
 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書 
2021年 4月 19 日 

都道府県知事 殿 

 

病院名  埼玉医科大学国際医療センター   

開設者  学校法人 埼玉医科大学      

                                                   理事長 丸 木  清 之    

 

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令（平成１４年厚生労働省令第１５８号）第１２条に基づき、年次報告書を提出いたし

ます。 

また、併せて、同省令第９条に基づき、１．研修プログラムの変更、２．研修プログラムの新設を届け出ます。（研修プログラムを変更する場合には「１．

研修プログラム変更」に、研修プログラムを新設する場合には「２．研修プログラムの新設」に○をつけてください。） 

 

１.基幹型臨床研修病院  ２.協力型臨床研修病院 （報告又は届出を行う臨床研修病院の型の番号に○をつけてください。） 

 

・年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－１－から－５－まで及び別紙１については、臨床研修プログラム検索サイトの画面を印刷したもの（不足する項目は適宜加筆する

こと）等必要な項目がわかるものを代わりに添付していただいても構いません。 

・項目番号１から２５までについては、年次報告において記入してください。 

・研修プログラムの変更・新設の届出の場合は、項目番号２６から３６までについても記入してください。 

 

様式１０ 



 

 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－１－ 

 
病院施設番号：０６６７５１         臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター       
 

記入日：西暦 2021年 4月 19日 

病院施設番号 

（基幹型、協力型記入） 

既に番号を取得している臨床研修病院については

病院施設番号を記入してください。 

 

 

０６６７５１ 

臨床研修病院群の名称 
（基幹型、協力型記入） 

既に臨床研修病院群番号を有している臨

床研修病院群については、番号も記入し

てください。 

名称 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群 

番号 

作成責任者の氏名及び連絡先 

（基幹型、協力型記入） 

本報告書の問合せに対して回答できる作成

責任者について記入してください。 

ﾌﾘｶﾞﾅ    ｲｹﾀﾞ         ﾐﾄﾞﾘ 役職                 

       主任 

（内線    ） 

（直通電話（０４２）９８４―００７９） 

e-mail：imckensh@saitama-med.ac.jp  

（携帯電話のメールアドレスは不可とします。） 

氏名（姓） 

 

      池田 

（名） 

 

    美土里 

１．病院の名称 

（基幹型、協力型記入） 

ﾌﾘｶﾞﾅ   ｻｲﾀﾏｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｺｸｻｲｲﾘｮｳｾﾝﾀｰ 

 

     埼玉医科大学国際医療センター 

２．病院の所在地及び二次医

療圏の名称 

(基幹型・協力型記入) 

〒 ３ ５ ０-１ ２ ９ ８  （ 埼玉 都・道・府・県 ） 

  日高市山根１３９７－１ 

 

電話：（０４２）９８４―４１１１  ＦＡＸ：（０４２）９８４―０４３２ 

二次医療圏 

の名称：   西部 

３．病院の開設者の氏名（法

人の名称） 

(基幹型・協力型記入) 

ﾌﾘｶﾞﾅ  ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ ｻｲﾀﾏｲｶﾀﾞｲｶﾞｸ 

 

     学校法人 埼玉医科大学 

４．病院の開設者の住所（法

人の主たる事務所の所在

地） 

(基幹型・協力型記入) 

〒 ３ ５ ０-１ ２ ９ ８  （ 埼玉 都・道・府・県 ） 

  入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 

 

電話：（０４９）２７６―２１０７  ＦＡＸ：（０４９）２９４―８２２２ 

５．病院の管理者の氏名 

(基幹型・協力型記入) 

ﾌﾘｶﾞﾅ      ｻｴｷ                  ﾄｼｱｷ 

姓 

        佐伯 

名 

      俊昭 

６.研修管理委員会の構成員の氏名

及び開催回数 

（基幹型記入） 

＊ 別紙１に記入 

研修管理委員会のすべての構成員(協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設に所属する者を含む。)について記入してください。 

７．病院群の構成等 

（基幹型記入） 

＊ 別表に記入 

病院群を構成するすべての臨床研修病院、臨床研修協力施設の名称、新規指定の有無、病院群の構成の変更等について記入してください。 

８.病院のホームページアドレス 

（基幹型・協力型記入） https://www.international.saitama-med.ac.jp/ 

 



 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－２－ 
病院施設番号：０６６７５１              臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター     

 ※  

９．医師（研修医を含む。）の員数 

(基幹型・協力型記入) 

 常勤： 302 名、非常勤（常勤換算）： 12.29 名 

計（常勤換算）： 314.3 名、医療法による医師の標準員数： 56.94 名 

＊ 研修医の氏名等について様式３に記入 

１０．救急医療

の提供の実績 
（基幹型・協力型記入） 

救急病院認定の告示  告示年月日：西暦 2019年 9月 20日、告示番号：第 463 号 

医療計画上の位置付け  １．初期救急医療機関 ２．第二次救急医療機関 ３．第三次救急医療機関 

救急専用診療（処置）室の有無   １．有 （ 294.38 ）ｍ２  ０．無 

救急医療の実績  前年度の件数：   4,024  件（うち診療時間外：   1,908 件） 

１日平均件数：    11.0  件（うち診療時間外：    5.2 件） 

救急車取扱件数：   3,835 件（うち診療時間外：     - 件） 

診療時間外の勤務体制  医師： 9 名、看護師及び准看護師： 24 名 

指導を行う者の氏名等  ＊ 別紙４に記入 

救急医療を提供してい

る診療科 

 内科系（１．有 ０．無） 外科系（１．有 ０．無） 小児科（１．有 ０．無） 

その他（ 救命救急センター ） 

１１．医療法上の許可病床数（歯科の病床

数を除く。） 

（基幹型・協力型記入） 

 1.一般：  700 床、2.精神：   0 床、3.感染症：   0 床 

4.結核：   0 床、5.療養：   0 床 

１２．診療科ごとの入院患者・外来患者・

研修医の数 

（基幹型・協力型記入） 

 ＊ 別紙２に記入 

１３．病床の種別ごとの平均在院日数（小数

第二位四捨五入） 

（基幹型・協力型記入） 

 1.一般：   14.0 日、2.精神：   0.0日、3.感染症：   0.0日 

4.結核：   0.0日、5.療養：   0.0日 

１４．前年度の分娩件数 
（基幹型・協力型記入） 

 正常分娩件数：   0 件、異常分娩件数：   0 件 

１５．臨床病理

検討会（ＣＰ

Ｃ）の実施状

況 
（基幹型・協力型記入） 

開催回数  前年度実績：  19   回、今年度見込： 25  回 ※報告・届出病院の主催の 

指導を行う病理医の氏名等  ＊ 別紙４に記入                 下に開催した回数を記載 

剖検数  前年度実績：  20  件、今年度見込： 25  件 

剖検を行う場所  当該医療機関の剖検室 １．有 

０．無 （       ）大学、（      ）病院 
無を選択した場合には、剖検を実施している大学又は病院を記入してください。 

１６．研修医の

ための宿舎及

び研修医室の

有無 
（基幹型・協力型記入） 

研修医の宿舎  １．有（単身用：  39  戸、世帯用：     戸） 

０．無（住宅手当：      円） 
有を選択した場合には、単身用・世帯用に分けて宿舎の戸数を記入してください。 
無を選択した場合には、住宅手当の金額を記入してください。住宅手当の支給が無い場合は、「０」と記入してください。 

研修医室  １．有（  3  室） ０．無 
有を選択した場合には、研修医室の室数を記入してください。 

１７．図書、雑

誌、インター

ネット等が利

用できる環境

及び医学教育

用機材の整備

状況 
（基幹型・協力型記入） 

図書室の広さ  （ 74.060 ）ｍ２ 

医学図書数  国内図書：  630  冊、  国外図書：  370  冊 

医学雑誌数  国内雑誌：  83  種類、国外雑誌：  17  種類 

図書室の利用可能時間   0：00 ～ 24：00    24時間表記 

文献データベース等の 

利用環境 

 edline等の文献データベース（１．有 ０．無）、教育用コンテンツ（１．有 ０．無）、 

その他（ 大学で契約している電子ジャーナルが国内 1,523、国外 1,505種類 ） 

利用可能時間（ 0：00 ～ 24：00 ）24時間表記 

医学教育用機材の整備

状況 

 医学教育用シミュレーター（１．有 ０．無）、 

その他（                           ） 



 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－３－ 
病院施設番号：０６６７５１              臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター     

１８．病歴管理体制 

 (基幹型・協力型記入) 

病歴管理の責任者の氏

名及び役職 

 ﾌﾘｶﾞﾅ      ﾏｷﾀ            ｼｹﾞﾙ 

氏名（姓）     牧田 （名）  茂 

役職    診療情報管理室 室長 

診療に関する諸記録の

管理方法 

 １．中央管理 ２．各科管理 

その他（具体的に：                      ） 

診療録の保存期間  （  20  ）年間保存 

診療録の保存方法  １．文書 ２．電子媒体 

その他（具体的に：  電子媒体・文書保存併用        ） 

１９．医療安全管理体制 

 (基幹型・協力型記入) 

 

 

安全管理者の配置状況 

 

 １．有（   1 名）  ０．無 

有を選択した場合には、安全管理者の人数を記入してください。 

安全管理部門の設置状

況 

 職員：専任（   ８）名、兼任（   5）名 

主な活動内容：インシデントレポートの収集と解析、さらに対応策の検

討と職員への周知活動、安全情報の発信、事故発生時の対応全般、医療

安全に関する職員講習会の開催、マニュアル等の整備。 

患者からの相談に適切

に応じる体制の確保状

況 

 

 

 

 

 患者相談窓口の責任者の氏名等： 

ﾌﾘｶﾞﾅ    ｵｵﾆｼ              ﾋﾃﾞｷ   

氏名（姓）  大西 （名）  秀樹 

役職       患者支援センター センター長 

対応時間（ 8：30 ～ 17：00  ）24時間表記 

患者相談窓口に係る規約の有無： １．有 ０．無 

 医療に係る安全管理の

ための指針の整備状況 

 １．有 ０．無 

指針の主な内容：医療安全対策に関する基本姿勢ならびに方針を明文化 

している。 

 医療に係る安全管理委

員会の開催状況 

 年（ 12 ）回 

活動の主な内容：院内で発生した重大インシデント、医療安全関連イン

ディケータ、全死亡症例の検討、下部委員会からの報告の検討や上申に

対する回答の審議など。 

 医療に係る安全管理の

ための職員研修の実施

状況 

 年（ 2 ）回 

研修の主な内容：医療に係る安全管理、院内感染対策、医薬品の安全使

用、医療機器の安全使用のための研修会を開催し、更に医療安全に関す

る e-learningを実施している。いずれも受講は必須である。 

 医療機関内における事

故報告等の医療に係る

安全の確保を目的とし

た改善のための方策 

 医療機関内における事故報告等の整備： １．有 ０．無 

その他の改善のための方策の主な内容：予期しない合併症が発生した場

合は、根本原因分析を行う。また、安全管理部門による安全巡回あるい

は部署単位の相互安全巡回により問題点を抽出し改善策を立案、実施、

評価を行っている。また、e-ラーニングと電子カルテメールを用いた安

全情報の職員への周知、全職員参加講習会の開催、セーフティーマネー

ジャー会議を通じ各部署への指導、情報伝達などを実施している。 

２０．前年度に臨床研修を修了又は中断した研修医の数 

(基幹型・協力型記入) 

 修了：   5   名 

中断：   0   名 

２１．現に受け入れている研修医の数 

(基幹型・協力型記入) 

  前々年度 前年度 当該年度 

 １ 年  5  4 5 

 ２ 年 12  5 4 

２２．受入可能定員 

(基幹型・協力型記入) 

許可病床数（歯科の病床

数を除く。）から算出 

 許可病床数（  700  ）床÷１０＝（  70  ）名 

患者数から算出  年間入院患者数（ 16,006 ）人÷１００＝（ 160 ）名 

２３. 当該病院からの医師派遣実績 

 

※募集定員を変更する場合は、別紙５も提出すること。 

 

 

 

 

 ○ 派遣実績              募集定員加算 

       名                  名 

※ 募集定員加算の人数は、報告・届出年度の翌年度の募集定員を算出 

する際に用いる医師派遣等の加算人数を記入すること。（記入要領 25

を参照） 

○地域医療対策協議会等の意向の把握（ 有 ・  無 ） 

※ 該当する方を○で囲むこと。 
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病院施設番号：０６６７５１              臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター     
項目 25までについては,報告時に必ず記入してください。 ※  

２４.精神保健福祉士、作業療法士その他診療要員の配

置状況 

(基幹型・協力型記入) 

精神科の研修を行う臨床研修病院については記入してください。 

 1.精神保健福祉士：   0 名（常勤：  0 名、非常勤：  0 名） 

2.作業療法士：    21 名（常勤：  21 名、非常勤：  0 名） 

3.臨床心理技術者：   1 名（常勤：  1 名、非常勤：  0 名） 

9.その他の精神科技術職員： 

              0 名（常勤：   0名、非常勤：  0 名） 

２５．第三者評価の受審状況 

（基幹型記入） 

 １．有（評価実施機関名：日本医療機能評価機構(2020年 9月 24-26日）、 

     NPO法人卒後臨床研修評価機構(2020年 1月 27日）、 

Joint Commission International(2018年 1月 15-19日、5月 23-25 日)) 

０．無 

有を選択した場合には、評価実施機関名及び直近の受審日を記入してください。 

※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて以下の内容につ

いても記入してください。 

２６．研修プログラムの名称 

(基幹型・協力型記入) 

プログラム番号は、既にプログラム番号を取得されている場合に記入してください。 

  研修プログラムの名称：埼玉医科大学 3病院自由選択プログラム 

 

プログラム番号：           

２７．研修医の募集定員 

 (基幹型記入) 

 １年次： 12  名、２年次： 12 名 

２８．研修医の募集及び採用の

方法 

 (基幹型記入) 

 

研修プログラムに関す

る問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ       ｲｹﾀﾞ             ﾐﾄﾞﾘ 

氏名（姓）  

         池田 

（名） 

       美土里 

所属            役職 

         臨床研修センター         主任 

 

電話：（042）984 ― 0079  ＦＡＸ：（042）984 ― 0594 

 

e-mail：imckensh@saitama-med.ac.jp                         

 

URL：http:// www.saitama-med.ac.jp/kokusai/kenshu         

資料請求先  住所 

〒 ３ ５ ０-１ ２ ９ ８（ 埼玉  都・道・府・県 ） 

  日高市山根１３９７－１ 

担当部門 

 

臨床研修センター 

 

担当者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  ｲｹﾀﾞ          ﾐﾄﾞﾘ 

姓 

    池田 

名 

     美土里 

 

電話：（042）984 ― 0079  ＦＡＸ：（042）984 ― 0594 

 

e-mail：imckensh@saitama-med.ac.jp                         

 
URL：http:// www.saitama-med.ac.jp/kokusai/kenshu         

募集方法  １．公募 

２．その他（具体的に：                   ） 

応募必要書類 

（複数選択可） 

 １．履歴書、２．卒業(見込み)証明書、３．成績証明書、 

４．健康診断書、５．その他（具体的に：  申込書     ） 

選考方法 

（複数選択可） 

 １．面接 

２．筆記試験 

その他（具体的に：                    ） 

募集及び選考の時期 

 

 募集時期： 7 月 1 日頃から 

選考時期： 8 月 1 日頃から 

マッチング利用の有無  １．有 ０．無 
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病院施設番号：０６６７５１              臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター     
※研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて以下の内容についても記入してください。 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

(基幹型記入) 

  概要：＊ 別紙３に記入 

（作成年月日：西暦 2021 年 4 月 19日） 

３０．プログラム責任者の氏名等（副プログラム責任者

が配置されている場合には、その氏名等） 

(基幹型記入) 

＊ プログラム責任者の履歴を様式２に記入 

＊ 副プログラム責任者が配置されている場合にあっ

ては、副プログラム責任者の履歴を様式２に記入 

 （プログラム責任者） 

ﾌﾘｶﾞﾅ      ﾏｼﾓ             ﾕﾐ 

氏名（姓） 

        真下 

氏名（名） 

       由美 

所属        役職 

   地域医療科      准教授 

（副プログラム責任者） 

１．有（  1  名） ０．無 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    

(基幹型記入) 

すべての臨床研修指導医等(協力型臨床研修病院に所属する臨床研修指導医及び臨

床研修協力施設に所属する臨床研修の指導を行う者を含む。)について氏名等を記入

してください。 

 ＊ 別紙４に記入 

３２．インターネットを用いた評価システム  １．有（ EPOC ・その他（   ） ） ０．無 

３３．研修開始時期 

(基幹型、地域密着型記入) 

 西暦 2022 年 4 月 1 日 

３４．研修医の処遇 

(基幹型・協力型記入) 

処遇の適用 
(基幹型臨床研修病院は、２に○を

つけて、以下の各項目について記入

してください。) 

 １．基幹型臨床研修病院と同一の処遇とする。 

１を選択した場合には、以下の研修医の処遇の項目については、記入不要です。 

２．病院独自の処遇とする。 

常勤・非常勤の別  １．常勤 ２．非常勤 

研修手当  一年次の支給額（税込み） 

基本手当／月（ 250,000 円） 

賞与／年（   500,000 円） 

二年次の支給額（税込み） 

基本手当／月（ 250,000 円） 

賞与／年（   500,000 円） 

時間外手当： １．有 ０．無   

休日手当 ： １．有 ０．無 

勤務時間  基本的な勤務時間（  8：30  ～  17：30  ）24時間表記 

休憩時間（  12：00  ～  13：00       ） 

時間外勤務の有無：１．有 ０．無 

休暇  有給休暇（１年次： 10 日、２年次： 11 日） 

夏季休暇（１．有 ０．無） 

年末年始（１．有 ０．無）  

その他休暇（具体的に：  就業規程に準ずる    ） 

当直  回数（約 4 回／月） 

研修医の宿舎（再掲）  １．有（単身用：  39  戸、世帯用：     戸） 

０．無（住宅手当：      円） 
有を選択した場合には、単身用・世帯用に分けて宿舎の戸数を記入してください。 

無を選択した場合には、住宅手当の金額を記入してください。住宅手当の支給が無い場合は、「０」と記

入してください。 

研修医室（再掲）  １．有（  3  室） ０．無 

有を選択した場合には、研修医室の室数を記入してください。 

社会保険・労働保険  公的医療保険（ 日本私立学校振興・共済事業団         ） 

公的年金保険（ 日本私立学校振興・共済事業団         ） 

労働者災害補償保険法の適用（１．有 ０．無）、 

国家・地方公務員災害補償法の適用（１．有 ０．無） 

雇用保険（１．有 ０．無） 

健康管理  健康診断（年  2  回）  

その他（具体的に ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ・B型肝炎ﾜｸﾁﾝ接種 ） 

医師賠償責任保険の扱

い 

 病院において加入（１．する ０．しない） 

個人加入（１．強制 ０．任意） 

外部の研修活動  学会、研究会等への参加：１．可 ０．否 

学会、研究会等への参加費用支給の有無：１．有 ０．無 

３５．研修医手帳 (基幹型記入)  １．有 ０．無 

３６．連携状況 (基幹型記入)  ＊ 様式６に記入 

※欄は、記入しないこと。 

 



 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－４－ 
 

病院施設番号：０６６７５１              臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター     
項目 25までについては,報告時に必ず記入してください。 ※  

２４.精神保健福祉士、作業療法士その他診療要員の配

置状況 

(基幹型・協力型記入) 

精神科の研修を行う臨床研修病院については記入してください。 

 1.精神保健福祉士：   0 名（常勤：  0 名、非常勤：  0 名） 

2.作業療法士：    21 名（常勤：  21 名、非常勤：  0 名） 

3.臨床心理技術者：   1 名（常勤：  1 名、非常勤：  0 名） 

9.その他の精神科技術職員： 

              0 名（常勤：   0名、非常勤：  0 名） 

２５．第三者評価の受審状況 

（基幹型記入） 

 １．有（評価実施機関名：日本医療機能評価機構(2020年 9月 24-26日）、 

     NPO法人卒後臨床研修評価機構(2020年 1月 27日）、 

Joint Commission International(2018年 1月 15-19日、5月 23-25 日)) 

０．無 

有を選択した場合には、評価実施機関名及び直近の受審日を記入してください。 

※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて以下の内容につ

いても記入してください。 

２６．研修プログラムの名称 

(基幹型・協力型記入) 

プログラム番号は、既にプログラム番号を取得されている場合に記入してください。 

  研修プログラムの名称：埼玉医科大学国際医療センター 

研究マインド育成自由選択プログラム 

 

プログラム番号：           

２７．研修医の募集定員 

 (基幹型記入) 

 １年次： 2  名、２年次： 2 名 

２８．研修医の募集及び採用の

方法 

 (基幹型記入) 

 

研修プログラムに関す

る問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ       ｲｹﾀﾞ             ﾐﾄﾞﾘ 

氏名（姓）  

         池田 

（名） 

       美土里 

所属            役職 

         臨床研修センター         主任 

 

電話：（042）984 ― 0079  ＦＡＸ：（042）984 ― 0594 

 

e-mail：imckensh@saitama-med.ac.jp                         

 

URL：http:// www.saitama-med.ac.jp/kokusai/kenshu         

資料請求先  住所 

〒 ３ ５ ０-１ ２ ９ ８（ 埼玉  都・道・府・県 ） 

  日高市山根１３９７－１ 

担当部門 

 

臨床研修センター 

 

