
（No.１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３１３９３   臨床研修病院の名称：社会医療法人 熊谷総合病院                   

 

 

 

 

 

 

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 斎藤 雅彦 熊谷総合病院 部長 ２９年 ○ 

第６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 

平成２５年度プログラム責任者養成講習会受講済 

日本内科学会総合内科専門医 

日本消化器病学会専門医 

031393301 

031393302 
１、４ 

内科 松井 眞理子 熊谷総合病院 医長 ３０年 〇 第７回埼玉協同病院臨床研修指導医講習会受講済 
031393301 

031393302 
４ 

内科 土合 克巳 熊谷総合病院 医長 ２９年 〇 

第８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 

日本内科学会認定内科医 

日本消化器病学会専門医 

031393301 

031393302 
４ 

内科 門野 源一郎 熊谷総合病院 医長 ２６年 〇 第８回埼玉協同病院臨床研修指導医講習会受講済 
031393301 

031393302 
４ 

内科 石川 武志 熊谷総合病院 医長 ２６年 〇 

上尾中央総合病院指導医のための教育ワークショップ受講済 

日本内科学会総合内科専門医 

日本消化器病学会指導医 

031393301 

031393302 
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： ０３１３９３     臨床研修病院の名称：熊谷総合病院                   

 

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 野村 祐介 熊谷総合病院 副医長 １８年 〇 

第７回埼玉協同病院臨床研修指導

医講習会受講済 

日本内科学会総合内科専門医 

日本消化器病学会専門医 

031393301 

031393302 
４ 

内科 五月女 直樹 熊谷総合病院  ４６年 × 

日本内科学会認定内科医 

日本消化器病学会指導医 

日本消化器学病会専門医 

日本超音波学会超音波指導医 

日本超音波学会超音波専門医 

031393301 

031393302 
 

内科 村上 規子 熊谷総合病院  ９年 × 
日本消化器病学会専門医 

日本肝臓学会専門医 

031393301 

031393302 
 

内科 濱田 英明 熊谷総合病院 部長 ２４年 〇 
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 

031393301 

031393302 
４ 

内科 杉山 達夫 熊谷総合病院 副部長 ２９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 

031393301 

031393302 
 

内科 米田 修平 熊谷総合病院  １３年 × 
日本循環器学会認定循環器専門医 

日本内科学会総合内科専門医 

031393301 

031393302 
 

内科 塩田 裕也 熊谷総合病院  １０年 × 日本内科学会認定内科医 
031393301 

031393302 
 

内科 嶺崎 祥平 熊谷総合病院  ９年 × 
日本内科学会総合内科専門医 

日本呼吸器学会呼吸器専門医 

031393301 

031393302 
 

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： ０３１３９３     臨床研修病院の名称：熊谷総合病院                   

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 北 順二 熊谷総合病院 副院長 ３０年 ○ 

第２回獨協医科大学指導医講習会

受講済 

平成２９年度プログラム責任者養

成講習会受講済 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医 

031393301 

031393302 
４ 

外科 平山 信男 熊谷総合病院 部長 ２４年 〇 

第１２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 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医 

031393301 

031393302 
４ 

外科 帖地 憲太郎 熊谷総合病院 副部長 ２４年 × 

日本外科学会外科専門医 

日本外科学会認定医 

日本外科学会指導医 

日本消化器外科学会指導医 

日本消化器外科専門認定医 

日本消化器外科学会消化器がん外

科治療認定医 

031393301 

031393302 
 

外科 中川 彩 熊谷総合病院 医長 １９年 〇 

第１５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 

日本外科学会専門医 

日本乳癌学会乳腺専門医 

031393301 

031393302 
４ 

別紙４ 



 

（No.4） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３１３９３     臨床研修病院の名称：熊谷総合病院                   

 

 
 
 
 

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 横山 将也 熊谷総合病院  ９年 × 日本外科学会専門医 
031393301 

