
（No.１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３１０２０         臨床研修病院の名称：市立千歳市民病院   

 
 
 
 
 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習会

等の受講経験 

有：○ 

無：× 

資格等 
プログラム番

号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任
者 

３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

外科 福島 剛 市立千歳市民病院 副院長 ３４ ○ 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・認定医・消化器がん外科治療

認定医、日本乳癌学会乳腺認定医、

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、日本医師会認定産業医、

平成 29年度プログラム責任者要請

講習会、指導医講習会修了 

031020101 ３、４ 

内科 伊藤 昭英 市立千歳市民病院 院長 ３６ ○ 日本内科学会認定医、日本内科学

会総合内科専門医、日本呼吸器学

会指導医・専門医、インフェクシ

ョンコントロールドクター、日本

医師会認定産業医、指導医講習会

修了 

031020101 ４ 

内科 竹藪 公洋 市立千歳市民病院 診療部長 ３２ ○ 日本内科学会認定医、日本内

科学会総合内科専門医、日本

呼吸器学会指導医・専門医、

指導医講習会修了 

031020101 ４ 

別紙４ 



 

（No.２） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３１０２０         臨床研修病院の名称：市立千歳市民病院   

 
 
 
 
 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習会

等の受講経験 

有：○ 

無：× 

資格等 
プログラム番

号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任

者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

内科 吉田 貴之 市立千歳市民病院 主任医長 ２０ ○ 日本内科学会認定医、日本内科学

会総合内科専門医、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、札幌医

科大学付属病院臨床研修指導医養

成講習会修了 

031020101 ４ 

内科 國崎 守 市立千歳市民病院 医長 １３ × 日本内科学会認定医、日本医師会

認定産業医 

031020101  

内科 楠 貴之 市立千歳市民病院 医長 ９ × 日本内科学会認定医 031020101  

内科 寳輪 美保 市立千歳市民病院 医師 ５ ×  031020101  

内科 木村 太俊 市立千歳市民病院 医師 ３ × 日本内科学会認定医、日本呼

吸器学会専門医 

031020101  

循環器科 池田 大輔 市立千歳市民病院 診療科長 ２３ ○ 日本循環器学会専門医、日本内科

学会認定医・総合内科専門医、日

本糖尿病学会専門医・研修指導医、

指導医講習会修了 

031020101 ４ 

別紙４ 



 

（No.３） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３１０２０         臨床研修病院の名称：市立千歳市民病院   

別紙４ 



 

（No.４） 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習会

等の受講経験 

有：○ 

無：× 

資格等 
プログラム番

号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任
者 
３ 研修実施責任者 

４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

循環器科 小岩 弘明 市立千歳市民病院 主任医長 ２０ ○ 日本循環器学会専門医、日本内科学会認

定医、日本内科学会総合内科専門医、

FCCSプロバイダー、ACLS-EPプロバイダ

ー、インフェクションコントロールドク

ター、指導医講習会修了 

031020101 ４ 

循環器科 大崎 智史 市立千歳市民病院 医師 ３ ×  031020101  

循環器科 玉槻 大輔 市立千歳市民病院 医師 １ ×  031020101  

消化器科 大久保 俊一 市立千歳市民病院 診療科長 ２９ ○ 日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡

学会専門医、日本消化器内視鏡学会指導医、

日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医・

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、指導医のためのワークショ

ップ 

031020101 ４ 

消化器科 平石 哲也 市立千歳市民病院 主任医長 １６ ○ 日本内科学会認定医、日本消化器内視鏡学会

専門医、日本消化管学会胃腸科指導医・専門

医、日本消化器病学会専門医、日本消化器病

学会指導医、日本ヘリコバクター学会ピロリ

菌感染症認定医、日本がん治療認定医機構が

ん治療認定医、日本肝臓学会肝臓専門医、指

導医講習会修了 

031020101 ４ 

別紙４ 



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３１０２０         臨床研修病院の名称：市立千歳市民病院   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習会

等の受講経験 

有：○ 

無：× 

資格等 
プログラム

番号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任
者 

３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

消化器科 嘉成 悠介 市立千歳市民病院 医長 １５ × 日本内科学会認定医、日本消化器病学会専門医 031020101  

小児科 中本 哲 市立千歳市民病院 診療科長 ２２ ○ 日本小児科学会指導医・専門医、周産期・新生

児医学会蘇生法専門コースインストラクター、

日本アレルギー学会専門医、指導医講習会修了 

031020101 ４ 

小児科 伊東 広臨 市立千歳市民病院 医長 ２２ × 日本小児科学会専門医 031020101  

小児科 原 和也 市立千歳市民病院 医長 １１ × 日本小児科学会専門医 031020101  

外科 安念 和哉 市立千歳市民病院 主任医長 ３３ × 日本外科学会認定医、検診マンモグラフィ読影

認定医 

031020101  

外科 許 理威 市立千歳市民病院 医長 ２４ ○ 日本外科学会専門医、日本外科学会認定医、検

診マンモグラフィ読影認定医、日本がん治療認

定医機構がん治療認定医、インフェクションコ

ントロールドクター、日本消化器外科学会消化

器がん外科治療認定医、第 5回旭川医科大学病

院指導医のための教育ワークショップ 

031020101 ４ 



（No.５） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３１０２０         臨床研修病院の名称：市立千歳市民病院   