担当者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  ｲｹﾀﾞ          ﾐﾄﾞﾘ 

姓 

    池田 

名 

     美土里 

 

電話：（042）984 ― 0079  ＦＡＸ：（042）984 ― 0594 

 

e-mail：imckensh@saitama-med.ac.jp                         

 
URL：http:// www.saitama-med.ac.jp/kokusai/kenshu         

募集方法  １．公募 

２．その他（具体的に：                   ） 

応募必要書類 

（複数選択可） 

 １．履歴書、２．卒業(見込み)証明書、３．成績証明書、 

４．健康診断書、５．その他（具体的に：  申込書     ） 

選考方法 

（複数選択可） 

 １．面接 

２．筆記試験 

その他（具体的に：                    ） 

募集及び選考の時期 

 

 募集時期： 7 月 1 日頃から 

選考時期： 8 月 1 日頃から 

マッチング利用の有無  １．有 ０．無 



 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－５－ 

病院施設番号：０６６７５１              臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター     
※研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて以下の内容についても記入してください。 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

(基幹型記入) 

  概要：＊ 別紙３に記入 

（作成年月日：西暦 2021 年 4 月 19日） 

３０．プログラム責任者の氏名等（副プログラム責任者

が配置されている場合には、その氏名等） 

(基幹型記入) 

＊ プログラム責任者の履歴を様式２に記入 

＊ 副プログラム責任者が配置されている場合にあっ

ては、副プログラム責任者の履歴を様式２に記入 

 （プログラム責任者） 

ﾌﾘｶﾞﾅ      ｺﾀｼﾞﾏ           ﾌﾄｼ 

氏名（姓） 

        古田島 

氏名（名） 

       太 

所属        役職 

   集中治療科       教授 

（副プログラム責任者） 

１．有（  1  名） ０．無 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    

(基幹型記入) 

すべての臨床研修指導医等(協力型臨床研修病院に所属する臨床研修指導医及び臨

床研修協力施設に所属する臨床研修の指導を行う者を含む。)について氏名等を記入

してください。 

 ＊ 別紙４に記入 

３２．インターネットを用いた評価システム  １．有（ EPOC ・その他（   ） ） ０．無 

３３．研修開始時期 

(基幹型、地域密着型記入) 

 西暦 2022 年 4 月 1 日 

３４．研修医の処遇 

(基幹型・協力型記入) 

処遇の適用 
(基幹型臨床研修病院は、２に○を

つけて、以下の各項目について記入

してください。) 

 １．基幹型臨床研修病院と同一の処遇とする。 

１を選択した場合には、以下の研修医の処遇の項目については、記入不要です。 

２．病院独自の処遇とする。 

常勤・非常勤の別  １．常勤 ２．非常勤 

研修手当  一年次の支給額（税込み） 

基本手当／月（ 250,000 円） 

賞与／年（   500,000 円） 

二年次の支給額（税込み） 

基本手当／月（ 250,000 円） 

賞与／年（   500,000 円） 

時間外手当： １．有 ０．無   

休日手当 ： １．有 ０．無 

勤務時間  基本的な勤務時間（  8：30  ～  17：30  ）24時間表記 

休憩時間（  12：00  ～  13：00       ） 

時間外勤務の有無：１．有 ０．無 

休暇  有給休暇（１年次： 10 日、２年次： 11 日） 

夏季休暇（１．有 ０．無） 

年末年始（１．有 ０．無）  

その他休暇（具体的に：  就業規程に準ずる    ） 

当直  回数（約 4 回／月） 

研修医の宿舎（再掲）  １．有（単身用：  39  戸、世帯用：     戸） 

０．無（住宅手当：      円） 
有を選択した場合には、単身用・世帯用に分けて宿舎の戸数を記入してください。 

無を選択した場合には、住宅手当の金額を記入してください。住宅手当の支給が無い場合は、「０」と記

入してください。 

研修医室（再掲）  １．有（  3  室） ０．無 

有を選択した場合には、研修医室の室数を記入してください。 

社会保険・労働保険  公的医療保険（ 日本私立学校振興・共済事業団         ） 

公的年金保険（ 日本私立学校振興・共済事業団         ） 

労働者災害補償保険法の適用（１．有 ０．無）、 

国家・地方公務員災害補償法の適用（１．有 ０．無） 

雇用保険（１．有 ０．無） 

健康管理  健康診断（年  2  回）  

その他（具体的に ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ・B型肝炎ﾜｸﾁﾝ接種 ） 

医師賠償責任保険の扱

い 

 病院において加入（１．する ０．しない） 

個人加入（１．強制 ０．任意） 

外部の研修活動  学会、研究会等への参加：１．可 ０．否 

学会、研究会等への参加費用支給の有無：１．有 ０．無 

３５．研修医手帳 (基幹型記入)  １．有 ０．無 

３６．連携状況 (基幹型記入)  ＊ 様式６に記入 

※欄は、記入しないこと。 

 



 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－４－ 
 

病院施設番号：０６６７５１              臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター     
項目 25までについては,報告時に必ず記入してください。 ※  

２４.精神保健福祉士、作業療法士その他診療要員の配

置状況 

(基幹型・協力型記入) 

精神科の研修を行う臨床研修病院については記入してください。 

 1.精神保健福祉士：   0 名（常勤：  0 名、非常勤：  0 名） 

2.作業療法士：    21 名（常勤：  21 名、非常勤：  0 名） 

3.臨床心理技術者：   1 名（常勤：  1 名、非常勤：  0 名） 

9.その他の精神科技術職員： 

              0 名（常勤：   0名、非常勤：  0 名） 

２５．第三者評価の受審状況 

（基幹型記入） 

 １．有（評価実施機関名：日本医療機能評価機構(2020年 9月 24-26日）、 

     NPO法人卒後臨床研修評価機構(2020年 1月 27日）、 

Joint Commission International(2018年 1月 15-19日、5月 23-25 日)) 

０．無 

有を選択した場合には、評価実施機関名及び直近の受審日を記入してください。 

※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて以下の内容につ

いても記入してください。 

２６．研修プログラムの名称 

(基幹型・協力型記入) 

プログラム番号は、既にプログラム番号を取得されている場合に記入してください。 

  研修プログラムの名称：埼玉医科大学国際医療センター 

特設外科系プログラム 

 

プログラム番号：           

２７．研修医の募集定員 

 (基幹型記入) 

 １年次： 2  名、２年次： 2 名 

２８．研修医の募集及び採用の

方法 

 (基幹型記入) 

 

研修プログラムに関す

る問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ       ｲｹﾀﾞ             ﾐﾄﾞﾘ 

氏名（姓）  

         池田 

（名） 

       美土里 

所属            役職 

         臨床研修センター         主任 

 

電話：（042）984 ― 0079  ＦＡＸ：（042）984 ― 0594 

 

e-mail：imckensh@saitama-med.ac.jp                         

 

URL：http:// www.saitama-med.ac.jp/kokusai/kenshu         

資料請求先  住所 

〒 ３ ５ ０-１ ２ ９ ８（ 埼玉  都・道・府・県 ） 

  日高市山根１３９７－１ 

担当部門 

 

臨床研修センター 

 

担当者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  ｲｹﾀﾞ          ﾐﾄﾞﾘ 

姓 

    池田 

名 

     美土里 

 

電話：（042）984 ― 0079  ＦＡＸ：（042）984 ― 0594 

 

e-mail：imckensh@saitama-med.ac.jp                         

 
URL：http:// www.saitama-med.ac.jp/kokusai/kenshu         

募集方法  １．公募 

２．その他（具体的に：                   ） 

応募必要書類 

（複数選択可） 

 １．履歴書、２．卒業(見込み)証明書、３．成績証明書、 

４．健康診断書、５．その他（具体的に：  申込書     ） 

選考方法 

（複数選択可） 

 １．面接 

２．筆記試験 

その他（具体的に：                    ） 

募集及び選考の時期 

 

 募集時期： 7 月 1 日頃から 

選考時期： 8 月 1 日頃から 

マッチング利用の有無  １．有 ０．無 



 

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書－５－ 

病院施設番号：０６６７５１              臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター     
※研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて以下の内容についても記入してください。 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

(基幹型記入) 

  概要：＊ 別紙３に記入 

（作成年月日：西暦 2021 年 4 月 19日） 

３０．プログラム責任者の氏名等（副プログラム責任者

が配置されている場合には、その氏名等） 

(基幹型記入) 

＊ プログラム責任者の履歴を様式２に記入 

＊ 副プログラム責任者が配置されている場合にあっ

ては、副プログラム責任者の履歴を様式２に記入 

 （プログラム責任者） 

ﾌﾘｶﾞﾅ     ｻｶｸﾞﾁ           ﾋﾛｿﾞｳ 

氏名（姓） 

        坂口 

氏名（名） 

      浩三 

所属        役職 

    呼吸器外科      准教授 

（副プログラム責任者） 

１．有（  1  名） ０．無 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    

(基幹型記入) 

すべての臨床研修指導医等(協力型臨床研修病院に所属する臨床研修指導医及び臨

床研修協力施設に所属する臨床研修の指導を行う者を含む。)について氏名等を記入

してください。 

 ＊ 別紙４に記入 

３２．インターネットを用いた評価システム  １．有（ EPOC ・その他（   ） ） ０．無 

３３．研修開始時期 

(基幹型、地域密着型記入) 

 西暦 2022 年 4 月 1 日 

３４．研修医の処遇 

(基幹型・協力型記入) 

処遇の適用 
(基幹型臨床研修病院は、２に○を

つけて、以下の各項目について記入

してください。) 

 １．基幹型臨床研修病院と同一の処遇とする。 

１を選択した場合には、以下の研修医の処遇の項目については、記入不要です。 

２．病院独自の処遇とする。 

常勤・非常勤の別  １．常勤 ２．非常勤 

研修手当  一年次の支給額（税込み） 

基本手当／月（ 250,000 円） 

賞与／年（   500,000 円） 

二年次の支給額（税込み） 

基本手当／月（ 250,000 円） 

賞与／年（   500,000 円） 

時間外手当： １．有 ０．無   

休日手当 ： １．有 ０．無 

勤務時間  基本的な勤務時間（  8：30  ～  17：30  ）24時間表記 

休憩時間（  12：00  ～  13：00       ） 

時間外勤務の有無：１．有 ０．無 

休暇  有給休暇（１年次： 10 日、２年次： 11 日） 

夏季休暇（１．有 ０．無） 

年末年始（１．有 ０．無）  

その他休暇（具体的に：  就業規程に準ずる    ） 

当直  回数（約 4 回／月） 

研修医の宿舎（再掲）  １．有（単身用：  39  戸、世帯用：     戸） 

０．無（住宅手当：      円） 
有を選択した場合には、単身用・世帯用に分けて宿舎の戸数を記入してください。 

無を選択した場合には、住宅手当の金額を記入してください。住宅手当の支給が無い場合は、「０」と記

入してください。 

研修医室（再掲）  １．有（  3  室） ０．無 

有を選択した場合には、研修医室の室数を記入してください。 

社会保険・労働保険  公的医療保険（ 日本私立学校振興・共済事業団         ） 

公的年金保険（ 日本私立学校振興・共済事業団         ） 

労働者災害補償保険法の適用（１．有 ０．無）、 

国家・地方公務員災害補償法の適用（１．有 ０．無） 

雇用保険（１．有 ０．無） 

健康管理  健康診断（年  2  回）  

その他（具体的に ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ・B型肝炎ﾜｸﾁﾝ接種 ） 

医師賠償責任保険の扱

い 

 病院において加入（１．する ０．しない） 

個人加入（１．強制 ０．任意） 

外部の研修活動  学会、研究会等への参加：１．可 ０．否 

学会、研究会等への参加費用支給の有無：１．有 ０．無 

３５．研修医手帳 (基幹型記入)  １．有 ０．無 

３６．連携状況 (基幹型記入)  ＊ 様式６に記入 

※欄は、記入しないこと。 

 



7．病院群の構成等 別表

基幹型又は地域密着型病院の名称（所在都道府県）：埼玉医科大学国際医療センター　（埼玉県）

所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規 名称 定員

西部
埼玉県 川越比企

埼玉医科大学病院
(病院施設番号:030144） 埼玉県 さいたま

社会福祉法人シナプス
埼玉精神神経センター
(病院施設番号:034239)

埼玉医科大学3病院自由選
択プログラム

12

埼玉県 川越比企
埼玉医科大学
総合医療センター
(病院施設番号:030138)

沖縄県 宮古
医療法人沖縄徳洲会
宮古島徳洲会病院
(病院施設番号:033295)

埼玉医科大学国際医療セ
ンター研究マインド育成
自由選択プログラム

2

長野県 松本
社会医療法人財団慈泉会
相澤病院
(病院施設番号:030349)

埼玉県 北部
特定医療法人俊仁会
埼玉よりい病院
(病院施設番号:034471)

埼玉医科大学国際医療セ
ンター特設外科系プログ
ラム

2

埼玉県 南西部
独立行政法人国立病院機構
埼玉病院
(病院施設番号:030139)

埼玉県 川越比企
医療法人心和会
ゆずの木台クリニック
(病院施設番号:034501)

埼玉県 さいたま
さいたま市立病院
(病院施設番号:030126) 埼玉県 西部

医療法人社団輔正会
岡村記念クリニック
(病院施設番号:034503)

埼玉県 北部
社会医療法人　熊谷総合病院

(病院施設番号:031393) 埼玉県 川越比企
医療法人刀仁会
坂戸中央病院
(病院施設番号:041127)

埼玉県 利根
社会医療法人社団 埼玉巨樹の会

新久喜総合病院
(病院施設番号:110001)

埼玉県 秩父
医療法人花仁会　秩父病院
(病院施設番号:041128)

埼玉県 利根
社会医療法人壮幸会
行田総合病院
(病院施設番号:040066)

埼玉県 西部
社会医療法人東明会　原田病
院
(病院施設番号:041222)

埼玉県 西部
独立行政法人国立病院機構
西埼玉中央病院
(病院施設番号:030140)

埼玉県 川越比企
医療法人社団シャローム
シャローム病院
(病院施設番号:076737)

埼玉県 川越比企
小川赤十字病院
(病院施設番号:030800) 埼玉県 秩父

秩父市立病院
(病院施設番号:096578)

栃木県 両毛
日本赤十字社栃木県支部
足利赤十字病院
(病院施設番号:030109)

埼玉県 さいたま
医療法人慈正会
丸山記念総合病院
(病院施設番号:096699)

神奈川県 横浜
横浜市立市民病院
(病院施設番号:030254) 埼玉県 西部

医療法人慈桜会　瀬戸病院
(病院施設番号：036384)

新潟県 中越
医療法人立川メディカルセンター

立川綜合病院
(病院施設番号:030307)

愛媛県 松山
医療法人ゆうの森
たんぽぽクリニック
 (病院施設番号：035243)

群馬県 太田・館林 追加
SUBARU健康保険組合
太田記念病院
(病院施設番号:030965)

埼玉県 川越比企
在宅療養支援診療所
HAPPINESS館クリニック
(病院施設番号:189019）

埼玉県 北部 追加
埼玉県立循環器・呼吸器病セ
ンター
(病院施設番号:031394)

埼玉県 西部 追加
社会福祉法人京悠会
葵クリニック
(病院施設番号:　　　　　)

新規

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 川越比企

埼玉医科大学訪問看護ステー
ション
(病院施設番号:034497)

研修プログラム

埼玉医科大学国際医療
センター
(病院施設番号:066751)

埼玉県

基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設



所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規 名称 定員

研修プログラム基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 川越比企

社会福祉法人埼玉医療福祉会
光の家療育センター
(病院施設番号:034498)

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 さいたま

日本赤十字社
埼玉県赤十字血液センター
(病院施設番号:041126)

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 南部

埼玉県南部保健所
(病院施設番号:033760）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 南西部

埼玉県朝霞保健所
(病院施設番号:032631）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 東部

埼玉県春日部保健所
(病院施設番号:033337）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 東部

埼玉県草加保健所
(病院施設番号:066528）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 さいたま

さいたま市保健所
(病院施設番号:033963）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 県央

埼玉県鴻巣保健所
(病院施設番号:066517）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 川越比企

埼玉県東松山保健所
(病院施設番号:034472）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 川越比企

埼玉県坂戸保健所
(病院施設番号:041124）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 川越比企

川越市保健所
(病院施設番号:034470）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 西部

埼玉県狭山保健所
(病院施設番号:033302）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 利根

埼玉県加須保健所
(病院施設番号:066521）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 利根

埼玉県幸手保健所
(病院施設番号:066523）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 北部

埼玉県熊谷保健所
(病院施設番号:066520）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 北部

埼玉県本庄保健所
(病院施設番号:066519）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 秩父

埼玉県秩父保健所
(病院施設番号:066518）

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 東部

越谷市保健所
(病院施設番号:168152）

埼玉医科大学国際医療
センター
(病院施設番号:066751)

埼玉県



所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規
所在都道府

県
二次医療圏

追加・
削除

名称 新規 名称 定員

研修プログラム基幹型又は地域密着型病院 協力型病院 臨床研修協力施設

(病院施設番号:　　　　　)
埼玉県 南部

川口市保健所
(病院施設番号:189000）

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、地域密着型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

埼玉医科大学国際医療
センター
(病院施設番号:066751)

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

相澤病院：長野県の中核を担う病院である。総合内科診療を行っており、豊富な症例数や多くの指導医を有している。埼玉医科大学国際医療センターでの研修を補完するのに適している。
埼玉医科大学国際医療センターと連携しての研修医教育を行っており、密な教育連携をはかることができる。
足利赤十字病院：栃木県の中核を担い、急性期医療並びに全人的医療等の経験が可能であり、豊富な症例数や多くの指導医を有している。精神科と他科の協力など、当院の初期研修を補完
するのに特に有益と考えられる特徴を有している。
横浜市立市民病院：神奈川県の中核を担い、豊富な症例数や多くの指導医を有している。母子医療センターを有し、年間分娩数は1000を超え、埼玉医科大学国際医療センターでの初期研修
を補完するのに適していると考えられる。
立川綜合病院：新潟県の中核を担い、急性期医療並びに全人的医療等の経験が可能である。生殖医療センターを有し、埼玉医科大学国際医療センターではカバーしていない領域の研修を行
うことができる。
太田記念病院：群馬県南東部の中核病院である。豊富な症例を経験でき、多くの指導医を有している。地域に根差した総合的診療を提供しており、埼玉医科大学国際医療センターでの研修
を補完するのに適している。
宮古島徳洲会病院：へき地・離島等を含めた医師不足地域における地域医療研修であるため。
たんぽぽクリニック：医師不足地域における地域医療研修であるため。

埼玉県



別紙1
(No．1)

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数(令和 3 年度開催回数 3 回)

　病院施設番号：066751　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

フリガナ サエキ トシアキ

姓 佐伯 名 俊昭

フリガナ ハヤシ タケシ

姓 林 名 健

フリガナ コタジマ フトシ

姓 古田島 名 太

フリガナ サカグチ ヒロゾウ

姓 坂口 名 浩三

フリガナ マシモ ユミ

姓 真下 名 由美

フリガナ ナカノ シンタロウ

姓 中埜 名 信太郎

フリガナ ツジタ ミキ

姓 辻田 名 美紀

フリガナ スズキ タカアキ

姓 鈴木 名 孝明

フリガナ オカモト コウジュン

姓 岡本 名 光順

フリガナ カワイ ノブタカ

姓 川井 名 信孝

フリガナ クリタ ヒロキ

姓 栗田 名 浩樹

フリガナ スダ ユウコ

姓 須田 名 裕子

埼玉医科大学国際医療センター 准教授 プログラム責任者
臨床研修指導医

氏名 所属

准教授 副プログラム責任者
臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター 副院長 臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター 副院長

教授 プログラム責任者
臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター 准教授 プログラム責任者
臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター 教授 副プログラム責任者
臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター

埼玉医科大学国際医療センター

副院長 臨床研修指導医埼玉医科大学国際医療センター

役職 備考

埼玉医科大学国際医療センター 病院長 臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター 院長補佐 研修管理委員長、研修実施責任者、
副プログラム責任者、臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター 副院長 臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター 副院長



別紙1
(No．2)

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数(令和 3 年度開催回数 3 回)

　病院施設番号：066751　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

氏名 所属 役職 備考

フリガナ ネモト マナブ

姓 根本 名 学

フリガナ フルヤ ダイスケ

姓 古屋 名 大典

フリガナ マキノ ヨシノリ

姓 牧野 名 好倫

フリガナ タジ ヨシタダ

姓 田地 名 功忠

フリガナ ヤマモト トシマサ

姓 山元 名 敏正

フリガナ キザキ マサヒロ

姓 木崎 名 昌弘

フリガナ ヤマモト トモキヨ

姓 山本 名 智清

フリガナ カミマキ イサム

姓 上牧 名 勇

フリガナ カンキ ヒデアキ

姓 神吉 名 秀明

フリガナ サイトウ マサヒコ

姓 斎藤 名 雅彦

フリガナ シダ カオル

姓 信太 名 薫

フリガナ カワシマ ケンジ

姓 川嶋 名 賢司

埼玉医科大学国際医療センター 薬剤部部長

研修実施責任者
臨床研修指導医

教授埼玉医科大学病院

埼玉医科大学国際医療センター 中央検査部技師長

社会医療法人社団　埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

統括診療部長 研修実施責任者
臨床研修指導医

社会医療法人壮幸会
行田総合病院

理事長 研修実施責任者

教授 臨床研修指導医

さいたま市立病院 循環器内科部長 研修実施責任者
臨床研修指導医

医療法人　熊谷総合病院 部長　 研修実施責任者
臨床研修指導医

社会医療法人財団慈泉会
相澤病院

卒後臨床研修センター長 研修実施責任者
臨床研修指導医

独立行政法人国立病院機構
埼玉病院

小児・周産期母子センター部長 研修実施責任者
臨床研修指導医

埼玉医科大学総合医療センター 教授 研修実施責任者

埼玉医科大学国際医療センター 院長補佐 臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター



別紙1
(No．3)