031393302 
 

救 急 部

門・整形外

科 

今野 慎 熊谷総合病院 副院長 ３５年 〇 

第６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 

平成２７年度プログラム責任者

養成講習会受講済 

日本整形外科学会専門医 

日本脊椎脊髄病学会指導医 

031393301 

031393302 
２、４ 

整形外科 太田 秀幸 熊谷総合病院 医長 ３１年 〇 

第 16 回千葉大学卒後臨床研修

指導医養成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講済 

日本整形外科学会専門医 

031393301 

031393302 
４ 

整形外科 伊藤 俊紀 熊谷総合病院 副医長 ２０年 〇 

ＪＡ長野厚生連第８回「研修医

教育のためのワークショップ」

受講済 

日本整形外科学会専門医 

031393301 

031393302 
４ 

整形外科 橋本 健 熊谷総合病院 副医長 １８年 × 

日本整形外科学会専門医 

日本手外科学会認定手外科専門

医 

031393301 

031393302 
 

別紙４ 



（No.5） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３１３９３     臨床研修病院の名称：熊谷総合病院                   

 

 

 

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） 

麻酔科 中村 信一 熊谷総合病院 院長 ３６年 〇 

埼玉医科大学臨床研修指導医講

習会受講済 

平成２８年度プログラム責任者

養成講習会受講済 

日本麻酔科学会専門医 

031393301 

031393302 
４ 

麻酔科 寺山 公栄 熊谷総合病院 医長 ２４年 〇 

埼玉医科大学臨床研修指導医講

習会受講済 

麻酔科指導医・専門医 

031393301 

031393302 
４ 

泌尿器科 川島 清隆 熊谷総合病院 医長 ３５年 〇 

日本泌尿器科学会専門医 

泌尿器科指導医認定医 

泌尿器科専門医認定医 

腹腔鏡下小切開手術施設基準医 

031393301 

031393302 
４ 

産婦人科 佐久間 洋 熊谷総合病院 部長 ３６年 〇 

ＪＡ長野厚生連第６回「研修医

教育のためのワークショップ」

受講済 

日本産科婦人科学会専門医 

031393301 

031393302 
４ 

小児科 赤塚 淳弥 熊谷総合病院 医長 １６年 〇 

第５回埼玉協同病院臨床研修指

導医講習会受講済 

日本小児科学会専門医 

031393301 

031393302 
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： ０３１３９３     臨床研修病院の名称：熊谷総合病院                   

 

 

 

 

 

 

 

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） 

脳神経外科 掛川 徹 熊谷総合病院 医長 ３６年 〇 日本脳神経外科学会専門医 
031393301 

031393302 
４ 

脳神経外科 古川 博規 熊谷総合病院 医長 ２０年 × 日本脳神経外科学会専門医 
031393301 

031393302 
 

救急部門・ 

脳神経外科 
阿部 圭市 熊谷総合病院 医長 １４年 〇 

第２２回東京女子医科大学病院

指導医講習会受講済 

機能的定位脳手術技術認定医 

脳神経外科専門医 

脳卒中専門医 

031393301 

031393302 
４ 

脳神経外科 松本 隆洋 熊谷総合病院  １２年 × 

日本脳神経外科学会認定医 

日本脳神経血管内治療学会専門

医 

031393301 

031393302 
 

皮膚科 春山 護人 熊谷総合病院  １４年 〇 

第１１回産業医科大学病院臨床

研修指導医講習会受講済 

日本皮膚科学会専門医 

031393301 

031393302 
４ 

別紙４ 



 

（No.7） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３１３９３     臨床研修病院の名称：熊谷総合病院                   

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

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

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

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

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習会

等の受講経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 
  （指導医） 

放射線科 湯浅 昌之 熊谷総合病院 部長 ２９年 〇 

石巻赤十字病院臨床研修指導医

養成講習会受講済 

日本医学放射線学会放射線診断

専門医 

031393301 

031393302 
４ 

放射線科 田村 健 熊谷総合病院  １１年 × 

日本放射線腫瘍学会放射線治療

専門医 

日本医学放射線学会放射線治療

専門医 

031393301 

031393302 
 

眼科 河西 雅之 熊谷総合病院 部長 ２４年 × 日本眼科学会専門医 
031393301 

031393302 
 

病理 清水 道生 熊谷総合病院 非常勤 ３９年 × 
日本病理学会認定医 

細胞診指導医 

031393301 

031393302 
 

別紙４ 


