
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：031525         臨床研修病院の名称：  村上総合病院                 

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

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

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

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

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

外科 

ＣＰＣ 

ハヤシ タツヒコ 

林 達彦 村上総合病院 

 

外科部長 33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 031523303 4 

脳神経外科 

コイデ アキラ 

小出 章 村上総合病院 相談役 41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 031523303 3 

産婦人科 

フジマキ タカシ 

藤巻 尚 村上総合病院 

 

副院長 36年 ○ 

日本産婦人科学会専門医・指

導医、臨床研修指導医 031523303 4 

脳神経外科 

救急 

オダ タズヌ 

小田 温 村上総合病院 副院長 34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 031523303 4 

内科 

（消化器） 

スギタニ ソウイチ 

杉谷 想一 村上総合病院 副院長 31年 ○ 

日本内科学会認定医、総合内

科専門医、臨床研修指導医 031523303 4 

内科 

（呼吸器） 

トガシ キヨトモ 

富樫 清朋 村上総合病院 内科部長 37年 × 

日本内科学会認定医 

総合内科専門医 031523303  

内科 

（腎臓） 

チョウ ケンジ 

長 賢治 村上総合病院 内科部長 28年 × 

日本内科学会認定医・指

導医、総合内科専門医 031523303  

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： 031525         臨床研修病院の名称： 村上総合病院                  

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

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

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

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

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

内科 

（循環器） 

オオタキ ケイタ 

大瀧 啓太 村上総合病院 内科部長 21年 × 日本内科学会認定医 031523303  

内科 

（呼吸器） 

ウエノ ヒロシ 

上野 浩志 村上総合病院 内科医長 9年 × 

日本内科学会認定医、日

本呼吸器学会認定専門医 

 

031523303 

 

内科 

（消化器） 

モリタ シンイチ 

森田 真一 村上総合病院 内科医長 7年 ×  031523303  

 

小児科 

ヤマグチ マサヒロ 

山口 正浩 村上総合病院 小児科部長 19年 ○ 日本小児科学会専門医 

 

031523303 

 

4 

 

小児科 

タヤ ミツマサ 

田屋 光将 村上総合病院 小児科医長 8年 × 日本小児科学会認定医 031523303  

外科 

ワタナベ ナオズミ 

渡邊 直純 村上総合病院 外科部長 29年 ○ 

日本外科学会専門医・指導医、日

本消化器外科学会専門・指導医 

 

031523303 

1 

4 

外科 

ホッタ シンノスケ 

堀田 真之介 村上総合病院 外科医長 12年 × 

日本外科学会専門医、消

化器がん外科治療認定医 031523303  

別紙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： 031523            臨床研修病院の名称：村上総合病院                  

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

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

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

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

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

産婦人科 

タニ ヒロミツ 

谷 啓光 村上総合病院 産婦人科部長 38年 × 日本産科婦人科学会専門医 

 

031523303 

 

泌尿器科 

アンドウ タカシ 

安藤 嵩 村上総合病院 泌尿器科部長 15年 × 

日本泌尿器科学会専門医・指

導医、がん治療認定医 

 

031523303 

 

整形外科 

ササキ タロウ 

佐々木 太郎 村上総合病院 整形外科部長 14年 × 日本整形外科学会専門医 

 

031523303 

 

整形外科 

ササゲ ヨウスケ 

捧 陽介 村上総合病院 整形外科医長 10年 × 日本整形外科学会専門医 

 

031523303 

 

麻酔科 

 

ヤジマ サトシ 

矢島 聡 村上総合病院 麻酔科部長 21年 〇 

日本麻酔科学会専門医、ドイツ

麻酔科専門医 031523303 4 

産婦人科 

カナザワ コウジ 

金澤 浩二  村上総合病院 

健診担当診療部長 

産婦人科部長 54年 × 日本産婦人科学会専門医 031523303  

内科 

サイトウリョウイチ 

斎藤 良一 村上総合病院 健診センター長 49年 〇 

日本内科学会認定医、日本医

師会認定産業医 031523303 

 

4 

別紙４ 別紙４ 