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数(令和 3 年度開催回数 3 回)

　病院施設番号：066751　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

氏名 所属 役職 備考

フリガナ ハシモト コウイチ

姓 橋本 名 浩一

フリガナ アキヤマ ユウジ

姓 秋山 名 雄次

フリガナ ムロヒサ トシミツ

姓 室久 名 俊光

フリガナ ナカザト トモノリ

姓 仲里 名 朝周

フリガナ オカベ マサアキ

姓 岡部 名 正明

フリガナ ナガノ タクロウ

姓 長野 名 拓郎

フリガナ フジイ シンヤ

姓 藤井 名 真也

フリガナ オオハタ マサヒコ

姓 大畑 名 昌彦

フリガナ マルキ ツトム

姓 丸木 名 努

フリガナ ミヤギ カズフミ

姓 宮城 名 和史

フリガナ フジタ ナオキ

姓 藤田 名 尚己

フリガナ スズキ マサオ

姓 鈴木 名 將夫

医療法人心和会
ゆずの木台クリニック

院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

医療法人沖縄徳洲会
宮古島徳洲会病院

院長 研修実施責任者

特定医療法人俊仁会
埼玉よりい病院

院長 研修実施責任者

医療法人立川メディカルセンター
立川綜合病院

病院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

社会福祉法人シナプス
埼玉精神神経センター

副院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

埼玉県立循環器・呼吸器病セン
ター

医長 研修実施責任者
臨床研修指導医

医療法人慈正会
丸山記念総合病院

副院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

日本赤十字社　栃木県支部
足利赤十字病院

院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

横浜市立市民病院 血液内科長 研修実施責任者
臨床研修指導医

SUBARU健康保険組合
太田記念病院

部長　 研修実施責任者
臨床研修指導医

独立行政法人国立病院機構
西埼玉中央病院

副院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

日本赤十字社　小川赤十字病院 副院長 研修実施責任者
臨床研修指導医



別紙1
(No．4)

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数(令和 3 年度開催回数 3 回)

　病院施設番号：066751　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

氏名 所属 役職 備考

フリガナ オカムラ ユイマ

姓 岡村 名 維摩

フリガナ カトウ マサヤ

姓 加藤 名 雅也

フリガナ サカイ ケンイチ

姓 坂井 名 謙一

フリガナ ハラダ ヨシアキ

姓 原田 名 佳明

フリガナ スキガラ ミノル

姓 鋤柄 名 実

フリガナ カトウ ヒサシ

姓 加藤 名 寿

フリガナ セト ヒロシ

姓 瀬戸 名 裕

フリガナ ナガイ ヤスノリ

姓 永井 名 康徳

フリガナ サイキ ミノル

姓 齋木 名 実

フリガナ デグチ イチロウ

姓 出口 名 一郎

フリガナ フクダ ユウコ

姓 福田 名 祐子

フリガナ スズキ イクコ

姓 鈴木 名 郁子

医療法人慈桜会
瀬戸病院

理事長 研修実施責任者
臨床研修指導医

医療法人社団シャローム
シャローム病院

病院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

秩父市立病院 臨床研修管理室長 研修実施責任者
臨床研修指導医

社会医療法人東明会
原田病院

研修実施責任者
臨床研修指導医

社会医療法人刀仁会
坂戸中央病院

副院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

医療法人花仁会
秩父病院

副院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

医療法人社団輔正会
岡村記念クリニック

院長 研修実施責任者
臨床研修指導医

医療法人ゆうの森
たんぽぽクリニック

理事長 研修実施責任者

埼玉医科大学訪問看護ステーショ
ン

管理者 研修実施責任者

社会福祉法人埼玉医療福祉会
光の家療育センター

施設長 研修実施責任者
臨床研修指導医

社会福祉法人埼玉医療福祉会
在宅療養支援診療所HAPPINESS館ク
リニック

管理者 研修実施責任者

社会福祉法人京悠会
葵クリニック

院長 研修実施責任者
臨床研修指導医



別紙1
(No．5)

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数(令和 3 年度開催回数 3 回)

　病院施設番号：066751　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

氏名 所属 役職 備考

フリガナ ナカガワ コウイチロウ

姓 中川 名 晃一郎

フリガナ カセ カツイチ

姓 加瀨 名 勝一

フリガナ ユオ アキラ

姓 湯尾 名 明

フリガナ タナカ ヨシアキ

姓 田中 名 良明

フリガナ ナガムネ ミユキ

姓 長棟 名 美幸

フリガナ コサカ タカヒロ

姓 小坂 名 高洋

フリガナ ヒラノ ヒロカズ

姓 平野 名 宏和

フリガナ タナベ ヒロヨシ

姓 田邊 名 博義

フリガナ ヤマカワ ヒデオ

姓 山川 名 英夫

フリガナ ナカヤマ ユキ

姓 中山 名 由紀

フリガナ ナカヤマ ユキ

姓 中山 名 由紀

フリガナ ナカジマ マモル

姓 中島 名 守

日本赤十字社
埼玉県赤十字血液センター

所長 研修実施責任者

埼玉県南部保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県朝霞保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県春日部保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県草加保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県鴻巣保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県東松山保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県坂戸保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県狭山保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県加須保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県幸手保健所 所長 研修実施責任者

埼玉県熊谷保健所 所長 研修実施責任者



別紙1
(No．6)

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数(令和 3 年度開催回数 3 回)

　病院施設番号：066751　　　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

氏名 所属 役職 備考

フリガナ オオタ ヒロマサ

姓 太田 名 浩将

フリガナ ヤナギサワ ダイスケ

姓 柳澤 名 大輔

フリガナ ニシダ ミチヒロ

姓 西田 名 道弘

フリガナ マルヤマ ヒロシ

姓 丸山 名 浩

フリガナ ハラ シゲル

姓 原 名 繁

フリガナ オカモト コウジ

姓 岡本 名 浩二

フリガナ モリモト ヨシヒロ

姓 森本 名 義博

フリガナ コマイ ミノル

姓 駒井 名 実

フリガナ カネコ マコト

姓 金子 名 誠

フリガナ イケザワ トシユキ

姓 池澤 名 敏幸

フリガナ タケヒサ ヒデオ

姓 武久 名 秀夫

フリガナ イケダ ミドリ

姓 池田 名 美土里

埼玉県本庄保健所 医員 研修実施責任者

埼玉県秩父保健所 所長 研修実施責任者

さいたま市保健所 所長 研修実施責任者

川越市保健所 所長 研修実施責任者

越谷市保健所 所長 研修実施責任者

埼玉医科大学国際医療センター 事務部次長 事務局

埼玉医科大学国際医療センター 主任 事務局

川口市保健所 所長 研修実施責任者

社会保険診療報酬支払基金
埼玉支部

医療顧問 有識者
臨床研修指導医

埼玉医科大学国際医療センター 院長補佐
事務部長

事務部門責任者

埼玉県日高市健康推進部
保健相談センター

所長 有識者

埼玉西部消防局 救急課長 有識者



 

１２．診療科ごとの入院患者・外来患者の数           既に番号を取得している臨床研修病院については病院施設番号を記入してください。 

臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター 

病院施設番号：０６６７５１ 

区   分 

内 
 

科 

救
急
部
門 

外 
 

科 

麻
酔
科
（
部
門
） 

小 

児 

科 

産
婦
人
科 

 

精 

神 

科 

病院で定めた必修

科目の診療科 

その他の研修を行う診療

科 

又は 

   

耳
鼻
咽
喉
科 

皮
膚
科 

泌
尿
器
科 

放
射
線
科
・
放

射
線
腫
瘍
科
・

核
医
学
科 

産 

科 

婦
人
科 

年間入院患者実数 
（）内は救急件数又は分娩件数 

4,406 
876 

(4,024) 
6,559 0 515 

0 

（0） 

0 

（0） 
1,036 0    764 411 1,191 0 

年間新外来患者数 3,434 1,320 4,846 4 330 0 0 658 39    667 239 624 194 

１日平均外来患者数 
（ ）内は年間外来診療日数 

187.1 

(293) 

8.7 

(365) 

269.5 

(293) 

3.2 

(293) 

19.0 

(293) 

0 

（0） 

0 

（0） 

59.8 

（293） 

5.7 

（293） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

42.8 

（293） 

10.8 

（293） 

34.3 

（293） 

71.8 

（293） 

平均在院日数 15.6 16.2 14.1 0.0 21.9 0.0 0.0 9.3 0.0    15.1 4.5 9.4 0.0 

常勤医師数 

（うち臨床研修指導医（指導医）

数） 

71 

(35) 

16 

(10) 

95 

(40) 

18 

(5) 

13 

（7） 

 

（ ） 

 

（ ） 

14 

（4） 

1 

（1） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

11 

（4） 

6 

（2） 

7 

（4） 

20 

(7) 

※ 「年間入院患者実数」とは、申請年度の前々年度の繰越患者数に申請年度の前年度中における新入院患者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数」とは、申請年度の前年度中に来

院した外来患者のうち、初診料を算定した患者数とすること。「１日平均外来患者数」とは、年間外来患者延数÷年間外来診療日数による数（小数第二位を四捨五入）とすること。「病院

で定めた必修科目の診療科」欄等が足りない場合には、続紙（様式自由）に記載し添付すること。「救急件数」及び「分娩件数」とは、１１．の救急医療の実績の前年度の件数及び１５．

の正常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。 

※ 「内科」とは、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修科目の内科分野の研修を行う診療科であり、「外科」とは、心臓血管外科、呼吸器

外科、脳外科等を含めた広義の外科のうち基本研修科目の外科分野の研修を行う診療科であること。 

※ 基幹型指定申請においては、内科及び救急部門に係る患者の症例リストを添付すること。(様式任意)

別紙 ２ 



 

１２．診療科ごとの入院患者・外来患者の数           既に番号を取得している臨床研修病院については病院施設番号を記入してください。 

区   分 

その他の研修を行う診療科  

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科 

病
理
診
断
科 

整
形
外
科 

眼
科 

形
成
外
科 

臨
床
検
査 

          

合 
 

計 

 

年間入院患者実数 
（）内は救急件数又は分娩件数 

0 0 202 0 46 0           16,006 

年間新外来患者数 7 0 436 0 15 0           12,813 

１日平均外来患者数 
（ ）内は年間外来診療日数 

3.2 

（293） 

0.0 

（293） 

10.3 

（293） 

0.0 

（293） 

4.0 

（293） 

0.0 

（293） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

 

平均在院日数 0.0 0.0 12.8 0.0 16.1 0.0            

常勤医師数 

（うち臨床研修指導医（指導医）

数） 

4 

（3） 

7 

（3） 

4 

（2） 

0 

（0） 

5 

（1） 

1 

（1） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

293 

(129) 

※ 「年間入院患者実数」とは、申請年度の前々年度の繰越患者数に申請年度の前年度中における新入院患者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数」とは、申請年度の前年度中に来

院した外来患者のうち、初診料を算定した患者数とすること。「１日平均外来患者数」とは、年間外来患者延数÷年間外来診療日数による数（小数第二位を四捨五入）とすること。「病院

で定めた必修科目の診療科」欄等が足りない場合には、続紙（様式自由）に記載し添付すること。「救急件数」及び「分娩件数」とは、１１．の救急医療の実績の前年度の件数及び１５．

の正常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。 

※ 「内科」とは、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修科目の内科分野の研修を行う診療科であり、「外科」とは、心臓血管外科、呼吸器

外科、脳外科等を含めた広義の外科のうち基本研修科目の外科分野の研修を行う診療科であること。 

※ 基幹型指定申請においては、内科及び救急部門に係る患者の症例リストを添付すること。(様式任意)

別紙 ２ 



 

１２．診療科ごとの研修医の数                既に番号を取得している臨床研修病院については病院施設番号を記入してください。 

（ ４ 年度分） 
臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター  

病院施設番号：０６６７５１ 

基幹型病院名 担当分野 1～ 
4週 

5～ 
8週 

9～ 
12週 

13～
16週 

17～
20週 

21～
24週 

25～
28週 

29～
32週 

33～
36週 

37～
40週 

41～
44週 

45～
48週 

49～
52週 

埼玉医科大学国際医療センター 内科 16 9 4 2 3 2 1 1 0 1 1 2 0 

埼玉医科大学病院 内科 0 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 

埼玉医科大学総合医療センター 内科 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

 内科合計 16 12 8 6 7 5 5 4 3 4 3 4 3 

埼玉医科大学国際医療センター 救急部門 0 2 3 5 3 0 2 2 2 1 1 1 1 

埼玉医科大学病院 救急部門 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 

埼玉医科大学総合医療センター 救急部門 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

西埼玉中央病院 救急部門 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 

 救急部門合計 0 3 3 6 4 3 3 5 4 2 1 1 1 

埼玉医科大学国際医療センター 麻酔科 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

埼玉医科大学病院 麻酔科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

埼玉医科大学総合医療センター 麻酔科 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 麻酔科合計 0 2 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 

埼玉医科大学国際医療センター 外科 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 1 2 

埼玉医科大学病院 外科 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

埼玉医科大学総合医療センター 外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 外科合計 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 1 4 

埼玉医科大学国際医療センター 精神科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

埼玉医科大学病院 精神科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

埼玉医科大学総合医療センター 精神科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 精神科合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

※ 申請年度の次年度分、次々年度分を別葉で作成すること。 

※ 「基幹型病院名」欄には、当該病院が申請年度の次年度又は次々年度に研修医を受け入れる基幹型病院の名称及びそのプログラムにおける自病院の担当分野をすべて記入し（自病院が

基幹型病院の場合は、自病院を一番上に記入すること）、基幹型病院及び担当分野ごとに各週に受け入れる研修医の延人数（研修期間４週について１人とすること）を記入すること。また、

複数の基幹型病院の研修医を受け入れる担当分野がある場合には、その担当分野ごとの合計を記入すること。 

※ 「担当分野」欄には、内科、救急部門、地域医療、外科、麻酔科、小児科、産婦人科及び精神科のみを記入し、選択科については記入しないこと。ただし、一般外来については、他科

との並行研修ではなく、単独で実施する場合に限り記入すること。 

※  担当分野が選択科目の場合は、受け入れる研修医の延人数は、受け入れ予定の最大数を記入すること。 

 



 

１２．診療科ごとの研修医の数                既に番号を取得している臨床研修病院については病院施設番号を記入してください。 

（ ５ 年度分） 
臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター  

病院施設番号：０６６７５１ 

基幹型病院名 担当分野 1～ 
4週 

5～ 
8週 

9～ 
12週 

13～
16週 

17～
20週 

21～
24週 

25～
28週 

29～
32週 

33～
36週 

37～
40週 

41～
44週 

45～
48週 

49～
52週 

埼玉医科大学国際医療センター 内科 16 9 4 2 3 2 1 1 0 1 1 2 0 

埼玉医科大学病院 内科 0 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 

埼玉医科大学総合医療センター 内科 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

 内科合計 16 12 8 6 7 5 5 4 3 4 3 4 3 

埼玉医科大学国際医療センター 救急部門 0 1 3 4 2 0 3 3 2 1 1 1 1 

埼玉医科大学病院 救急部門 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 

埼玉医科大学総合医療センター 救急部門 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

西埼玉中央病院 救急部門 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

 救急部門合計 2 2 3 6 4 3 3 5 4 2 1 1 1 

埼玉医科大学国際医療センター 麻酔科 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

埼玉医科大学病院 麻酔科 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

埼玉医科大学総合医療センター 麻酔科 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 麻酔科合計 0 2 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 

埼玉医科大学国際医療センター 外科 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 2 

埼玉医科大学病院 外科 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

埼玉医科大学総合医療センター 外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 外科合計 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1 3 1 4 

埼玉医科大学国際医療センター 精神科 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

埼玉医科大学病院 精神科 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

埼玉医科大学総合医療センター 精神科 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 



 

 精神科合計 2 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 1 

※ 申請年度の次年度分、次々年度分を別葉で作成すること。 

※ 「基幹型病院名」欄には、当該病院が申請年度の次年度又は次々年度に研修医を受け入れる基幹型病院の名称及びそのプログラムにおける自病院の担当分野をすべて記入し（自病院が

基幹型病院の場合は、自病院を一番上に記入すること）、基幹型病院及び担当分野ごとに各週に受け入れる研修医の延人数（研修期間４週について１人とすること）を記入すること。また、

複数の基幹型病院の研修医を受け入れる担当分野がある場合には、その担当分野ごとの合計を記入すること。 

※ 「担当分野」欄には、内科、救急部門、地域医療、外科、麻酔科、小児科、産婦人科及び精神科のみを記入し、選択科については記入しないこと。ただし、一般外来については、他科

との並行研修ではなく、単独で実施する場合に限り記入すること。 

※  担当分野が選択科目の場合は、受け入れる研修医の延人数は、受け入れ予定の最大数を記入すること。 

 

 



 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：              
病院施設番号：０６６７５１      臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター      

臨床研修病院群番号：         臨床研修病院群名：埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群   

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。 
１．研修プログラムの名称 埼玉医科大学国際医療センター3病院自由選択プログラム 

２．研修プログラムの特色 高度医療を提供する一方、急性期病院としても多数の救急患者を受け

入れている当院の恵まれた研修環境を最大限に生かし、プライマリ・

ケアや全人的医療の臨床研修を行うとともに、大学病院および総合医

療センターを中心とした協力型臨床研修病院でも臨床研修を積める

ように策定したプログラムであり、幅広く総合的な診療能力を身につ

けることを特色としている。 

３．臨床研修の目標の概

要 

厚生労働省の示した「医師としての人格をかん養し、将来の専門とす

る分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識し

つつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾患に適切に対応

できるよう、基本的な診療能力を身につける」という研修理念に基づ

いた到達目標、経験すべき症候、疾病・病態を 2年間のローテーショ

ンにおいて達成することを目標とする。 

４．研修期間 （  ２   ）年 （原則として、「２年」と記入してください。） 

 備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。 

研修後、3年以上の専門研修が可能。 

臨床研修修了後に専門医取得を目的とする者を専攻医（助教）として

採用（任期及び通算在任期間は原則 4年以内）。 

５．臨床研修を行う分野 
 

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間） 

＊ 同一の研修分野について複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適宜欄を分割してすべての病

院又は施設の名称（病院施設番号）を記入してください。 

＊ 研修期間は、研修分野ごとに週単位で記入してください。各研修分野におけるプログラムの詳細は

備考欄に記入してください。 

＊ 選択科目については、その診療科を選択した場合の病院又は施設等を記入してください。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

内科 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

24週 

0週 

030144 埼玉医科大学病院 
2週 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

030349 
社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院 

0週 

030139 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院 

030126 さいたま市立病院 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

110001 
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 

040066 
社会医療法人壮幸会 

行田総合病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

別紙３ 



 

 

030800 日本赤十字社 小川赤十字病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

031394 
埼玉県立 

循環器・呼吸器病センター 

救急部門 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

12週  

 

030144 埼玉医科大学病院 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

地域医療 

033295 
医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院 

8週 
一般外来  4週 

 
在宅診療 0.5週 

034471 
特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院 

034501 
医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック 

034503 
医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック 

041127 医療法人刀仁会坂戸中央病院 

041128 医療法人花仁会秩父病院 

041222 社会医療法人東明会原田病院 

076737 
医療法人社団シャローム 

シャローム病院 

096578 秩父市立病院 

036384 医療法人慈桜会瀬戸病院 

035243 
医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック 

189019 
社会福祉法人埼玉医療福祉会 

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS館クリニック 

 
社会福祉法人京悠会 

葵クリニック 

外科 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

4週 

0週 

030144 埼玉医科大学病院 
0.5-1週 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

 0週 

110001 
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 

040066 
社会医療法人壮幸会 

行田総合病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

031394 
埼玉県立 

循環器・呼吸器病センター 

小児科 

030144 埼玉医科大学病院 

4週 

 0.5-1週 
030138 埼玉医科大学総合医療センター 

030139 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院 
  0週 



 

 

030126 さいたま市立病院 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030254 横浜市立市民病院 

030307 
医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

産婦人科 

030144 埼玉医科大学病院 

4週 

 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

030126 さいたま市立病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030254 横浜市立市民病院 

030307 
医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院 

精神科 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

4週 

 

030144 埼玉医科大学病院 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

 

034239 
社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

病院で

定めた

必修 

科目 

導入研修 066751 埼玉医科大学国際医療センター 4週 0週 

選択 

科目 
自由選択 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

40週 

 

030144 埼玉医科大学病院 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

034239 
社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター 

030349 
社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院 

030139 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院 

030126 さいたま市立病院 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

110001 
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 

040066 
社会医療法人壮幸会 

行田総合病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 



 

 

030800 日本赤十字社 小川赤十字病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030254 横浜市立市民病院 