 
 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習会

等の受講経験 

有：○ 

無：× 

資格等 
プログラム番

号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任
者 

３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

外科 谷 道夫 市立千歳市民病院 医長 １４ ○ 日本外科学会専門医・認定

医、日本消化器外科学会専門

医、指導医講習会修了 

031020101  

整形外科 神谷 智明 市立千歳市民病院 診療科長 ２０ × 日本整形外科専門医、日本関節

鏡・膝・スポーツ整形外科学会関

節協技術認定医、日本整形外科学

会認定スポーツ医、日本スポーツ

協会スポーツドクター 

031020101  

整形外科 下山 浩平 市立千歳市民病院 医師 ７ ×  031020101  

整形外科 小野 亮 市立千歳市民病院 医師 ４ ×  031020101  

脳神経外

科 

瀧川 修吾 市立千歳市民病院 診療部長 ３８ ○ 日本脳神経外科専門医、日本脳卒

中学会専門医、指導医講習会修了 

031020101 ４ 

脳神経外

科 

松本 亮司 市立千歳市民病院 主任医長 ２９ ○ 日本脳神経外科専門医、日本脊髄

外科学会認定医、第 7 回全国労災

病院臨床研修指導医講習会 

031020101 ４ 

産婦人科 津村 宣彦 市立千歳市民病院 上席医監 ４２ ○ 日本産科婦人科学会専門医、日

本性感染症学会認定医、母体保

護法指定医、指導医講習会修了 

031020101 ４ 

別紙４ 



 

（No.６） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３１０２０         臨床研修病院の名称：市立千歳市民病院   

 
 
 
 
 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習会

等の受講経験 

有：○ 

無：× 

資格等 
プログラム番

号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任
者 
３ 研修実施責任者 

４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

産婦人科 越田 高行 市立千歳市民病院 診療科長 ３２ ○ 日本産科婦人科学会専門医、母体

保護法指定医、第 67回新臨床研修

指導医養成講習会 

031020101 ４ 

産婦人科 菊地 研 市立千歳市民病院 医長 ２７ ○ 日本産科婦人科学会専門医、日本

東洋医学会認定医、第 78回臨床研

修指導医養成講習会 

031020101 ４ 

眼科 田下 亜佐

子 

市立千歳市民病院 診療科長 ２８ ○ 日本眼科学会専門医、視覚障害者

用補装具適合判定医師、指導医講

習会修了 

031020101 ４ 

眼科 練合 かの

こ 

市立千歳市民病院 医師 ４ ×  031020101  

耳鼻咽喉

科 

渡邉 一正 市立千歳市民病院 診療科長 ２７ ○ 日本耳鼻咽喉科学会専門医、日本

耳鼻咽喉科学会補聴器相談医、指

導医講習会修了 

031020101 ４ 

皮膚科 大田 光仁 市立千歳市民病院 診療科長 ２３ ○ 日本皮膚科学会専門医、指導医講

習会修了 

031020101 ４ 

皮膚科 山賀 美紗

子 

市立千歳市民病院 医師 ３ ×  031020101  

別紙４ 



（No.７） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３１０２０         臨床研修病院の名称：市立千歳市民病院   

※ 「担当分野」欄には、様式 10別紙３の臨床研修を行う分野及び病理（ＣＰＣ）を記入すること。 
※ 「所属」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が所属する病院又は施設の名称を記入すること。 
※ 「資格等」欄には、受講した指導医講習会名称や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。 
 ＊研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理する者 
＊臨床研修指導医（指導医）・・・研修医に対する指導を行う医師であり、７年（８４月）以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習会

等の受講経験 

有：○ 

無：× 

資格等 
プログラム

番号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任
者 

３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

泌尿器科 新藤 純理 市立千歳市民

病院 

診療部長 ３３ ○ 日本泌尿器科学会指導医・専門医、日本臨

床腎移植学会認定医、日本腎臓リハビリテ

ーション学会指導士、指導医講習会修了 

031020101 ４ 

泌尿器科 能中 修 市立千歳市民

病院 

診療科長 ３５ ○ 日本泌尿器科学会指導医・専門医、指導医

講習会修了 

031020101 ４ 

麻酔科 塚窪 俊裕 市立千歳市民

病院 

診療科長 ３３ ○ 日本麻酔科学会専門医、指導医講習会修了 031020101 ４ 

麻酔科 

救急部門 

四釜 裕睦 市立千歳市民

病院 

診療科長研主

任医長 

２９ ○ 指導医講習会修了 031020101 ４ 

病理 田中 伸哉 北海道大学大学

院医学研究院医

学院 

病理学講座 

腫瘍病理学教室 

北海道大学大学病院 

医学研究院医学院 

病理学講座 

腫瘍病理学教室 

３５ ○ 病理専門医、細胞診専門医、日本病理学会

指導医講習会 

031020101 ４ 

別紙４ 


