骨盤臓器脱手術学会　幹事

臨床研修指導医養成ワークショップ（金大）

一般社団法人　医療安全全国共同行動　医療安全管理者養成研修修了

一般社団法人　日本医療経営実践協会　医療経営士2級

一般社団法人　日本医療情報学会　医療情報技師

一般社団法人　日本病院会　診療情報管理士

泌尿器科 加藤　浩章 国民健康保険小松市民病院 担当部長 28 年 ○ 一般社団法人　日本泌尿器科学会　泌尿器科専門医　 031576402 4
一般社団法人　日本泌尿器科学会　泌尿器科指導医　

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

平成30年度臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援センター）受講済

塩化ラジウム(Ra-223)注射液を用いたRI内用療法における適正使用に関する安全取扱講習会修了

産婦人科 岡　　康子 国民健康保険小松市民病院 担当部長 28 年 ○ 公益社団法人　日本産科婦人科学会　産婦人科専門医 031576402 4
一般社団法人　日本専門医機構　産婦人科専門医

公益社団法人　日本産科婦人科学会　産婦人科指導医

石川県医師会　母体保護法指定医師

平成25年度臨床研修指導医養成ワークショップ（金沢医科大）受講済

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

耳鼻咽喉科 西郡   聡 国民健康保険小松市民病院 担当部長 38 年 ○ 一般社団法人　日本アレルギー学会　アレルギー専門医（耳鼻咽喉科） 031576402 4
一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会　耳鼻咽喉科専門医

平成24年度臨床研修指導医養成ワークショップ（金大）受講済

放射線科 赤倉由佳理 国民健康保険小松市民病院 担当部長 31 年 ○ 公益社団法人　日本医学放射線学会　放射線科専門医　 031576402 4
公益社団法人　日本医学放射線学会　放射線診断専門医

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

第157回臨床研修指導医講習会（全国自治体病院協議会）受講済

放射線科 茅橋　正憲 国民健康保険小松市民病院 医長 14 年 ○ 公益社団法人　日本医学放射線学会　放射線診断専門医 031576402 4
第13回臨床研修指導医養成セミナー（富山大学附属病院）受講済

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了



33．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等
　　　 別紙４

No.7
病院施設番号：　031576　　　　　　臨床研修病院の名称：国民健康保険　小松市民病院

指導医講習
会等受講経
験　有：○

無：×

資格等
プログラム

番号

備考
１　プログラム責任者

２　副プログラム責任者
３　研修実施責任者
４　臨床研修指導医

（指導医）

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験

年数

麻酔科 西村  和浩 国民健康保険小松市民病院 担当部長 34 年 ○ 公益社団法人　日本麻酔科学会　麻酔科専門医 031576402 4
日本区域麻酔学会　認定医

平成26年度臨床研修指導医養成ワークショップ（石川県地域医療支援センター）受講済

麻酔科 庄田　佳未 国民健康保険小松市民病院 医長 13 年 ○ 公益社団法人　日本麻酔科学会　麻酔科認定医 031576402 4
公益社団法人　日本麻酔科学会　麻酔科専門医

臨床研修指導医養成セミナー修了

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

病理診断科 辻端亜紀彦 国民健康保険小松市民病院 担当部長 24 年 × 一般社団法人　日本病理学会　病理専門医 031576402 4
一般社団法人　日本病理学会　病理専門医研修指導医

死体解剖資格

公益社団法人　日本臨床細胞学会　細胞診専門医