030307 
医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

031394 
埼玉県立 

循環器・呼吸器病センター 

033295 
医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院 

034471 
特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院 

034501 
医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック 

034503 
医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック 

041127 医療法人刀仁会坂戸中央病院 

041128 医療法人花仁会秩父病院 

041222 社会医療法人東明会原田病院 

076737 
医療法人社団シャローム 

シャローム病院 

096578 秩父市立病院 

096699 
医療法人慈正会 

丸山記念総合病院 

036384 医療法人慈桜会瀬戸病院 

035243 
医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック 

189019 
社会福祉法人埼玉医療福祉会 

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS館クリニック 

 
社会福祉法人京悠会 

葵クリニック 

保健・医療行政 034497 埼玉医科大学訪問看護ステーション 

034498 
社会福祉法人埼玉医療福祉会 

光の家療育センター 

041126 
日本赤十字社 

埼玉県赤十字血液センター 

033760 埼玉県南部保健所 

032631 埼玉県朝霞保健所 

033337 埼玉県春日部保健所 

066528 埼玉県草加保健所 

033963 さいたま市保健所 

066517 埼玉県鴻巣保健所 

034472 埼玉県東松山保健所 

041124 埼玉県坂戸保健所 

034470 川越市保健所 



 

 

033302 埼玉県狭山保健所 

066521 埼玉県加須保健所 

066523 埼玉県幸手保健所 

066520 埼玉県熊谷保健所 

066519 埼玉県本庄保健所 

066518 埼玉県秩父保健所 

168152 越谷市保健所 

189000 川口市保健所 

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低○週 ※原則として、52 週以上行うことが望ましい。  

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大○週 ※原則として、12週以内であること。ただしへき地・離島診療所等の研修期間が含まれる場合はこの限りでは無い。 

1.1 年目の最初の 4 週はオリエンテーションを兼ねた導入研修を埼玉医科大学国際医療セン

ターの診療科において行う。 

2.必修分野として内科 24週、救急部門 12週、産婦人科 4週、小児科 4週、外科 4週、精神

科 4週を研修する。救急部門の研修は麻酔科 4週（上限）と救急 8週の組み合わせも可能

とする。 

3.地域医療研修（一般外来研修 4週を含む）として、離島を含む当院指定の地域医療機関（臨

床研修協力施設）で 8週間研修をする。 

4.導入研修以外の 1年目の研修における診療科は、埼玉医科大学国際医療センター並びに協

力型臨床研修病院（一部、診療科の指定あり）から選択することができる。2 年目の自由

選択研修の 40 週は、到達目標達成や将来を見据えて、埼玉医科大学国際医療センターの

みならず協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設より選択することができる。2 年次の最

後の 4週は埼玉医科大学国際医療センターの診療科にて研修する。 

5.臨床研修協力施設での研修開始は 2年次以降とする。 

臨床研修協力施設での研修期間は最大 12 週とする。但し、へき地・離島診療所等の研修

期間が含まれる場合はこの限りではない。 

6.2年間の研修期間のうち 52週以上（地域医療、保健・医療行政での研修期間（上限 12週）

含む）を基幹型臨床研修病院において研修を行う。 

7.CPCは埼玉医科大学国際医療センター並びに協力型臨床研修病院で実施する。 

8.一般外来研修は内科（総合診療含む）、外科、小児科、地域医療において実施する。 

9.自由選択研修は臨床研修病院群の内科（総合診療含む）、外科、救急、小児科、産婦人科、

精神科、放射線科、麻酔科、泌尿器科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、形成外科、耳鼻

科、感染症科、緩和医療科、眼科、病理、リハビリ、検査、集中治療、地域医療（在宅医

療含む）、訪問診療、保健・医療行政等を実施する。 

 

研修管理委員会は研修医が希望したローテーションを確認して必修分野などを達成しうる

か検討し、自由選択研修の期間を利用して達成できるように指導する。 



 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5 

                                                 
 

 

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科 

  
3 

                                               
 

 

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科 

         
3 

                                        
 

 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
導入研修 12 12 12 12 

            
 

                                 
 

 
埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
内科 

    
7 7 7 7 4 4 4 4 

    
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

    
1 1 1 1 1 1 1 1 

      
 

 
埼玉医科大学病院 
(030144) 

内科     3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

埼玉医科大学総合医療センター 
(030138) 

内科 
            

1 1 1 1 1 1 1 1 
                        

1 1 1 1 1 1 1 1 

社会医療法人財団慈泉会 
相澤病院(030349) 

内科                         1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1     

独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
内科                     1 1 1 1 1 1 1 1                 1 1 1 1 1 1 1 1 

さいたま市立病院 
(030126) 

内科             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             1 1 1 1 1 1 1 1     

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
内科         1 1 1 1 1 1 1 1                                     

社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
内科                 1 1 1 1 1 1 1 1                             

社会医療法人壮幸会 
行田総合病院（040066） 

内科                                     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
内科                                                     

日本赤十字社 
小川赤十字病院（030800） 

内科                                                     

日本赤十字社 
足利赤十字病院（030109） 

内科             1 1 1 1                                     

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.2) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
内科 

                            
1 1 1 1 1 1 1 1 

              
 

 
埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
内科  

                                           
1 1 1 1 1 1 1 1 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
救急     1 1 1 1 4 4 4 4 6 6 6 6 4 4 4 4     5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1         1 1 1 1 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

救急 
    

1 1 1 1 
            

2 
       

1 1 1 1 
    

1 1 1 1 
          

 
 

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
救急                     1 1 1 1         1 1 1 1                 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

産婦人科 
                            

1 1 1 1 
                

1 1 1 1 

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
産婦人科                 1 1 1 1                 1 1 1 1             

さいたま市立病院 
(030126) 

産婦人科 
                                    

1 1 1 1 
          

 
 

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
産婦人科                                     1 1 1 1 1 1 1 1         

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
産婦人科                 1 1 1 1         1 1 1 1                     

横浜市立市民病院 
(030254) 

産婦人科                                             1 1 1 1     

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
産婦人科                     1 1 1 1                     1 1 1 1     

埼玉医科大学病院 
(030144) 

小児科                         1 1 1 1                 1 1 1 1     

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
小児科                     1 1 1 1                 1 1 1 1 1 1 1 1     

独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
小児科                                                     

さいたま市立病院 
(030126) 

小児科                                 1 1 1 1                 

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
小児科                                                     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
小児科                                         1 1 1 1         

 

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.3) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
小児科                     1 1 1 1         1 1 1 1                 

横浜市立市民病院 
(030254) 

小児科                                                 1 1 1 1 

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
小児科                         1 1 1 1                     1 1 1 1 

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 小児科                                                     

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
外科                     1 1 1 1         1 1 1 1     3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

外科                                 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
外科                                                     

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
外科                                                     

社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
外科                                     1 1 1 1             

社会医療法人壮幸会 

行田総合病院（040066） 
外科                                                 1 1 1 1 

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
外科                                                     

埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
外科                                                     

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.4) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
精神科 

                    
1 1 1 1 

                          
 

 
埼玉医科大学病院 
(030144) 

精神科 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
            

1 1 1 1 1 1 1 1 
    

1 1 1 1 
          

 
 

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
精神科 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1                     1 1 1 1             

社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター（034239） 
精神科 

                                                  
 

 
日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
精神科                         1 1 1 1                         

医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院(033295) 
地域医療 1 1 1 1 1 1 1 1 

    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                          
 

 
特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院(034471) 
地域医療                                                     

医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック(034501) 
地域医療 

                                                  
 

 
医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック（034503） 
地域医療             1 1 1 1             1 1 1 1                     

医療法人刀仁会 

坂戸中央病院（041127） 
地域医療                             1 1 1 1 1 1 1 1                 

医療法人花仁会 

秩父病院（041128） 
地域医療                                                     

医療法人東明会原田病院

（041222） 
地域医療                                                     

医療法人社団シャローム 

シャローム病院（076737） 
地域医療         1 1 1 1         1 1 1 1         1 1 1 1                 

秩父市立病院 
（096578） 

地域医療             1 1 1 1                                     

医療法人慈桜会 
瀬戸病院（036384） 

地域医療         2 2 2 2                         1 1 1 1             

医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック（035243） 
地域医療 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1                                     

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS 館クリニック（189019） 
地域医療 1 1 1 1             1 1 1 1         1 1 1 1                     

社会福祉法人京悠会 
葵クリニック（      ） 

地域医療                             1 1 1 1                     

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.5) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
自由選択 4 4 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 

    
4 4 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7 11 11 11 11 12 12 12 12 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

自由選択 
    

1 1 1 1 
    

1 1 1 1 
    

1 1 1 1 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 
  

 
 

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
自由選択 2 2 2 2 1 1 1 1     1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2     1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1         

社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター（034239） 
自由選択 

                                                  
 

 
社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院(030349) 
自由選択                                                     

独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
自由選択 

                
1 1 1 1 1 1 1 1 

                          
 

 
さいたま市立病院 
(030126) 

自由選択 1 1 1 1 1 1 1 1                                             

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
自由選択 

                                                  
 

 
社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
自由選択                                                     

社会医療法人壮幸会 

行田総合病院（040066） 
自由選択                                                     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
自由選択                                                     

日本赤十字社 

小川赤十字病院（030800） 
自由選択                                                     

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
自由選択                                                     

横浜市立市民病院 
(030254) 

自由選択                                                     

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
自由選択                                                     

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
自由選択                                                     

埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
自由選択                                                     

医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院(033295) 
自由選択                                                     

 

 



 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.6) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院(034471) 
自由選択                                                                                                        

医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック(034501) 
自由選択                                                                                                        

医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック（034503） 
自由選択                                                     

医療法人刀仁会 

坂戸中央病院（041127） 
自由選択                                                                                                        

医療法人花仁会 

秩父病院（041128） 
自由選択                                                     

医療法人東明会原田病院

（041222） 
自由選択                                                                                                        

医療法人社団シャローム 

シャローム病院（076737） 
自由選択                                                     

秩父市立病院 
（096578） 

自由選択                                                                                                        

医療法人慈正会 

丸山記念総合病院（096699） 
自由選択                                                     

医療法人慈桜会 
瀬戸病院（036384） 

自由選択                                                     

医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック（035243） 
自由選択                                                     

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS 館クリニック（189019） 
自由選択                                                     

社会福祉法人京悠会 
葵クリニック（      ） 

自由選択                                                     

埼玉医科大学訪問看護ステ

ーション（034497） 
自由選択                                                     

社会福祉法人埼玉医療福祉会 

光の家療育センター（034498） 
自由選択             1 1 1 1                                     

日本赤十字社 

埼玉県赤十字血液センター（041126） 
自由選択                                                     

埼玉県南部保健所 
（033760） 

自由選択                                                     

埼玉県朝霞保健所 
（032631） 

自由選択                                                     

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.7) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

埼玉県春日部保健所 
（033337） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県草加保健所 
（066528） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県鴻巣保健所 
（066517） 

自由選択                                                     

埼玉県東松山保健所 
（034472） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県坂戸保健所 
（041124） 

自由選択                                                     

埼玉県狭山保健所 
（033302） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県加須保健所 
（066521） 

自由選択                                                     

埼玉県幸手保健所 
（066523） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県熊谷保健所 
（066520） 

自由選択                                                     

埼玉県本庄保健所 
（066519） 

自由選択                                                     

埼玉県秩父保健所 
（066518） 

自由選択                                                     

さいたま市保健所 
（033963） 

自由選択                                                     

川越市保健所 
（034470） 

自由選択                                                     

越谷市保健所 
（168152） 

自由選択                                                     

川口市保健所 
（189000） 

自由選択                                                     

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 



 

 

031394２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：              
病院施設番号：０６６７５１      臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター      

臨床研修病院群番号：         臨床研修病院群名：埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群   

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。 
１．研修プログラムの名称 埼玉医科大学国際医療センター研究マインド育成自由選択プログラム 

２．研修プログラムの特色 研究マインドを持った研修医が大学院履修をしながら臨床研修を行

うためのプログラムである。内容は埼玉医科大学 3病院自由選択プロ

グラムと同じであるが、初期研修と大学院修学を両立させるためには

2年間の積極的な研鑽が必要となる。臨床研修と大学院を同時期に学

べるが、あくまでも臨床研修が優先されるため、大学院の講義につい

ては夜間開講の中継講義やｅラーニングなどを利用することになる。 

３．臨床研修の目標の概

要 

厚生労働省の示した「医師としての人格をかん養し、将来の専門とす

る分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識し

つつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾患に適切に対応

できるよう、基本的な診療能力を身につける」という研修理念に基づ

いた到達目標、経験すべき症候、疾病・病態を 2年間のローテーショ

ンにおいて達成することを目標とする。 

４．研修期間 （  ２   ）年 （原則として、「２年」と記入してください。） 

 備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。 

研修後、3年以上の専門研修が可能。 

臨床研修修了後に専門医取得を目的とする者を専攻医（助教）として

採用（任期及び通算在任期間は原則 4年以内）。 

５．臨床研修を行う分野 
 

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間） 

＊ 同一の研修分野について複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適宜欄を分割してすべての病

院又は施設の名称（病院施設番号）を記入してください。 

＊ 研修期間は、研修分野ごとに週単位で記入してください。各研修分野におけるプログラムの詳細は

備考欄に記入してください。 

＊ 選択科目については、その診療科を選択した場合の病院又は施設等を記入してください。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

内科 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

24週 

0週 

030144 埼玉医科大学病院 
2週 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

030349 
社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院 

0週 

030139 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院 

030126 さいたま市立病院 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

110001 
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 

040066 
社会医療法人壮幸会 

行田総合病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

別紙３ 



 

 

030800 日本赤十字社 小川赤十字病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

031394 
埼玉県立 

循環器・呼吸器病センター 

救急部門 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

12週  

 

030144 埼玉医科大学病院 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

地域医療 

033295 
医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院 

8週 
一般外来  4週 

 
在宅診療 0.5週 

034471 
特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院 

034501 
医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック 

034503 
医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック 

041127 医療法人刀仁会坂戸中央病院 

041128 医療法人花仁会秩父病院 

041222 社会医療法人東明会原田病院 

076737 
医療法人社団シャローム 

シャローム病院 

096578 秩父市立病院 

036384 医療法人慈桜会瀬戸病院 

035243 
医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック 

189019 
社会福祉法人埼玉医療福祉会 

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS館クリニック 

 
社会福祉法人京悠会 

葵クリニック 

外科 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

4週 

0週 

030144 埼玉医科大学病院 
0.5-1週 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

 0週 

110001 
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 

040066 
社会医療法人壮幸会 

行田総合病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

031394 
埼玉県立 

循環器・呼吸器病センター 

小児科 

030144 埼玉医科大学病院 

4週 

 0.5-1週 
030138 埼玉医科大学総合医療センター 

030139 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院 
  0週 



 

 

030126 さいたま市立病院 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030254 横浜市立市民病院 

030307 
医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

産婦人科 

030144 埼玉医科大学病院 

4週 

 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

030126 さいたま市立病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030254 横浜市立市民病院 

030307 
医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院 

精神科 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

4週 

 

030144 埼玉医科大学病院 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

 

034239 
社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

病院で

定めた

必修 

科目 

導入研修 066751 埼玉医科大学国際医療センター 4週 0週 

選択 

科目 
自由選択 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

40週 

 

030144 埼玉医科大学病院 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

034239 
社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター 

030349 
社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院 

030139 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院 

030126 さいたま市立病院 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

110001 
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 

040066 
社会医療法人壮幸会 

行田総合病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 



 

 

030800 日本赤十字社 小川赤十字病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030254 横浜市立市民病院 

030307 
医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

031394 
埼玉県立 

循環器・呼吸器病センター 

033295 
医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院 

034471 
特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院 

034501 
医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック 

034503 
医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック 

041127 医療法人刀仁会坂戸中央病院 

041128 医療法人花仁会秩父病院 

041222 社会医療法人東明会原田病院 

076737 
医療法人社団シャローム 

シャローム病院 

096578 秩父市立病院 

096699 
医療法人慈正会 

丸山記念総合病院 

036384 医療法人慈桜会瀬戸病院 

035243 
医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック 

189019 
社会福祉法人埼玉医療福祉会 

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS館クリニック 

 
社会福祉法人京悠会 

葵クリニック 

保健・医療行政 034497 埼玉医科大学訪問看護ステーション 

034498 
社会福祉法人埼玉医療福祉会 

光の家療育センター 

041126 
日本赤十字社 

埼玉県赤十字血液センター 

033760 埼玉県南部保健所 

032631 埼玉県朝霞保健所 

033337 埼玉県春日部保健所 

066528 埼玉県草加保健所 

033963 さいたま市保健所 

066517 埼玉県鴻巣保健所 

034472 埼玉県東松山保健所 

041124 埼玉県坂戸保健所 

034470 川越市保健所 



 

 

033302 埼玉県狭山保健所 

066521 埼玉県加須保健所 

066523 埼玉県幸手保健所 

066520 埼玉県熊谷保健所 

066519 埼玉県本庄保健所 

066518 埼玉県秩父保健所 

168152 越谷市保健所 

189000 川口市保健所 

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低○週 ※原則として、52 週以上行うことが望ましい。  

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大○週 ※原則として、12週以内であること。ただしへき地・離島診療所等の研修期間が含まれる場合はこの限りでは無い。 

1.1 年目の最初の 4 週はオリエンテーションを兼ねた導入研修を埼玉医科大学国際医療セン

ターの診療科において行う。 

2.必修分野として内科 24週、救急部門 12週、産婦人科 4週、小児科 4週、外科 4週、精神

科 4週を研修する。救急部門の研修は麻酔科 4週（上限）と救急 8週の組み合わせも可能

とする。 

3.地域医療研修（一般外来研修 4週を含む）として、離島を含む当院指定の地域医療機関（臨

床研修協力施設）で 8週間研修をする。 

4.導入研修以外の 1年目の研修における診療科は、埼玉医科大学国際医療センター並びに協

力型臨床研修病院（一部、診療科の指定あり）から選択することができる。2 年目の自由

選択研修の 40 週は、到達目標達成や将来を見据えて、埼玉医科大学国際医療センターの

みならず協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設より選択することができる。2 年次の最

後の 4週は埼玉医科大学国際医療センターの診療科にて研修する。 

5.臨床研修協力施設での研修開始は 2年次以降とする。 

臨床研修協力施設での研修期間は最大 12 週とする。但し、へき地・離島診療所等の研修

期間が含まれる場合はこの限りではない。 

6.2年間の研修期間のうち 52週以上（地域医療、保健・医療行政での研修期間（上限 12週）

含む）を基幹型臨床研修病院において研修を行う。 

7.CPCは埼玉医科大学国際医療センター並びに協力型臨床研修病院で実施する。 

8.一般外来研修は内科（総合診療含む）、外科、小児科、地域医療において実施する。 

9.自由選択研修は臨床研修病院群の内科（総合診療含む）、外科、救急、小児科、産婦人科、

精神科、放射線科、麻酔科、泌尿器科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、形成外科、耳鼻

科、感染症科、緩和医療科、眼科、病理、リハビリ、検査、集中治療、地域医療（在宅医

療含む）、訪問診療、保健・医療行政等を実施する。 

 

研修管理委員会は研修医が希望したローテーションを確認して必修分野などを達成しうる

か検討し、自由選択研修の期間を利用して達成できるように指導する。 



 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

11～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5 

                                                 
 

 

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科 

  
3 

                                               
 

 

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科 

         
3 

                                        
 

 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
導入研修 2 2 2 2 

                                              
 

 
埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
内科 

    
2 2 2 2 

                                    
1 1 1 1 

  
 

 
埼玉医科大学病院 
(030144) 

内科         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 1 1 1 1 1 1 1 1         

埼玉医科大学総合医療センター 
(030138) 

内科 
                    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
              

 
 

社会医療法人財団慈泉会 
相澤病院(030349) 

内科                                                     

独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
内科                                                     

さいたま市立病院 
(030126) 

内科                                                     

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
内科                                                     

社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
内科                                                     

社会医療法人壮幸会 
行田総合病院（040066） 

内科                                                     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
内科                                                     

日本赤十字社 
小川赤十字病院（030800） 

内科                                                     

日本赤十字社 
足利赤十字病院（030109） 

内科                                                     

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
内科                                                                                                        

埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
内科                                                                                                       

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
救急         1 1 1 1                         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

埼玉医科大学病院 
(030144) 

救急                                                                                                        

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
救急             1 1 1 1 1 1 1 1                                 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

産婦人科                                                         1 1 1 1                                        

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
産婦人科                     1 1 1 1                             

さいたま市立病院 
(030126) 

産婦人科                                                                                                        

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
産婦人科                                                     

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
産婦人科                                                     

横浜市立市民病院 
(030254) 

産婦人科                                                     

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
産婦人科                                                     

埼玉医科大学病院 
(030144) 

小児科                                 1 1 1 1                 

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
小児科                         1 1 1 1                         

独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
小児科                                                     

さいたま市立病院 
(030126) 

小児科                                                     

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
小児科                                                     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
小児科                                                     

 

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.2) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
小児科                                                     

横浜市立市民病院 
(030254) 

小児科                                                     

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
小児科                                                     

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 小児科                                                     

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
外科                                                                                                 1 1 1 1 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

外科                                                                                                 1 1 1 1 

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
外科                                                     

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
外科                                                                                                        

社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
外科                                                     

社会医療法人壮幸会 

行田総合病院（040066） 
外科                                                                                                        

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
外科                                                     

埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
外科                                                                                                        

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.3) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
精神科                         1 1 1 1 1 1 1 1                                                                

埼玉医科大学病院 
(030144) 

精神科                                                                                                        

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
精神科                                                     

社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター（034239） 
精神科                                                                                                        

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
精神科                                                     

医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院(033295) 
地域医療                                                                                                        

特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院(034471) 
地域医療                                                     

医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック(034501) 
地域医療                                                                                                        

医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック（034503） 
地域医療 1 1 1 1                                                 

医療法人刀仁会 

坂戸中央病院（041127） 
地域医療                                                     

医療法人花仁会 

秩父病院（041128） 
地域医療                                 1 1 1 1                 

医療法人東明会原田病院

（041222） 
地域医療                                                     

医療法人社団シャローム 

シャローム病院（076737） 
地域医療                 1 1 1 1                                 

秩父市立病院 
（096578） 

地域医療                                     1 1 1 1             

医療法人慈桜会 
瀬戸病院（036384） 

地域医療                                                     

医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック（035243） 
地域医療                                                     

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS 館クリニック（189019） 
地域医療                                                     

社会福祉法人京悠会 
葵クリニック（      ） 

地域医療                                                     

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.4) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
自由選択         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

自由選択                                         1 1 1 1 1 1 1 1                         1 1 1 1 1 1 1 1        

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
自由選択 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                         

社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター（034239） 
自由選択                                                                                                        

社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院(030349) 
自由選択                     1 1 1 1 1 1 1 1                         

独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
自由選択                                                                                                        

さいたま市立病院 
(030126) 

自由選択                                                     

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
自由選択                                                                                                        

社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
自由選択                                                     

社会医療法人壮幸会 

行田総合病院（040066） 
自由選択                                                     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
自由選択                                                     

日本赤十字社 

小川赤十字病院（030800） 
自由選択                                                     

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
自由選択                                                     

横浜市立市民病院 
(030254) 

自由選択                                                     

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
自由選択                                                     

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
自由選択                                                     

埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
自由選択                                                     

医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院(033295) 
自由選択                                                     

 

 



 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.5) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院(034471) 
自由選択                                                                                                        

医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック(034501) 
自由選択                                                                                                        

医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック（034503） 
自由選択                                                     

医療法人刀仁会 

坂戸中央病院（041127） 
自由選択                                                                                                        

医療法人花仁会 

秩父病院（041128） 
自由選択                                                     

医療法人東明会原田病院

（041222） 
自由選択                                                                                                        

医療法人社団シャローム 

シャローム病院（076737） 
自由選択                                                     

秩父市立病院 
（096578） 

自由選択                                                                                                        

医療法人慈正会 

丸山記念総合病院（096699） 
自由選択                                                     

医療法人慈桜会 
瀬戸病院（036384） 

自由選択                                                     

医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック（035243） 
自由選択                                                     

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS 館クリニック（189019） 
自由選択                                                     

社会福祉法人京悠会 
葵クリニック（      ） 

自由選択                                                     

埼玉医科大学訪問看護ステ

ーション（034497） 
自由選択                                                     

社会福祉法人埼玉医療福祉会 

光の家療育センター（034498） 
自由選択                                                     

日本赤十字社 

埼玉県赤十字血液センター（041126） 
自由選択                                                     

埼玉県南部保健所 
（033760） 

自由選択                                                     

埼玉県朝霞保健所 
（032631） 

自由選択                                                     

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.6) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

埼玉県春日部保健所 
（033337） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県草加保健所 
（066528） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県鴻巣保健所 
（066517） 

自由選択                                                     

埼玉県東松山保健所 
（034472） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県坂戸保健所 
（041124） 

自由選択                                                     

埼玉県狭山保健所 
（033302） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県加須保健所 
（066521） 

自由選択                                                     

埼玉県幸手保健所 
（066523） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県熊谷保健所 
（066520） 

自由選択                                                     

埼玉県本庄保健所 
（066519） 

自由選択                                                     

埼玉県秩父保健所 
（066518） 

自由選択                                                     

さいたま市保健所 
（033963） 

自由選択                                                     

川越市保健所 
（034470） 

自由選択                                                     

越谷市保健所 
（168152） 

自由選択                                                     

川口市保健所 
（189000） 

自由選択                                                     

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 



 

 

２９．研修プログラムの名称及び概要 

プログラム番号：              
病院施設番号：０６６７５１      臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター      

臨床研修病院群番号：         臨床研修病院群名：埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群   

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号は、既に取得されている場合に記入してください。 
１．研修プログラムの名称 埼玉医科大学国際医療センター特設外科系プログラム 

２．研修プログラムの特色 多彩な症例を通じて多くの手術症例を経験し、手技を積極的に学び、

適切な判断ができる外科系医師を育成することを第 1の目標とする。

外科の手術件数、救急症例が豊富な診療科において、各分野での第一

人者が指導にあたる。 

希望により最短期間で外科専門医を取得できるよう、プログラム責任

者と相談のうえ研修先を調整し、専門研修へ優先的に移行でき、その

先は各専門領域の専門医取得が次の目標となる。臨床研修終了後、専

門研修に連動するこのプログラムは 3病院関連各科、関連施設と密な

連携をとったものである。 

３．臨床研修の目標の概

要 

医師としての人格をかん養し、将来の専門とする分野にかかわらず、

医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療に

おいて頻繁に関わる負傷又は疾患に適切に対応できるよう、基本的な

診療能力を身につけ、適切な判断ができる外科系医師を目指し、到達

目標、経験すべき症候、疾病・病態を 2年間のローテーションにおい

て達成することを目標とする。 

４．研修期間 （  ２   ）年 （原則として、「２年」と記入してください。） 

 備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上研修可能な病院は、その旨を記入してください。 

研修後、3年以上の専門研修が可能。 

臨床研修修了後に専門医取得を目的とする者を専攻医（助教）として

採用（任期及び通算在任期間は原則 4年以内）。 

５．臨床研修を行う分野 
 

研修分野ごとの病院又は施設（研修分野ごとの研修期間） 

＊ 同一の研修分野について複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適宜欄を分割してすべての病

院又は施設の名称（病院施設番号）を記入してください。 

＊ 研修期間は、研修分野ごとに週単位で記入してください。各研修分野におけるプログラムの詳細は

備考欄に記入してください。 

＊ 選択科目については、その診療科を選択した場合の病院又は施設等を記入してください。 

病院施設番号 病院又は施設の名称 研修期間 内一般外来 

 
 

(記入例) ｘｘ科 1234567 ○○ 病院 ○週 ○週  

必 
修 
科 
目 
・ 
分 
野 

内科 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

24週 

0週 

030144 埼玉医科大学病院 
2週 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

030349 
社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院 

0週 

030139 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院 

030126 さいたま市立病院 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

110001 
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 

別紙３ 



 

 

040066 
社会医療法人壮幸会 

行田総合病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

030800 日本赤十字社 小川赤十字病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

031394 
埼玉県立 

循環器・呼吸器病センター 

救急部門 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

12週  

 

030144 埼玉医科大学病院 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

地域医療 

033295 
医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院 

8週 
一般外来  4週 

 
在宅診療 0.5週 

034471 
特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院 

034501 
医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック 

034503 
医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック 

041127 医療法人刀仁会坂戸中央病院 

041128 医療法人花仁会秩父病院 

041222 社会医療法人東明会原田病院 

076737 
医療法人社団シャローム 

シャローム病院 

096578 秩父市立病院 

036384 医療法人慈桜会瀬戸病院 

035243 
医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック 

189019 
社会福祉法人埼玉医療福祉会 

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS館クリニック 

 
社会福祉法人京悠会 

葵クリニック 

外科 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

8週 

0週 

030144 埼玉医科大学病院 
0.5-1週 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

 0週 

110001 
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 

040066 
社会医療法人壮幸会 

行田総合病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

031394 
埼玉県立 

循環器・呼吸器病センター 

小児科 030144 埼玉医科大学病院 4週  0.5-1週 



 

 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

030139 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院 

  0週 

030126 さいたま市立病院 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030254 横浜市立市民病院 

030307 
医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

産婦人科 

030144 埼玉医科大学病院 

4週 

 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

030126 さいたま市立病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030254 横浜市立市民病院 

030307 
医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院 

精神科 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

4週 

 

030144 埼玉医科大学病院 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

 034239 
社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター 

 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

病院で

定めた

必修 

科目 

導入研修 066751 埼玉医科大学国際医療センター 4週 0週 

選択 

科目 
自由選択 

066751 埼玉医科大学国際医療センター 

36週 

 

030144 埼玉医科大学病院 

030138 埼玉医科大学総合医療センター 

034239 
社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター 

030349 
社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院 

030139 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院 

030126 さいたま市立病院 

031393 社会医療法人熊谷総合病院 

110001 
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 



 

 

040066 
社会医療法人壮幸会 

行田総合病院 

030140 
独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院 

030800 日本赤十字社 小川赤十字病院 

030109 日本赤十字社 足利赤十字病院 

030254 横浜市立市民病院 

030307 
医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院 

030965 
SUBARU健康保険組合 

太田記念病院 

031394 
埼玉県立 

循環器・呼吸器病センター 

033295 
医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院 

034471 
特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院 

034501 
医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック 

034503 
医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック 

041127 医療法人刀仁会坂戸中央病院 

041128 医療法人花仁会秩父病院 

041222 社会医療法人東明会原田病院 

076737 
医療法人社団シャローム 

シャローム病院 

096578 秩父市立病院 

096699 
医療法人慈正会 

丸山記念総合病院 

036384 医療法人慈桜会瀬戸病院 

035243 
医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック 

189019 
社会福祉法人埼玉医療福祉会 

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS館クリニック 

 
社会福祉法人京悠会 

葵クリニック 

保健・医療行政 034497 埼玉医科大学訪問看護ステーション 

034498 
社会福祉法人埼玉医療福祉会 

光の家療育センター 

041126 
日本赤十字社 

埼玉県赤十字血液センター 

033760 埼玉県南部保健所 

032631 埼玉県朝霞保健所 

033337 埼玉県春日部保健所 

066528 埼玉県草加保健所 

033963 さいたま市保健所 

066517 埼玉県鴻巣保健所 



 

 

034472 埼玉県東松山保健所 

041124 埼玉県坂戸保健所 

034470 川越市保健所 

033302 埼玉県狭山保健所 

066521 埼玉県加須保健所 

066523 埼玉県幸手保健所 

066520 埼玉県熊谷保健所 

066519 埼玉県本庄保健所 

066518 埼玉県秩父保健所 

168152 越谷市保健所 

189000 川口市保健所 

備考：基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低○週 ※原則として、52 週以上行うことが望ましい。  

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大○週 ※原則として、12週以内であること。ただしへき地・離島診療所等の研修期間が含まれる場合はこの限りでは無い。 

1.1 年目の最初の 4 週はオリエンテーションを兼ねた導入研修を埼玉医科大学国際医療セン

ターの診療科において行う。 

2.必修分野として内科 24週、救急部門 12週、産婦人科 4週、小児科 4週、外科 8週、精神

科 4週を研修する。救急部門の研修は麻酔科 4週（上限）と救急 8週の組み合わせも可能

とする。 

3.地域医療研修（一般外来研修 4週を含む）として、離島を含む当院指定の地域医療機関（臨

床研修協力施設）で 8週間研修をする。 

4.導入研修以外の 1年目の研修における診療科は、埼玉医科大学国際医療センター並びに協

力型臨床研修病院（一部、診療科の指定あり）から選択することができる。2 年目の自由

選択研修の 32 週は、到達目標達成や将来を見据えて、埼玉医科大学国際医療センターの

みならず協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設より選択することができる。2 年次の最

後の 4週は埼玉医科大学国際医療センターの診療科にて研修する。 

5.臨床研修協力施設での研修開始は 2年次以降とする。 

臨床研修協力施設での研修期間は最大 12 週とする。但し、へき地・離島診療所等の研修

期間が含まれる場合はこの限りではない。 

6.2年間の研修期間のうち 52週以上（地域医療、保健・医療行政での研修期間（上限 12週）

含む）を基幹型臨床研修病院において研修を行う。 

7.CPCは埼玉医科大学国際医療センター並びに協力型臨床研修病院で実施する。 

8.一般外来研修は内科（総合診療含む）、外科、小児科、地域医療において実施する。 

9.自由選択研修は臨床研修病院群の内科（総合診療含む）、外科、救急、小児科、産婦人科、

精神科、放射線科、麻酔科、泌尿器科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、形成外科、耳鼻

科、感染症科、緩和医療科、眼科、病理、リハビリ、検査、集中治療、地域医療（在宅医

療含む）、訪問診療、保健・医療行政等を実施する。 

 

研修管理委員会は研修医が希望したローテーションを確認して必修分野などを達成しうる

か検討し、自由選択研修の期間を利用して達成できるように指導する。 



 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.1) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修分

野＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

凡例 ○×病院 

（○×○×○×） 
内科 5 

                                                 
 

 

凡例 ▲■病院 

（▲■▲■▲■） 
外科 

  
3 

                                               
 

 

凡例 △□病院 

（△□△□△□） 
外科 

         
3 

                                        
 

 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
導入研修 2 2 2 2 

                                              
 

 
埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
内科 

            
2 2 2 2 1 1 1 1 

                        
1 1 1 1 

  
 

 
埼玉医科大学病院 
(030144) 

内科                 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1                     

埼玉医科大学総合医療センター 
(030138) 

内科 
                                                  

 
 

社会医療法人財団慈泉会 
相澤病院(030349) 

内科                                                     

独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
内科                             1 1 1 1 1 1 1 1                 

さいたま市立病院 
(030126) 

内科                                                     

社会医療法人熊谷総合病院 

(031393) 
内科                                                     

社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
内科                                                     

社会医療法人壮幸会 
行田総合病院（040066） 

内科                                                     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
内科                                                     

日本赤十字社 
小川赤十字病院（030800） 

内科                                                     

日本赤十字社 
足利赤十字病院（030109） 

内科                                                     

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.2) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
内科 

                                                  
 

 
埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
内科                                                     

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
救急     2 2 2 2 2 2 2 2                                         

埼玉医科大学病院 
(030144) 

救急                                                     

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
救急                                                     

埼玉医科大学病院 
(030144) 

産婦人科                                                     

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
産婦人科                                                                                                        

さいたま市立病院 
(030126) 

産婦人科                                                     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
産婦人科                                                                                                        

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
産婦人科                                                     

横浜市立市民病院 
(030254) 

産婦人科                                                                         1 1 1 1                        

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
産婦人科                                 1 1 1 1                 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

小児科                                                     

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
小児科                                                     

独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
小児科                                                     

さいたま市立病院 
(030126) 

小児科                                                                                                        

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
小児科                                                     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
小児科                                                     

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
小児科                                                     



 

 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.3) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

横浜市立市民病院 
(030254) 

小児科 
                                        

1 1 1 1 
      

 
 

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
小児科                                     1 1 1 1             

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 小児科                                                     

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
精神科                                         1 1 1 1     1 1 1 1 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

精神科                                                     

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
精神科                                                     

社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター（034239） 
精神科                                                                                                        

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
精神科                                                     

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
自由選択                                                                                         1 1 1 1 1 1 1 1 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

自由選択                                                     

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
自由選択                                                                                                        

社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター（034239） 
自由選択                                                     

社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院(030349) 
自由選択                                                     

独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
自由選択                                                     

さいたま市立病院 
(030126) 

自由選択                                                     

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
自由選択                                                                                                        

社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
自由選択                                                     

社会医療法人壮幸会 

行田総合病院（040066） 
自由選択                                                     



 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.4) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
自由選択 

                                                  
 

 
日本赤十字社 

小川赤十字病院（030800） 
自由選択 

                                                  
 

 
日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
自由選択                                                     

横浜市立市民病院 
(030254) 

自由選択 
                                                  

 
 

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
自由選択                                                     

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
自由選択                                                                                                        

埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
自由選択                                                     

                                                                                                         

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 



 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.5) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
救急 

                                                  
 

 
埼玉医科大学病院 
(030144) 

救急 1 1 1 1 
                                              

 
 

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
救急 1 1 1 1                                                 

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
外科     1 1 1 1 1 1 1 1                                         

埼玉医科大学病院 
(030144) 

外科     1 1 1 1 1 1 1 1                                         

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
外科                                                     

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
外科                                                     

社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
外科                                                     

社会医療法人壮幸会 

行田総合病院（040066） 
外科                                                     

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
外科                                                     

埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
外科                                                     

医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院(033295) 
地域医療                         1 1 1 1                         

特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院(034471) 
地域医療                                                     

医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック(034501) 
地域医療                                                     

医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック（034503） 
地域医療                                                     

医療法人刀仁会 

坂戸中央病院（041127） 
地域医療                                                     

医療法人花仁会 

秩父病院（041128） 
地域医療                                                     

医療法人東明会原田病院 

（041222） 
地域医療                                                     

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.6) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

医療法人社団シャローム 

シャローム病院（076737） 
地域医療                                     1 1 1 1             

秩父市立病院 
（096578） 

地域医療                                                     

医療法人慈桜会 
瀬戸病院（036384） 

地域医療                                                     

医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック（035243） 
地域医療                         1 1 1 1                         

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS 館クリニック（189019） 
地域医療                 1 1 1 1                                 

社会福祉法人京悠会 
葵クリニック（      ） 

地域医療                                                     

埼玉医科大学国際医療センター

(066751) 
自由選択 

            
1 1 1 1 

    
1 1 1 1 

    
1 1 1 1 

    
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

埼玉医科大学病院 
(030144) 

自由選択                             1 1 1 1 2 2 2 2                 

埼玉医科大学総合医療センター 

(030138) 
自由選択 

                
1 1 1 1 1 1 1 1 

                          
 

 
社会福祉法人シナプス 

埼玉精神神経センター（034239） 
自由選択                                                     

社会医療法人財団慈泉会 

相澤病院(030349) 
自由選択 

                                                  
 

 
独立行政法人国立病院機構 

埼玉病院(030139) 
自由選択                                                     

さいたま市立病院 
(030126) 

自由選択 
                                                  

 
 

社会医療法人熊谷総合病院

(031393) 
自由選択                                                     

社会医療法社団埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院（110001） 
自由選択             1 1 1 1                                     

社会医療法人壮幸会 

行田総合病院（040066） 
自由選択                                                     

独立行政法人国立病院機構 

西埼玉中央病院（030140） 
自由選択                                                     

日本赤十字社 

小川赤十字病院（030800） 
自由選択                                                                                                        

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.7) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

日本赤十字社 

足利赤十字病院（030109） 
自由選択                                                     

横浜市立市民病院 
(030254) 

自由選択                                                     

医療法人立川メディカルセンター 

立川綜合病院（030307） 
自由選択                                                     

SUBARU健康保険組合 

太田記念病院（030965） 
自由選択                                                     

埼玉県立循環器・呼吸器病

センター（031394） 
自由選択                                                     

医療法人沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院(033295) 
自由選択                                                                                                        

特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院(034471) 
自由選択                                                     

医療法人心和会 

ゆずの木台クリニック(034501) 
自由選択                                                                                                        

医療法人社団輔正会 

岡村記念クリニック（034503） 
自由選択                                                     

医療法人刀仁会 

坂戸中央病院（041127） 
自由選択                                                                                                        

医療法人花仁会 

秩父病院（041128） 
自由選択                                                     

医療法人東明会原田病院 

（041222） 
自由選択                                                     

医療法人社団シャローム 

シャローム病院（076737） 
自由選択                                                     

秩父市立病院 
（096578） 

自由選択                                                     

医療法人慈正会 

丸山記念総合病院（096699） 
自由選択                                                     

医療法人慈桜会 
瀬戸病院（036384） 

自由選択                                                     

医療法人ゆうの森 

たんぽぽクリニック（035243） 
自由選択                                                     

在宅療養支援診療所 

HAPPINESS 館クリニック（189019） 
自由選択                                                     

社会福祉法人京悠会 
葵クリニック（      ） 

自由選択                                                     



 

 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.8) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

埼玉医科大学訪問看護ステ

ーション（034497） 
自由選択                                                                                                        

社会福祉法人埼玉医療福祉会 

光の家療育センター（034498） 
自由選択                                                     

日本赤十字社 

埼玉県赤十字血液センター（041126） 
自由選択                                                     

埼玉県南部保健所 
（033760） 

自由選択                                                     

埼玉県朝霞保健所 
（032631） 

自由選択                                                     

埼玉県春日部保健所 
（033337） 

自由選択                                                     

埼玉県草加保健所 
（066528） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県鴻巣保健所 
（066517） 

自由選択                                                     

埼玉県東松山保健所 
（034472） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県坂戸保健所 
（041124） 

自由選択                                                     

埼玉県狭山保健所 
（033302） 

自由選択                                                                                                        

埼玉県加須保健所 
（066521） 

自由選択                                                     

埼玉県幸手保健所 
（066523） 

自由選択                                                     

埼玉県熊谷保健所 
（066520） 

自由選択                                                     

埼玉県本庄保健所 
（066519） 

自由選択                                                     

埼玉県秩父保健所 
（066518） 

自由選択                                                     

さいたま市保健所 
（033963） 

自由選択                                                     

川越市保健所 
（034470） 

自由選択                                                     

 



 

 

プログラム番号、病院施設番号及び臨床研修病院群番号

は、既に取得されている場合に記入してください。 

病院施設番号： ０６６７５１ 臨床研修病院の名称： 埼玉医科大学国際医療センター 

臨床研修病院群番号：  臨床研修病院群名： 埼玉医科大学国際医療センター臨床研修病院群 

６．研修スケジュール（一年次・ニ年次：いずれかに○）                           プログラム番号         

臨床研修開始週を基準に各週の研修人数を記入してください。＊１                                               (No.9) 

病院又は施設の名称

（病院施設番号） 

研修

分野

＊２ 

1～ 

4週 

5～ 

8週 

9～ 

12週 

13～ 

16週 

17～ 

20週 

21～ 

24週 

25～ 

28週 

29～ 

32週 

33～ 

36週 

37～ 

40週 

41～ 

44週 

45～ 

48週 

49～ 

52週 

越谷市保健所 
（168152） 

自由選択 
                                                  

 
 

川口市保健所 
（189000） 

自由選択                                                     

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

  
                                                                                                       

                                                      

  
                                                                                                       

                                                      

  
                                                                                                       

                                                      

  
                                                                                                       

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

＊１：臨床研修病院群における臨床研修で、１つの研修プログラムの中で研修医によって研修を行う研修分野の順番が異なる研修方法（たすきがけ方式等）を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野並びに当該分野

の研修を行う病院又は施設の名称及び研修期間を本用紙に記入した上で、研修分野の順番のパターンごとに研修スケジュールを別葉に記入すること。また、同様の研修プログラムが複数存在する場合は、すべての研修

プログラムを１枚にまとめたものを添付すること。 

＊２：「研修分野」欄には、「５．臨床研修を行う分野」欄に記入した研修分野を記入すること。 

＊３：選択科目の研修分野の各月の研修人数については、病院ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記入すること。 



別紙４

（No.1)
　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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 高橋　直樹
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 31 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 郡　美佳
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 27 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 前田　智也
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 21 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 石川　真穂
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 20 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター



別紙４

（No.2)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 岡村　大輔
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 19 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 畝川　芳彦
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 36 ○

関東信越医師臨床研修センター臨床研修指導

医講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 髙橋　孝郎
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 37 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 龍神　秀穂
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 29 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.3)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 島田　祐樹
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 16 ○

埼玉協同病院臨床研修指導医講習会　受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 近藤　奈美
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 21 ○

全国自治体病院協議会臨床研修指導医講習

会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 堀田　洋介
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 24 ○

富山大学附属病院

臨床研修指導医養成セミナー　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 三原　良明
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 23 ○

日本大学

臨床研修指導医のための教育ワークショップ　受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.4)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 良沢　昭銘
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 30 ○

山口大学医学部附属病院

卒後臨床研修指導医養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 真下　由美
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 26 ○

埼玉医科大学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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

1,4

内科 水出　雅文
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 25 ○

群馬大学医学部附属病院臨床研修指導医養

成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 谷坂　優樹
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 15 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.5)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 田島　知明
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 13 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 各務　博
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 33 ○ 新潟医師臨床研修指導医講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 解良　恭一
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 25 ○

群馬大学医学部附属病院臨床研修指導医養

成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 毛利　篤人
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 17 ○

独立行政法人国立病院機構臨床研修指導医

養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.6)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 山口　央
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 15 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 塩野　文子
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 14 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 岩永　史郎
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 36 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 村松　俊裕
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 37 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.7)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 加藤　律史
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 32 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 中埜　信太郎
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 25 ○

埼玉医科大学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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

2,4

内科 中島　淑江
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 27 ○

石巻赤十字病院臨床研修指導医養成講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 池田　礼史
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 20 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.8)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 杉　佳紀
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 17 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 林　健
埼玉医科大学

国際医療センター

院長補佐/

教授
27 ○ 群馬県臨床研修指導医養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

2,3,4

内科 髙橋　愼一
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 35 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 長田　高志
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 22 ○

東京大学医学部附属病院指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.9)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 加藤　裕司
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 20 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 木村　浩晃
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 20 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 丸山　元
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 16 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 栗原　進
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 28 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.10)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 渡邊　裕輔
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 22 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 安達　淳一
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 32 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 鈴木　智成
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 27 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 佐伯　俊昭
埼玉医科大学

国際医療センター

病院長/

教授
39 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.11)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 大崎　昭彦
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 35 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 長谷部　孝裕
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 37 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 横川　秀樹
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 21 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 松浦　一生
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 24 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.12)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 小坂　愉賢
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 22 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 貫井　麻未
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 8 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 櫻本　信一
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 37 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 佐藤　弘
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 28 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.13)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 椙田　浩文
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 21 ○

東京医科歯科大学医学部附属病院

指導医講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 宮脇　豊
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 19 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 藤田　翔平
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 12 ○ 東邦大学医学部指導医講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 平能　康充
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 24 ○

金沢大学医学部附属病院

臨床研修指導医養成ワークショップ　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.14)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 藤井　能嗣
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 9 ○

国家公務員共済連合会病院臨床研修指導医

養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 片岡　温子
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 10 ○

国立研究開発法人国立国際医療研究センター

病院　臨床研修指導医養成ワークショップ　受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 岡本　光順
埼玉医科大学

国際医療センター

副院長/

教授
27 ○ 茨城県指導医養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 合川　公康
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 26 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.15)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 岡田　克也
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 22 ○ 杏林大学指導医養成ワークショップ　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 石田　博徳
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 36 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 坂口　浩三
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 33 ○

埼玉医科大学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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

1,4

外科 二反田　博之
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 27 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.16)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 梅咲　徹也
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 13 ○

信州大学医学部附属病院医師卒後教育ワーク

ショップ2017　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 栁原　章寿
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 12 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 田口　亮
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 10 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 朝倉　利久
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 36 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.17)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 吉武　明弘
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 24 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 德永　千穂
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 25 ○ 茨城県指導医養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 髙澤　晃利
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 13 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 鈴木　孝明
埼玉医科大学

国際医療センター

副院長/

教授
38 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.18)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 枡岡　歩
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 25 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 保土田健太郎
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 24 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 細田　隆介
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 9 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 栗田　浩樹
埼玉医科大学

国際医療センター

副院長/

教授
30 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.19)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 古峰　弘之
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 21 ○ 杏林大学指導医養成ワークショップ　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 鈴木　海馬
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 11 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 寺西　亮雄
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 8 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 神山　信也
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 30 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.20)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 飯星　智史
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 24 ○

札幌医科大学附属病院

臨床研修指導医養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 根本　学
埼玉医科大学

国際医療センター

院長補佐/

教授
32 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 大谷　義孝
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 20 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 吉川　淳
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 20 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.21)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

救急 大原　泰宏
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 18 ○

日本病院会

臨床研修指導医養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 小川　博史
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 15 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 加藤　進太郎
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 11 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 古屋　大典
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 30 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.22)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

救急 坂本　博史
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 15 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

精神科 大西　秀樹
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 35 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 田中　竜平
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 36 ○

日本小児科学会

臨床研修指導医講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 福島　敬
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 34 ○ 茨城県指導医養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.23)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 渡邊　温子
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 25 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 太田　充彦
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 11 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 住友　直方
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 40 ○

日本大学

臨床研修指導医のための教育ワークショップ

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 小島　拓朗
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 19 ○

栃木県済生会宇都宮病院

臨床研修指導医ワークショップ　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.24)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 葭葉　茂樹
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 27 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

婦人科 長谷川　幸清
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 25 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

婦人科 吉田　裕之
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 25 ○

大阪市立大学医学部附属病院

臨床研修指導医養成のためのワークショップ

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

婦人科 黒崎　亮
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 18 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.25)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

婦人科 小笠原　仁子
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 13 ○ 聖隷福祉事業団指導医養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 小山　政史
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 28 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 城武　卓
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 19 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 西本　紘嗣郎
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 24 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.26)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

泌尿器科 金子　剛
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 17 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

皮膚科 中村　泰大
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 24 ○ 茨城県指導医養成講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

皮膚科 寺本　由紀子
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 19 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

耳鼻科 菅澤　正
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 39 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.27)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

耳鼻科 中平　光彦
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 31 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

耳鼻科 蝦原　康宏
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 24 ○

東京大学医学部附属病院

指導医講習会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

耳鼻科 井上　準
埼玉医科大学

国際医療センター
助教 13 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 矢澤　康男
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 41 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.28)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

整形外科 鳥越　知明
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 29 ○

順天堂大学医学部初期臨床研修指導医講習

会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

形成外科 去川　俊二
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 23 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 古田島　太
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 34 ○

埼玉医科大学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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

1、4

麻酔科 北村　晶
埼玉医科大学

国際医療センター

院長補佐/

教授
36 ○

日本医科大学

臨床研修指導医教育ワークショップ　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.29)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 中川　秀之
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 25 ○

JA長野厚生連

研修医教育のためのワークショップ 受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 辻田　美紀
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 22 ○

埼玉医科大学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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

2、4

麻酔科 釜田　峰都
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 17 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 加藤　眞吾
埼玉医科大学

国際医療センター

院長補佐/

教授
38 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.30)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

放射線科 野田　真永
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 19 ○

群馬大学医学部附属病院

臨床研修指導医養成講習会 受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 阿部　孝憲
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 11 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 久慈　一英
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 31 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 福島　賢慈
埼玉医科大学

国際医療センター
准教授 23 ○

東京女子医科大学病院指導医講習会　受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.31)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

放射線科 馬場　康貴
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 28 ○

広島卒後臨床研修ネットワーク指導医養成講習

会　受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 岡田　吉隆
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 38 ○

獨協医科大学病院

臨床研修指導医養成講習会 受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病理診断科

(CPC)
安田　政実

埼玉医科大学

国際医療センター
教授 33 ○

東海大学医学部付属病院

臨床研修指導医養成講習会 受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病理診断科

(CPC)
川崎　朋範

埼玉医科大学

国際医療センター
教授 24 ○

岩手医科大学

医師臨床研修指導医講習会 受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.32)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

病理診断科

(CPC)
佐藤　次生

埼玉医科大学

国際医療センター
講師 14 ○

岩手医科大学

医師臨床研修指導医講習会 受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

ﾘﾊﾋﾞﾘ科 高橋　秀寿
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 35 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

ﾘﾊﾋﾞﾘ科 牧田　茂
埼玉医科大学

国際医療センター

院長補佐/

教授
38 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

ﾘﾊﾋﾞﾘ科 内田　龍制
埼玉医科大学

国際医療センター
講師 27 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.33)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

中央検査部 海老原　康博
埼玉医科大学

国際医療センター
教授 31 ○

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科
(脳神経脳卒中)

山元　敏正 埼玉医科大学病院 教授 38 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.34)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（血液）
脇本　直樹 埼玉医科大学病院 准教授 32 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科
(リウマチ膠原病)

三村　俊英 埼玉医科大学病院 教授 36 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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 ○
第15回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.35)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科
(リウマチ膠原病)

梶山　浩 埼玉医科大学病院 講師 27 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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 ○
第17回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科
(リウマチ膠原病)

和田　琢 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.36)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（呼吸器）
仲村　秀俊 埼玉医科大学病院 教授 33 ○

第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（呼吸器）
杣　知行 埼玉医科大学病院 准教授 27 ○

第1回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（呼吸器）
中込　一之 埼玉医科大学病院 准教授 24 ○

第9回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（呼吸器）
内田　義孝 埼玉医科大学病院 講師 16 ○

第15回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.37)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（呼吸器）
白畑　亨 埼玉医科大学病院 講師 19 〇

第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

(消化器肝

臓)

今井　幸紀 埼玉医科大学病院 准教授 31 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

(消化器肝

臓)

中山　伸朗 埼玉医科大学病院 准教授 30 ○
第2回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（消化器肝臓）
本谷　大介 埼玉医科大学病院 助教 24 ○

第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.38)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（消化器肝臓）
塩川　慶典 埼玉医科大学病院 助教 11 ○

第15回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

(内分泌糖尿病)
島田　朗 埼玉医科大学病院 教授 34 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.39)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

(内分泌糖尿病)
及川　洋一 埼玉医科大学病院 准教授 25 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

(内分泌糖尿病)
安田　重光 埼玉医科大学病院 講師 21 ○

第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.40)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科
(脳神経脳卒中)

中里　良彦 埼玉医科大学病院 教授 34 ○
第11回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科
(脳神経脳卒中)

光藤　尚 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（腎臓）
井上　勉 埼玉医科大学病院 准教授 23 ○

第8回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（腎臓）
友利　浩司 埼玉医科大学病院 講師 24 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.41)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（腎臓）
天野　博明 埼玉医科大学病院 助教 10 ○

第19回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（総合診

療）

宮川　義隆 埼玉医科大学病院 教授 29 ○
第14回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（総合診

療）

橋本　正良 埼玉医科大学病院 教授 33 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（総合診

療）

廣岡　伸隆 埼玉医科大学病院 准教授 25 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.42)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（総合診

療）

小林　威仁 埼玉医科大学病院 准教授 17 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（総合診

療）

中谷　宣章 埼玉医科大学病院 講師 16 ○
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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（総合診

療）

草野　武 埼玉医科大学病院 助教 10 ○
第17回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.43)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（心臓）
山本　啓二 埼玉医科大学病院 教授 34 ○

20年度自治医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（心臓）
飯田　慎一郎 埼玉医科大学病院 准教授 24 ○

第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（消化管）
今枝　博之 埼玉医科大学病院 教授 34 ○

第10回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.44)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

感染症科
樽本　憲人 埼玉医科大学病院 准教授 16 ○

第6回埼玉協同病院臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

感染症科
酒井　純 埼玉医科大学病院 助教 10 ○

第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

緩和医療科
岩瀬　哲 埼玉医科大学病院 教授 26 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 芳賀　佳之 埼玉医科大学病院 教授 38 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.45)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

救急 上條　吉人 埼玉医科大学病院 教授 34 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 髙平　修二 埼玉医科大学病院 准教授 26 ○
第2回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 喜屋武　玲子 埼玉医科大学病院 講師 17 ○
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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(消化器・一

般)

篠塚　望 埼玉医科大学病院 教授 35 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.46)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科

(消化器・一

般)

淺野　博 埼玉医科大学病院 准教授 24 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(消化器・一

般)

深野　敬之 埼玉医科大学病院 講師 16 ○
第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(消化器・一

般)

高木　誠 埼玉医科大学病院 助教 11 ○
埼玉協同病院第8回臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(消化器・一

般)

伏島　雄輔 埼玉医科大学病院 助教 16 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.47)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（整形脊

椎）

田中　伸哉 埼玉医科大学病院 准教授 27 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（整形脊

椎）

河野　慎次郎 埼玉医科大学病院 准教授 24 ○
第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.48)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科

（整形脊

椎）

釘宮　典孝 埼玉医科大学病院 准教授 24 ○
第14回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（整形脊

椎）

坂口　勝信 埼玉医科大学病院 講師 22 ○
第17回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（整形脊

椎）

渡會　惠介 埼玉医科大学病院 講師 18 ○
第18回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（小児）
田中　裕次郎 埼玉医科大学病院 教授 24 ○ 第16回名大ネットワーク指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.49)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科

(泌尿器）
朝倉　博孝 埼玉医科大学病院 教授 30 ○

第2回慶應義塾大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(泌尿器）
矢内原　仁 埼玉医科大学病院 教授 30 ○

第10回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(泌尿器）
篠島　利明 埼玉医科大学病院 准教授 25 ○

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）

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(泌尿器）
中平　洋子 埼玉医科大学病院 講師 29 ○

第8回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.50)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 岩瀬　良範 埼玉医科大学病院 教授 36 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 前山　昭彦 埼玉医科大学病院 准教授 27 ○
第6回埼玉医科大学臨床研修指導医研修会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.51)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 紫藤　明美 埼玉医科大学病院 准教授 38 ○ 島根県臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 三枝　理 埼玉医科大学病院 講師 13 ○
第19回埼玉医科大学臨床研修指導医研修会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 山内　秀雄 埼玉医科大学病院 教授 35 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 國方　徹也 埼玉医科大学病院 教授 35 ○
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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.52)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 大竹　明 埼玉医科大学病院 教授 41 ○
第12回日本小児科学会臨床研修指導医講習

会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.53)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.54)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.55)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.56)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.57)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.58)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.59)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.60)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.61)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.62)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.63)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.64)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.65)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.66)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.67)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.68)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（血液）
木崎　昌弘

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ４０ ×

日本内科学会総合内科専門医・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

日本臨床腫瘍学会暫定指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

内科

(消化器・肝

臓)

名越　澄子
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３７ ○

日本内科学会認定医・指導医

日本消化器病学会専門医・指導医

日本肝臓学会専門医・指導医

日本医師会認定専門医

第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.69)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

(消化器・肝

臓)

岡　政志
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３１ ○

日本内科学会認定医・指導医

日本消化器病学会専門医・指導医

日本消化器内視鏡専門医・指導医

消化管がん検診学会認定医

第11回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

(消化器・肝

臓)

加藤　真吾
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２９ ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医

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

カプセル内視鏡学会指導医　　日本肝臓学会専

門医

第9回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

(消化器・肝

臓)

高林　英日己
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １６ ○

日本内科学会総合内科専門医(指導医)

日本消化器内視鏡学会専門医

日本消化器病学会専門医(指導医)

がん治療学会認定医

第19回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科
(内分泌・糖尿病)

泉田　欣彦
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ２１ ○

日本糖尿病学会専門医

日本内科学会認定医

第19回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.70)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科
(内分泌・糖尿病)

大竹　啓之
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２０ ○

日本内科学会認定医・指導医

日本医師会スポーツ医

日本糖尿病学会専門医

日本内分泌学会内分泌代謝専門医　　難病指

定医

第15回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（リウマチ・膠

原病）

天野　宏一
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３７ ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医

日本リウマチ学会専門医

日本感染症学会専門医

第1回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（リウマチ・膠

原病）

近藤　恒夫
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １５ ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医

日本リウマチ学会専門医

第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（リウマチ・膠

原病）

倉沢　隆彦
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １５ ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医

日本リウマチ学会専門医

第17回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.71)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（血液）
多林　孝之

埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２２ ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医

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

第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（血液）
阿南　朋恵

埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １９ ○

日本内科学会認定医・指導医

日本血液学会専門医

第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（心臓）
井上　芳郎

埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２３ ○

日本内科学会認定内科医・指導医

日本循環器学会認定専門医

日本心血管インターベンション治療学会認定専

門医

第11回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（心臓）
神山　哲男

埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２５ ○

日本内科学会認定総合内科専門医・指導医

日本循環器学会認定専門医

第1回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.72)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（呼吸器）
植松　和嗣

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医

日本呼吸器学会専門医・指導医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医・暫

定教育医

日本臨床腫瘍学会暫定指導医

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医

第3回東海大学医学部付属病院臨床研修指

導医養成講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（呼吸器）
森山　岳

埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２１ ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医

日本呼吸器学会専門医

第7回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

(腎・高血圧)
長谷川　元

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３４ ○

日本内科学会認定内科医・指導医

日本医師会認定産業医

日本腎臓学会認定専門医

第5回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

(腎・高血圧)
小川　智也

埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２３ ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医

日本透析医学会認定医透析専門医・指導医

日本腎臓学会認定腎臓専門医・腎臓指導医

日本アフェレシス学会認定血漿交換療法専門医

JA長野厚生連第7回研修医教育のためのワーク

ショップ修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.73)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

(腎・高血圧)
岩下　山連

埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １５ ○

日本内科学会総合内科専門医

日本透析医学会透析専門医

日本腎臓学会腎臓専門医

日本高血圧学会専門医

第18回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（神経）
海田　賢一

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３０ ○

日本内科学会総合内科専門医

日本神経学会専門医(指導医)

日本宇宙航空環境医学会認定医

防衛医科大学校病院臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（神経）
深浦　彦彰

埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ３４ ○

日本内科学会認定医

日本神経学会専門医、指導医

第10回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（神経）
傳法　倫久

埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２６ ○

日本神経学会専門医・指導医

日本内科学会認定医・研修指導医

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

第8回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.74)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（神経）
王子　聡

埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 １８ ○

日本内科学会専門医

日本神経学会専門医

第16回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（神経）
伊﨑　祥子

埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １６ ○

日本内科学会総合内科専門医

日本神経学会専門医

第19回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（感染症）
大野　秀明

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ２９ ○

日本内科学会認定医、日本感染症学会感染

症専門医・指導医

日本呼吸器学会呼吸器専門医、日本化学療

法抗菌薬臨床試験指導医

抗菌薬化学療法指導医、日本結核病学会結

核・抗酸菌症指導医

第14回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（感染症）
小野　大輔

埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １０ ○

日本内科学会認定内科医

上尾中央総合病院「指導医のための教育ワーク

ショップ」修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.75)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（総合診

療）

岡　秀昭
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ２０ ○

日本内科学会総合内科専門医　日本感染症

学会専門医指導医

日本呼吸器学会専門医　日本エイズ学会認定

医

日本化学療法学会抗菌化学療法指導医ＩＣ

Ｄ

日本旅行医学会認定医

第7回全国労災病院臨床研修指導医講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（総合診

療）

三村　一行
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １４ ○

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

上尾中央総合病院「指導医のための教育ワーク

ショップ」修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 輿水　健治
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３９ ○

日本救急医学会専門医

日本麻酔科学会専門医

日本脳神経外科学会専門医

第6回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 澤野　誠
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３４ ○

日本救急医学会指導医

日本救急医学会専門医

第1回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.76)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

救急 井口　浩一
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

日本整形外科学会専門医・認定脊椎脊髄病

医

日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄病指導医

第10回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 中田　一之
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ３２ ○

日本内科学会総合内科専門医

日本循環器学会循環器専門医

日本集中治療医学会集中治療専門医

第14回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 久村　正樹
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２３ ○

日本救急医学会救急科専門医

日本航空医療学会認定指導医

JATECインストラクター

埼玉協同病院臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 大河原　健人
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２８ ○

日本外科学会専門医

日本救急医学会専門医

第5回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.77)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

救急 中村　元洋
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２０ ○

日本救急医学会専門医

麻酔科標榜医

日本麻酔科学会麻酔専門医・指導医

第5回産業医科大学病院臨床研修指導医講

習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 大井　秀則
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １４ ○

日本救急医学会専門医

全国自治体病院協議会第139回臨床研修指

導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 森脇　浩一
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３５ ○

日本小児科学会専門医

AHA認定PALSインストラクター

日本血液学会認定血液専門医

第1回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 加部　一彦
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３６ ○

日本小児科学会専門医

日本医師会指定産業医

日本周産期・新生児学会専門医制度暫定指

導医

日本病院会臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.78)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 櫻井　淑男
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３３ ○

小児科専門医

集中治療医学会専門医

麻酔科学会専門医

ＰＡＬＳインストラクター

第2回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 増谷　聡
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ２６ ○

日本小児科学会認定医・専門医

日本小児循環器学会暫定指導医・専門医

第6回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 石黒　秋生
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２４ ○

第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

日本小児科学会専門医

周産期（新生児）専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 高田　栄子
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ３６ ○

小児科専門医

小児神経専門医

社会医学系専門医

第4回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.79)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 奈倉　道明
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２６ ○

日本小児科学会専門医

社会医学系専門医

第6回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 金井　雅代
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２３ ○

第14回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

日本小児科学会専門医

周産期（新生児）専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 長田　浩平
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １６ ○

日本小児科学会専門医

災害時小児周産期リエゾン

PALSインストラクター

第19回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 齋藤　正博
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

日本産科婦人科学会専門医

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医

日本生殖医学会生殖医専門医

第2回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.80)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

産婦人科 高井　泰
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ２９ ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医

日本生殖医学会生殖医療専門医

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医

日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医

第8回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 菊池　昭彦
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

日本産婦人科学会専門医(指導医)

日本超音波医学会超音波専門医(指導医)

JA長野厚生連第2回「研修医教育のためのワー

クショップ」

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 長井　智則
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２３ ○

日本産科婦人科学会専門医

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医・指

導医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

第1回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 小野　義久
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 １９ ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医

第10回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.81)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

産婦人科 松永　茂剛
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 １９ ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医

第16回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 赤堀　太一
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １７ ○

日本産科婦人科学会専門医

婦人科腫瘍専門医

がん治療認定医

第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 矢部　慎一郎
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２２ ○

日本産婦人科学会産婦人科専門医(指導医)

日本周産期新生児医学会周産期専門医

日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医

日本臨床細胞学会細胞診専門医　母体保護

法指定医

第4回千葉県臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 江良　澄子
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １７ ○

日本産婦人科学会専門医

第17回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.82)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科

(消化管・一

般)

石田　秀行
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３６ ○

日本外科学会認定指導医　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

日本消化器内視鏡学会認定医･専門医

ＩＣＤ（Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒ

ｏｌ　Ｄｏｃｔｏｒ）認定医

第3回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(消化管・一

般)

持木　彫人
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

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

日本内視鏡外科学会技術認定医

第1回群馬大学医学部附属病院臨床研修指

導医養成講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(消化管・一

般)

熊谷　洋一
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２８ ○

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、

日本消化器内視鏡学会専門医、指導医

がん治療認定医

第1回郡山地区指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(消化管・一

般)

石畝　亨
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２１ ○

日本外科学会 指導医・専門医・認定医

日本消化器外科学会 専門医・消化器がん外

科治療認定医

日本食道学会 食道科認定医

第15回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.83)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科

(消化管・一

般)

幡野　哲
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １７ ○

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)

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

(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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（血管外

科）

出口　順夫
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

日本外科学会指導医・専門医・認定医

日本心臓血管外科専門医

心臓血管外科修練指導医

脈管専門医

第8回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（血管外

科）

橋本　拓弥
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 １９ ○

日本外科学会外科専門医

日本心臓血管外科心臓外科専門医

日本脈管学会認定脈管専門医

第18回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(肝胆膵・小

児)

別宮　好文
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３９ ○

日本外科学会認定医・専門医

日本消化器外科学会認定医・専門医

第2回東京大学医学部附属病院指導医講習

会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.84)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科

(肝胆膵・小

児)

小高　明雄
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３４ ○

日本外科学会専門医・指導医

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

日本小児外科学会専門医

第4回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(肝胆膵・小

児)

井上　成一朗
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２５ ○

日本外科学会指導医・専門医

日本小児外科学会指導医・専門医

日本周産期・新生児医学会認定外科医

日本移植学会移植認定医

第9回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(肝胆膵・小

児)

牧　章
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２５ ○

米国医師免許証　米国移植外科認定医

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医

日本移植学会専門医

第16回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

(肝胆膵・小

児)

駒込　昌彦
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １８ ○

日本外科学会外科専門医

第18回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.85)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科

（呼吸器）
中山　光男

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３８ ○

日本外科学会指導医

日本胸部外科学会指導医

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指導医

第11回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（呼吸器）
儀賀　理暁

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ２７ ○

日本外科学会専門医・指導医

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・指

導医

日本がん治療認定医機構認定医・暫定教育医

日本臨床腫瘍学会暫定指導医　日本緩和医

療学会暫定指導医

第4回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（呼吸器）
福田　祐樹

埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２０ ○

日本外科学会専門医

日本呼吸器外科専門医

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡指導医

がん治療認定機構認定医

第10回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（呼吸器）
羽藤　泰

埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １９ ○

日本外科学会専門医

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指導医

がん治療認定機構認定医

第17回慶應義塾大学病院臨床研修指導医養

成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.86)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科

（呼吸器）
青木　耕平

埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １５ ○

日本外科学会外科専門医(指導医)

呼吸器外科専門医

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医(指

導医)

第19回埼玉医科大学病院群臨床指導医講習

会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

精神科 吉益　晴夫
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３１ ○

日本精神神経学会専門医・指導医

精神保健指定医

精神保健判定医

第3回昭和大学臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

精神科 安田　貴昭
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２３ ○

日本精神神経学会専門医・指導医

精神保健指定医

臨床心理士

第15回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

精神科 倉持　泉
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １３ ○

日本精神神経学会精神専門医(指導医)

日本老年精神医学会専門医(指導医)

日本てんかん学会専門医　精神保健指定医

日本医師会認定産業医

第18回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.87)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 小山　薫
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３６ ○

麻酔科標榜医　日本麻酔科学会指導医

日本集中治療学会専門医

日本ペインクリニック学会専門医

日本心臓血管麻酔学会暫定専門医

第8回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 照井　克生
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

麻酔科標榜医、認定医

日本麻酔学会麻酔指導医

日本体育協会公認スポーツドクター

第7回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 鈴木　俊成
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２５ ○

日本麻酔科学会指導医

麻酔科標榜医

日本区域麻酔学会暫定専門医

第9回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 松田　祐典
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 １６ ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医

麻酔科標榜医

第13回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.88)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 丸尾　俊彦
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２２ ○

麻酔科標榜医

日本麻酔学会認定医

日本ペインクリニック学会専門医

第14回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 山家　陽児
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １８ ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医(指導医)

麻酔科標榜医

第19回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 田澤　和雅
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １５ ○

麻酔科標榜医

日本麻酔科学会専門医

第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 加藤　崇央
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １６ ○

麻酔科標榜医　日本麻酔科学会麻酔科認定

医・専門医

日本周術経食道心エコー認定医

日本心臓血管麻酔学会暫定専門医

日本集中治療学会集中治療専門医

第16回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.89)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 金子　恒樹
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １３ ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医

麻酔科標榜医

茨城県指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

心臓血管外

科
今中　和人

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

心臓血管外科専門医・修練指導医

日本胸部外科学会指導医

日本外科学会専門医・指導医

第4回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

ブレストケア

科
松田　正典

埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２７ ○

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門(指導

医)

日本内科学会総合内科専門医

第2回昭和大学臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 税田　和夫
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３４ ○

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会脊椎脊髄病医

日本整形外科学会運動器リハビリテーション医

日本脊椎脊髄外科学会指導医

平成22年度自治医科大学附属病院臨床研修

指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.90)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

整形外科 星川　淳人
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２９ ○

日本整形外科学会専門医

日本スポーツ協会公認スポーツドクター

第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 荻原　哲
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２２ ○

日本整形外科学会整形外科専門医

日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医

日本整形外科学会ﾘｳﾏﾁ医　日本整形外科学

会運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医

インフェクションコントロールドクター

第18回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 中曽根　功
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２１ ○

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会リウマチ医

第17回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

脳神経外科 庄島　正明
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ２４ ○

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(指導医)

日本脳卒中学会認定脳卒中専門医(指導医)

東京大学臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.91)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

脳神経外科 大宅　宗一
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ２２ ○

日本脳神経外科学会専門医

日本脳卒中の外科学会技術指導医

日本神経内視鏡学会技術認定医

日本脳卒中学会認定脳卒中専門医　米国医

師免許

第10回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

脳神経外科 印東　雅大
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １９ ○

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医

日本脳卒中学会認定脳卒中専門医

日本脳卒中外科学会技術指導医

日本脳神経血管内治療学会専門医

第18回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

脳神経外科 中村　巧
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 ２０ ○

日本脳神経外科学会専門医

日本脳卒中の外科学会技術指導医

日本脳卒中学会認定脳卒中専門医

第12回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 川上　理
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

日本泌尿器科学会指導医・専門医

がん治療認定医

第14回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.92)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

泌尿器科 諸角　誠人
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ３８ ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医

がん治療暫定教育医

がん治療認定医

第7回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 矢野　晶大
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２３ ○

日本泌尿器学会泌尿器科専門医(指導医)

泌尿器腹腔鏡技術認定医

第13回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 岡田　洋平
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２５ ○

日本泌尿器科学会指導医・専門医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

平成28年度石巻赤十字病院臨床研修指導医

養成講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 竹下　英毅
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １７ ○

日本泌尿器科学会専門医・指導医

日本がん治療認定機構がん治療認定医

平成23年度東京医科歯科大学医学部附属病

院指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.93)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

形成外科 三鍋　俊春
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３５ ○

日本形成外科学会専門医

同皮膚腫瘍外科指導専門医

小児形成外科分野指導医

第6回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

形成外科 大西　文夫
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２２ ○

日本形成外科学会専門医

小児形成外科分野指導医

第16回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

形成外科 山川　知巳
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 ２２ ○

日本形成外科学会形成外科専門医

第18回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

皮膚科 福田　知雄
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３３ ○

日本皮膚科学会専門医

杏林大学第3回指導医養成ワークショップ修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.94)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

皮膚科 寺木　祐一
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ３６ ○

日本皮膚科学会専門医

第3回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

皮膚科 人見　勝博
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２４ ○

日本皮膚科学会専門医

第5回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

皮膚科 佐藤　良樹
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １１ ○

日本皮膚科学会専門医

第17回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

眼科 小幡　博人
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

日本眼科学会専門医・指導医

難病指定医

小児慢性特定疾病指定医

第16回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.95)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

眼科 小泉　宇弘
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １０ ○

障がい者スポーツ医

視覚障害者用補装具適合判定医師

認定産業医

第18回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

耳鼻咽喉科 菊地　茂
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３６ ○

日本耳鼻咽喉科学会認定専門医

日本気管食道学会認定医

耳鼻咽喉科専門研修指導医

補聴器適合判定医

第5回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

耳鼻咽喉科 二藤　隆春
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２５ ○

日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医(指

導医)

日本気管食道学会専門医　日本抗加齢医学

会専門医

日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医

日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

第18回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

耳鼻咽喉科 大木　雅文
埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２３ ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医

日本めまい平衡医学会認定めまい相談医

日本気管食道科学会認定専門医

日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医

第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.96)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

耳鼻咽喉科 田中　是
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １６ ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医

耳鼻咽喉科専門研修指導医

補聴器適合判定医

騒音性難聴担当医　音声・嚥下機能等判定医

第15回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

科
山本　満

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３０ ○

リハビリテーション医学会認定医・専門医・指導責

任者

第1回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

科
藤本　幹雄

埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２４ ○

リハビリテーション医学会認定医・専門医・指導医

義肢装具等適合判定医

日本病院会 平成16年度第1回臨床研修指導

者養成課程講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 髙橋　健夫
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ３２ ○

放射線治療専門医(日本医学放射線学会・日

本放射線腫瘍学会)

がん治療認定医機構認定医・暫定指導医

日本医学放射線学会研修指導者

群馬県臨床研修指導医養成講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.97)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

放射線科 熊倉　嘉貴
埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ２９ ○

日本核医学会専門医

日本核医学会ＰＥＴ核医学認定医

第17回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 清水　裕次
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ３０ ○

日本核医学会専門医

日本核医学会ＰＥＴ核医学認定医

第14回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 渡部　渉
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 ２６ ○

放射線診断専門医

第11回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 山野　貴史
埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １８ ○

放射線治療専門医(日本医学放射線学会・日

本放射線腫瘍学会)

がん治療認定医機構認定医

日本医学放射線学会研修指導者

PET核医学認定医

第11回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.98)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

放射線科 西村　敬一郎
埼玉医科大学

総合医療センター
助教 ２１ ○

放射線治療専門医(日本医学放射線学会・日

本放射線腫瘍学会)

日本医学放射線学会研修指導者

PET核医学認定医

第13回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病理

（CPC）
田丸 淳一

埼玉医科大学

総合医療センター
教授 ４１ ○

日本病理学会専門医

日本病理学会病理専門研修指導医

厚生労働省死体解剖資格

第7回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病理

（CPC）
百瀬　修二

埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２２ ○

日本病理学会専門医

日本病理学会病理専門研修指導医

第15回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病理

（CPC）
東　守洋

埼玉医科大学

総合医療センター
准教授 ２４ ○

日本病理学会専門医

日本病理学会病理専門研修指導医

厚生労働省死体解剖資格

第11回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.99)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

病理

（CPC）
山下　高久

埼玉医科大学

総合医療センター
講師 １８ ○

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医(指導医)

がん治療認定医

第19回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医

講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病理

（CPC）
増田　渉

埼玉医科大学

総合医療センター
助教 １４ ○

日本病理学会専門医

日本病理学会病理専門研修指導医

細胞診専門医

JA長野厚生連第10回研修医教育のためのワー

クショップ修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.100)
　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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 山本　智清 相澤病院
卒後臨床研修ｾ

ﾝﾀｰ長、総合内

科統括医長

23 ○

H24年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会、H13年

度医療研修推進財団指導医養成講習会、総

合内科専門医、消化器内視鏡専門医・消化器

病専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

救急科 菅沼　和樹 相澤病院 救急科医長 11 ○

R2年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会、信大病

院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2017、

救急科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 相澤　孝夫 相澤病院 理事長 47 ○
H15年度四病院団体協議会臨床研修指導者

養成課程、消化器病指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 寺川　偉温 相澤病院
総合内科

医長
18 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2017、消化器内視鏡専門医、総合内科専門

医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター



別紙４

（No.101)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 手島　憲一 相澤病院
総合内科

医長
22 ○

H20年度VHJ機構指導医養成講座、総合内

科専門医、消化器病専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 新倉　則和 相澤病院
消化器病

ｾﾝﾀｰ長
27 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2008、総合内科専門医、消化器病専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 藤元　瞳 相澤病院
消化器内科

医長
16 ○

H26年度JA厚生連研修医教育のためのﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 西条　勇哉 相澤病院
消化器内科

医長
13 ○

信州大学を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2014、消化器病専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.102)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 齊藤　博美 相澤病院
消化器内科

医長
10 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2017、消化器病専門医、消化器内視鏡専門

医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 鈴木　智裕 相澤病院
循環器内科

統括医長
24 ○

H21年度JA厚生連研修教育のためのﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ、総合内科専門医、循環器専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 相澤　克之 相澤病院
循環器内科

医長
15 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2014、循環器内科専門医、総合内科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 小口　泰尚 相澤病院
循環器内科

医長
14 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2020

循環器専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.103)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 千田　啓介 相澤病院
循環器内科

医長
13 ○

信州蓼科医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2018、循環

器内科専門医、総合内科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 正印　恭子 相澤病院
循環器内科

医師
9 ○

H28第1回上越総合病院臨床研修指導医講

習会、認定内科医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 橋本　隆男 相澤病院
脳神経内科

特任統括医

長

38 ○
H17年度VHJ機構指導医養成講座、神経内

科専門医、総合内科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 蛯谷　征弘 相澤病院
脳神経内科

医長
16 ○ H25群馬県養成講習会、神経内科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.104)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 佐藤　宏匡 相澤病院
脳神経内

科医師
13 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2015、神経内科専門医、総合内科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 山下　浩 相澤病院
糖尿病ｾﾝ

ﾀｰ長
23 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2006、総合内科専門医、糖尿病専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 相澤　徹 相澤病院
糖尿病ｾﾝﾀｰ

顧問
45 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2010、糖尿病専門医、内分泌代謝科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 佐藤　友香 相澤病院
糖尿病ｾﾝﾀｰ

医師
12 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2017 、糖尿病専門医、総合内科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.105)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 小口　智雅 相澤病院
腎臓内科統

括医長
29 ○

H18年度VHJ機構指導医養成講座、透析指

導医、腎臓専門医、総合内科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 白鳥　勝子 相澤病院
腎臓内科医

長
30 ○

信州大学を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2015、透析専門医、総合内科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 戸田　滋 相澤病院
腎臓内科

医長
17 ○

JA長野厚生連第10回研修医教育のためのﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ、腎臓専門医、透析専門医、総合内科

専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 中西　正教 相澤病院
呼吸器内科

統括医長
28 ○

H27年度VHJ機構指導医養成講座、呼吸器

内科専門医、総合内科専門医、気管支鏡専門

医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.106)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 高田　宗武 相澤病院
呼吸器内科

医長
13 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2018、呼吸器専門医、総合内科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 田内　克典 相澤病院 院長 37 ○
H16年度VHJ機構指導医養成講座、消化器

外科指導医、外科指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 小田切　範晃 相澤病院 外科ｾﾝﾀｰ長 28 ○
H19年度VHJ機構指導医養成講座、小児外

科専門医、消化器外科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 笹原　孝太郎 相澤病院
消化管外科統

括医長
30 ○

H18年度VHJ機構指導医養成講座、消化器

内視鏡指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.107)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 高　賢樹 相澤病院
肝胆膵外科

統括医長
24 ○

H20年度VHJ機構指導医養成講座、外科指

導医、消化器外科専門医、肝臓専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 三島　修 相澤病院
呼吸器外科

統括医長
34 ○

H21年度全日本病院協会講習会、外科専門

医、呼吸器外科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 三澤　賢治 相澤病院
呼吸器外科

医長
20 ○

H19年度VHJ機構指導医養成講座、外科専

門医、呼吸器外科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 吉福　清二郎 相澤病院
外科ｾﾝﾀｰ医

長
18 ○

H22年度諏訪赤十字病院信州蓼科医師卒後

教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2010、外科専門医、消化器外

科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.108)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 宮本　昌武 相澤病院
外科ｾﾝﾀｰ医

長
20 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2011、消化器外科専門医、消化器病専門

医、外科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 亀山　亨 相澤病院
外科ｾﾝﾀｰ医

長
10 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2017、消化器外科専門医、外科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 西田　保則 相澤病院
外科ｾﾝﾀｰ医

長
13 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2017、外科専門医、消化器病専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 平野　龍亮 相澤病院 外科ｾﾝﾀｰ医師 15 ○
長野県医師会第7回講習会、日本外科学会外

科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.109)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 恒元　秀夫 相澤病院
心臓血管外

科統括医長
33 ○

H22年度JA厚生連研修医教育のためのﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ、心臓血管外科専門医、外科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科 吉池　昭一 相澤病院
救命救急ｾﾝﾀｰ

長
23 ○

H20九州厚生局第5回九州ブロック医師臨床研

修指導医養成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、救急科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科 小山　徹 相澤病院
救命救急ｾﾝ

ﾀｰ

特命推進役

34 ○

H17年四病院団体協議会臨床研修指導者養

成課程講習会、救急科専門医、脳神経外科専

門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科 山本　基佳 相澤病院
救命救急ｾﾝ

ﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長
14 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2013」、救急科専門医、麻酔科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.110)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

救急科 柴田　俊一 相澤病院
救急科医

長
21 ○

JA長野厚生連研修医教育のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、

整形外科専門医、認定運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科 白戸　康介 相澤病院 救急科医長 9 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2020

救急科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科 宮内　直人 相澤病院 救急科医長 8 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2020

救急科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 小笠原　隆行 相澤病院
麻酔科統

括医長
30 ○

H20年度長野県医師会・長野県病院協議会

講習会、麻酔科専門医、麻酔科指導医、麻酔

科標榜医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.111)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 坂口　秀弘 相澤病院 麻酔科医長 30 ○

H20年度社団法人日本病院会臨床研修指導

医養成講習会、麻酔科専門医、麻酔科指導

医、麻酔科標榜医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 丹下　大祐 相澤病院
麻酔科医

長
17 ○

H24年度長野県医師会・長野県病院協議会

講習会、麻酔科専門医、麻酔科標榜医、救急

科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 塩原　茂樹 相澤病院
産婦人科

統括医長
31 ○

H17年度VHJ機構指導医養成講座、産婦人

科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 水城　直人 相澤病院
小児科

統括医長
19 ○

富山大学附属病院H27年度養成セミナー、小

児科専門医、集中治療専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.112)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 北澤　玲子 相澤病院
小児科医

長
33 ○

H17年度四病院団体協議会臨床研修指導者

養成課程講習会、小児科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

脳卒中ｾﾝﾀｰ 北澤　和夫 相澤病院
脳卒中･脳神経

ｾﾝﾀｰ長
35 ○

H16年度VHJ機構指導医養成講座、脳神経

外科専門医、救急科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

脳卒中ｾﾝﾀｰ 八子　武裕 相澤病院

脳神経外

科

統括医長

22 ○
H18全国自治体病院協議会新養成講習会、

脳神経外科専門医、脳卒中専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

脳卒中ｾﾝﾀｰ 佐藤　大輔 相澤病院
脳血管内治

療ｾﾝﾀｰ長
19 ○

諏訪赤十字病院信州蓼科医師卒後教育ﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ2010、脳神経外科専門医、脳血管内治

療専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.113)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

形成外科 菊池　二郎 相澤病院
形成外科

統括医長
27 ○

H19年度社団法人日本病院会臨床研修指導

医養成講習会、形成外科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

精神科 柳澤　透 相澤病院

精神神経

科統括医

長

30 ○ 防衛医科大学校病院講習会、精神科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

精神科 福田　崇宏 相澤病院
精神神経科

医長
19 ○ 防衛医科大学校病院講習会、精神科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択（眼

科）
今井　弘毅 相澤病院

眼科統括医

長
19 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2017、眼科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.114)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択

（整形外

科）

山﨑　宏 相澤病院
整形外科

ｾﾝﾀｰ長
23 ○

H20年度長野県医師会・長野県病院協議会

講習会、整形外科専門医、手外科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（整形外

科）

清野　繁宏 相澤病院
整形外科

医長
18 ○

H22年度JA厚生連研修医教育のためのﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（整形外

科）

小平　博之 相澤病院
整形外科統

括医長
19 ○

諏訪赤十字病院信州蓼科医師卒後教育ﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ2011、整形外科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（病理科）
下条　久志 相澤病院

病理診断

科統括医

長

27 ○
信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2018、臨床検査専門医、細胞診専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.115)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択

（病理科）
小豆畑　康児 相澤病院

病理診断科

医長
19 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2014、病理専門医、病理専門医研修指導

医、細胞診指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（泌尿器

科）

矢ヶ崎　宏紀 相澤病院
泌尿器科

統括医長
25 ○

H27年度JA厚生連研修教育のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2015、泌尿器科専門医、泌尿器科指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（泌尿器

科）

杉本　貴与 相澤病院
泌尿器科医

長
17 ○

信州大学を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2015、泌尿器科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

(化学療法科)
中村　将人 相澤病院

化学療法

科統括医

長

23 ○

H22年度諏訪赤十字病院信州蓼科医師卒後

教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2010、外科専門医、がん治療

認定医、がん薬物療法専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.116)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択

（緩和ｹｱ

科）

野池　輝匡 相澤病院
緩和ｹｱ科

統括医長
30 ○

H17年度四病院団体協議会臨床研修指導者

養成課程講習会、緩和医療専門医、がん治療

認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択
(耳鼻いんこう科)

坂口　正範 相澤病院
耳鼻いんこう科

特命推進役
39 ○

H19年度VHJ機構指導医養成講座、耳鼻咽

喉科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択
(耳鼻いんこう科)

茂木　英明 相澤病院
耳鼻いんこう科

統括医長
20 ○

R1富山大学第17回臨床研修指導医養成ｾﾐ

ﾅｰ、耳鼻咽喉科専門医、臨床遺伝専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（放射線

科）

小口　和浩 相澤病院
放射線診断

科統括医長
33 ○

H19年度VHJ機構指導医養成講座、放射線

科専門医、放射線診断専門医、核医学専門

医、 PET核医学認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.117)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択

（放射線

科）

金子　貴久子 相澤病院
放射線診断

科

医長

15 ○

信大病院を中心とした医師卒後教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

2016、放射線診断専門医、核医学専門医、

PET核医学認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（放射線

科）

伊藤　敦子 相澤病院
放射線診断

科医長
32 ○

諏訪赤十字病院信州蓼科医師卒後教育ﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ2009、放射線診断専門医、核医学専門

医、PET核医学認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

総合診療科 中澤 進
国立病院機構

埼玉病院
医長 26 ○

老年病専門医、認定内科医

指導医（第107043号）日本老年医学会

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

総合診療科 玉井 恒憲
国立病院機構

埼玉病院
医長 25 ○

難病指定医

日本内科学会認定内科医

日本内科学会総合内科専門医

消化器病学会専門医

第16回慶應義塾大学病院臨床研修指導医養

成WS受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.118)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

消化器内科 細田 泰雄
国立病院機構

埼玉病院
副院長 34 ○

日本内科学会総合内科専門医

日本消化器内視鏡学会専門医･指導医

消化器病学会専門医･指導医

臨床研修指導医養成WS受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

神経内科 石川 晴美
国立病院機構

埼玉病院

脳神経・

認知症

ｾﾝﾀｰ部長

25 ○

日本内科学会認定内科医

日本神経学会専門医・指導医

博士（医学）（日本大学）

第26回臨床研修指導医のための教育WS受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

循環器内科 鈴木 雅裕
国立病院機構

埼玉病院
臨床研究 38 ○

日本医師会認定産業医

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門医

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医

日本内科学会認定内科医

日本内科学会総合内科専門医

認定循環器専門医、内科指導医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

循環器内科 松村 圭祐
国立病院機構

埼玉病院
部長 20 ○

循環器専門医

認定内科医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.119)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

循環器内科 田中 宏明
国立病院機構

埼玉病院
医師 13 ○

日本内科学会認定内科医

認定循環器専門医

臨床研修医指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

呼吸器内科 林 伸一
国立病院機構

埼玉病院
部長 30 ○

日本医師会認定産業医

日本内科学会総合内科専門医

インフェクションコントロールドクター

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡指導医

日本呼吸器学会指導医

呼吸器専門医

H27年度 臨床研修指導医養成講習会受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

血液･

膠原病内科
大竹　志門

国立病院機構

埼玉病院
医師 11 ○

日本内科学会認定内科医

日本血液学会血液専門医・

日本血液学会血液指導医

日本造血細胞移植学会造血細胞移植認定医

日本臨床検査医学会臨床検査専門医

日本輸血・細胞治療学会輸血・細胞治療認定

医

第12回山梨県臨床研修指導医WS修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 上牧 勇
国立病院機構

埼玉病院

小児・

周産期母子

ｾﾝﾀｰ部長

30 ○

日本小児科学会専門医

臨床遺伝専門医

平成15年度臨床研修指導医養成講習会受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4



別紙４

（No.120)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 真路 展彰
国立病院機構

埼玉病院
医長 21 ○

小児科専門医

臨床研修指導医養成講習会受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 栗原　伸芳
国立病院機構

埼玉病院
医長 24 ○

日本周産期・新生児医学会 周産期専門医

（新生児）

日本周産期・新生児医学会指導医

第23回慶應義塾大学病院臨床研修指導医養

成WS受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 石塚　裕人
国立病院機構

埼玉病院
統括診療部長 30 ○

日本外科学会外科専門医、日本消化器外科

学会専門医、日本がん治療認定医機構暫定教

育医、消化器がん外科治療認定医、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

難病指定医（外科）、臨床研修指導医講習

会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 早津　成夫
国立病院機構

埼玉病院
診療情報部長 27 ○

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

日本消化器外科学会専門医

消化器がん外科治療認定医

第15回慶應義塾大学病院臨床研修指導医養

成WS受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.121)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 原　彰男
国立病院機構

埼玉病院
院長 40 ○

日本消化器外科学会認定医

日本外科学会外科専門医

日本外科学会指導医

大腸肛門病専門医

日本大腸肛門病学会指導医

H15年度第8回慶應義塾大学病院臨床研修

指導医講習会受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

乳腺外科 田中　規幹
国立病院機構

埼玉病院
医長 26 ○

日本外科学会認定医、博士（医学）（岡山

大学）、外科専門医、日本乳癌学会認定医、

マンモグラフィ読影試験（A（AS)）

インフェクションコントロールドクター（ＩＣＤ制度

協議会）、がん治療認定医、抗菌化学療法認

定医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 吉田　篤
国立病院機構

埼玉病院

関節機能再建

ｾﾝﾀｰ部長
38 ○

日本整形外科学会専門医

身体障害者福祉法による指定医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション

医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

脳神経外科 永岡　右章
国立病院機構

埼玉病院
医師 23 ○

博士（医学）（日本大学）、日本頭痛学会

専門医、脳神経外科専門医、日本脊髄外科学

会認定医、日本脳卒中学会専門医、臨床研修

指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.122)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

心臓血管外科 配島　功成
国立病院機構

埼玉病院
医長 15 ○

難病指定医

日本外科学会外科専門医

心臓血管外科専門医

身体障害者福祉法に基づく指定医師

認定循環器専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

呼吸器外科 中西 浩三
国立病院機構

埼玉病院
部長 35 ○

日本胸部外科学会指導医、呼吸器外科専門

医

日本がん治療認定医機構暫定教育医

日本外科学会外科専門医・指導

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

呼吸器外科 後藤　英典
国立病院機構

埼玉病院
医師 14 ○

日本外科学会外科専門医

呼吸器外科専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 倉橋　崇
国立病院機構

埼玉病院
婦人科部長 24 ○

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

婦人科腫瘍専門医

産婦人科指導医

産科婦人科学会専門医

平成20年度臨床研修指導医講習会受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.123)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

眼科 村松　昌裕
国立病院機構

埼玉病院
部長 27 ○

眼科専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

耳鼻咽喉科 関根　大喜
国立病院機構

埼玉病院
部長 28 ○

耳鼻咽喉科専門医

気管食道科専門医

耳鼻咽喉科専門研修指導医

難病指定医、身体障害者福祉法に基づく指定

医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 水野　まゆみ
国立病院機構

埼玉病院
医長 27 ○

マンモグラフィ技術試験成績認定

放射線診断専門医、難病指定医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 大島　孝
国立病院機構

埼玉病院
副院長 34 ○

麻酔科標榜医

認定医日本ペインクリニック学会

麻酔科学会専門医・指導医

日本ペインクリニック学会暫定専門医

平成18年度臨床研修指導医養成研修会受講

麻酔科標榜医

認定医日本ペインクリニック学会

麻酔科学会専門医・指導医

日本ペインクリニック学会暫定専門医

平成18年度臨床研修指導医養成研修会受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.124)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 和田　弘樹
国立病院機構

埼玉病院
教育研修部長 28 ○

麻酔科標榜医

麻酔科学会専門医・指導医

臨床研修指導医養成講習会受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 山田　茂行
国立病院機構

埼玉病院
手術部長 25 ○

麻酔科学会専門医・指導医

平成25年臨床研修指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 松岡　信宏
国立病院機構

埼玉病院
部長 24 ○

麻酔科学会専門医・指導医

第18回慶應義塾大学病院臨床研修指導医養

成WS受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 遠藤　暢人
国立病院機構

埼玉病院
心臓麻酔部長 22 ○

日本外科学会外科専門医

麻酔科専門医

心臓血管麻酔専門医

第20回慶應義塾大学病院臨床研修指導医養

成WS受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.125)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 徳永　元秀
国立病院機構

埼玉病院
医長 26 ○

麻酔科標榜医

麻酔科専門医

日本医師会認定産業医

第2回自衛隊中央病院臨床研修指導医講習

会受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 幡生　洋介
国立病院機構

埼玉病院
医師 13 ○

麻酔科専門医

日本周術期経食道心エコー認定

平成27年度 臨床研修指導医養成講習会受

講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 茶谷　祐一
国立病院機構

埼玉病院
医師 12 ○

麻酔科認定医

麻酔科専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科 冨永　善照
国立病院機構

埼玉病院
救急部長 22 ○

日本内科学会認定内科医

日本内科学会総合内科専門医

認定循環器専門医

日本医師会認定産業医

日本救急医学会救急科専門医

臨床研修指導医のための教育WS受講

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.126)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

救急科 石井　充
国立病院機構

埼玉病院
医長 20 ○

日本内科学会認定内科医

プライマリ・ケア認定医

日本プライマリ・ケア連合学会認定医指導医

日本救急医学会救急科専門医

総合内科専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

リハビリテーション科 大森真以子
国立病院機構

埼玉病院
医長 21 ○

日本リハビリテーション医学会専門医・指導医

日本リハビリテーション医学会認定臨床医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 堀之内　宏久 さいたま市立病院 院長 39 ○

日本外科学会専門医、日本胸部外科学会認

定医・指導医、日本呼吸器外科学会指導医、

呼吸器外科専門医、気管支鏡専門医・指導

医、日本医師会認定産業医、日本医師会指導

医のための教育ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 小山　卓史 さいたま市立病院 副院長 36 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本

循環器学会認定専門医、日本心臓病学会心

臓病上級臨床医、第12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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.127)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択 増田　毅 さいたま市立病院

副院長兼

泌尿器科部

長

38 ○
日本泌尿器科学会専門医・指導医、臨床研修

指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択 大熊　潔 さいたま市立病院

院長補佐兼

放射線診断

科部長

40 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医、日

本超音波医学会指導医、第22回慶応義塾大

学病院臨床研修指導医養成ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 池田　一成 さいたま市立病院
院長補佐兼

小児科部長
36 ○

日本小児科学会専門医・指導医、日本周産

期・新生児医学会暫定指導医、臨床研修指導

医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 加藤　まゆみ さいたま市立病院 内科部長 37 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本

消化器病学会専門医、日本超音波医学会専

門医・指導医、日本膵臓学会認定指導医、第

14回慶應大学病院臨床研修指導医養成ワー

クショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.128)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 田坂　祐司 さいたま市立病院 内科科長 28 ○ 日本医師会指導医のための教育ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 金子　文彦 さいたま市立病院
消化器内科

部長
29 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本

消化器病学会専門医・指導医、日本肝臓学会

専門医・指導医、日本がん治療認定医機構がん

治療認定医、平成23年度臨床研修指導医養

成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 瀧本　洋一 さいたま市立病院
消化器内科

医師
10 ○

日本内科学会認定医、日本消化器病学会専

門医、第13回獨協医科大学病院臨床研修指

導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 舘野　博喜 さいたま市立病院
呼吸器内科

部長
27 ○

日本呼吸器学会認定専門医・指導医、日本内

科学会総合内科専門医、日本禁煙科学会認

定支援医、第111回臨床研修指導医養成講

習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.129)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 吉田　秀一 さいたま市立病院
呼吸器内科

科長
17 ○

日本呼吸器学会認定専門医・指導医、日本内

科学会総合内科専門医、日本呼吸器内視鏡

学会気管支鏡専門医、日本がん治療認定医機

構がん治療認定医、臨床研修指導医養成講習

会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 佐藤　秀樹 さいたま市立病院
脳神経内科

部長
26 ○

日本内科学会総合内科専門医・認定内科医・

指導医、日本神経学会専門医・指導医、日本

脳卒中学会専門医、日本臨床神経生理学会

認定医、平成26年度プログラム責任者養成講

習会、第17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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 此枝　史恵 さいたま市立病院
脳神経内科

科長
20 ○

日本内科学会総合内科専門医・認定内科医・

指導医、日本神経学会専門医・指導医、日本

脳卒中学会専門医、日本臨床神経生理学会

認定医・指導医、臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 神吉　秀明 さいたま市立病院
循環器内科

部長
30 ○

日本循環器学会循環器専門医、日本内科学

会総合内科専門医・指導医、日本不整脈心電

学会不整脈専門医、日本心臓病学会心臓病

上級臨床医、日本救急医学会ICLSディレク

ター、平成22年度プログラム責任者養成講習

会、第9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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3,4



別紙４

（No.130)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 秋間　崇 さいたま市立病院
循環器内科

科長
26 ○

日本循環器学会循環器専門医、日本内科学

会総合内科専門医・指導医、日本心血管イン

ターベンション治療学会専門医、臨床研修指導

医養成ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 廣瀬　立夫 さいたま市立病院
膠原病内科

部長
39 ○

日本内科学会認定総合内科専門医、日本リウ

マチ学会認定リウマチ指導医、臨床研修指導医

養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 玉目　琢也 さいたま市立病院 小児科医長 19 ○
日本小児科学会専門医・指導医、第81回臨床

研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 髙木　虎太郎 さいたま市立病院 小児科医長 9 ○
日本小児科学会専門医、日本血液学会専門

医、第30回指導医養成ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.131)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 朝見　淳規 さいたま市立病院
一般・血管外科

部長
34 ○

日本外科学会認定専門医・指導医、心臓血管

外科専門医認定機構認定専門医、日本脈管

学会認定脈管専門医、第14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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 馬場　秀雄 さいたま市立病院
消化器外科

部長
30 ○

日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外

科学会専門医、日本大腸肛門病学会専門医・

指導医、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、第23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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 米谷　文雄 さいたま市立病院
呼吸器外

科部長
29 ○

日本外科学会専門医、日本胸部外科学会認

定医、日本呼吸器外科学会指導医、呼吸器外

科専門医、気管支鏡専門医、第3回東海大学

医学部付属病院臨床研修指導医養成講習

会、

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 坂本　圭 さいたま市立病院
呼吸器外

科科長
15 ○

日本外科学会外科専門医、呼吸器外科専門

医、気管支鏡専門医、東京女子医科大学病院

指導医講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.132)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択 大熊　一成 さいたま市立病院
整形外科部

長
37 ○

日本整形外科学会専門医、日本リハビリテーショ

ン医学会専門医、第64回新臨床研修指導医

養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択 武田　健太郎 さいたま市立病院
整形外科科

長
21 ○

日本整形外科学会専門医、第24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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択 細澤　徹自 さいたま市立病院
整形外科医

長
16 ○

日本整形外科学会専門医、第22回東京女子

医科大学病院指導医講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択 小嶋　篤浩 さいたま市立病院
脳神経外科

部長
29 ○

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、日本脳神経血管内治療学

会専門医、日本神経生理学会専門医、第110

回臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.133)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択 嵯峨　伊佐子 さいたま市立病院
脳神経外科科

長
18 ○

日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本神

経内視鏡学会神経内視鏡技術認定医、日本

がん治療認定医機構がん治療認定医、第16回

臨床研修指導医養成ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 島村　吉衛 さいたま市立病院

心臓血管外

科

科長

30 ○

日本胸部外科学会認定医・指導医、心臓血管

外科専門医認定機構認定専門医・修練指導

者、日本外科学会専門医・指導医、循環器専

門医、第133回臨床研修指導医講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 大野　通暢 さいたま市立病院
小児外科部

長
20 ○

日本小児外科学会専門医・指導医、小児慢性

特定疾病指定医、日本外科学会専門医・指導

医、日本がん治療認定医・小児がん認定外科

医、臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 吉田　史子 さいたま市立病院
小児外科科

長
25 ○

日本小児外科学会専門医、小児慢性特定疾

病指定医、日本外科学会専門医、第7回指導

医養成ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.134)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 入江　理絵 さいたま市立病院
小児外科医

長
12 ○

日本小児外科学会専門医、小児慢性特定疾

病指定医、日本外科学会専門医、第23回昭

和大学臨床研修指導医講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択 齋藤　京 さいたま市立病院
皮膚科科

長
27 ○

日本皮膚科学会認定専門医、第118回臨床

研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択 吉峰　俊輔 さいたま市立病院
泌尿器科科

長
18 ○

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、日本泌尿器

内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定医、臨床

研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択 楊井　祥典 さいたま市立病院
泌尿器科医

長
9 ○

日本泌尿器科学会専門医、日本がん治療認定

医機構がん治療認定医、第24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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.135)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

産婦人科 中川　博之 さいたま市立病院
産婦人科部

長
28 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医、日本婦

人科腫瘍学会専門医・指導医、日本臨床細胞

学会細胞診専門医、がん治療認定医、母体保

護法指定医、臨床研修指導医講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 池田　俊之 さいたま市立病院
産婦人科科

長
33 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導医、母体保

護法指定医、日本女性医学会専門医、第2回

臨床研修指導医講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 上野　和典 さいたま市立病院
産婦人科科

長
25 ○

日本周産期・新生児医学会専門医、母体保護

法指定医、産婦人科指導医・専門医、日本超

音波医学会超音波専門医、臨床研修指導医

講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択 武井　聡 さいたま市立病院
耳鼻咽喉科

部長
28 ○

日本耳鼻咽喉科学会専門医、第150回臨床

研修指導医講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.136)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択 川瀬　貴嗣 さいたま市立病院

放射線治療

科

部長

25 ○

日本医学放射線学会放射線治療専門医・指

導医､日本放射線腫瘍学会放射線治療専門

医・指導医、第5回臨床研修指導医養成ワーク

ショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 忍田　純哉 さいたま市立病院 麻酔科部長 31 ○
日本麻酔科学会専門医・指導医、厚生労働省

麻酔科標榜医、臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 中村　教人 さいたま市立病院
集中治療科

科長
23 ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導医、日本

集中治療医学会集中治療専門医・ICD認定

医、厚生労働省麻酔科標榜医、令和2年度プロ

グラム責任者養成講習会、第17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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 安藤　嘉門 さいたま市立病院
集中治療科

医長
16 ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導医、日本

集中治療医学会集中治療専門医、厚生労働

省麻酔科標榜医、第122回臨床研修指導医

養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.137)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

救急部門 中野　公介 さいたま市立病院 救急科部長 20 ○

日本救急医学会救急科専門医、日本外科学

会外科専門医、統括DMAT、第100回臨床研

修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急部門 萩原　純 さいたま市立病院 救急科医長 16 ○

日本救急医学会救急科専門医・指導医、日本

外科学会外科専門医、統括DMAT、第16回日

本医科大学臨床研修指導医教育ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急部門 富永　直樹 さいたま市立病院 救急科医長 10 ○

日本救急医学会救急科専門医、日本集中治

療学会集中治療専門医、第15回日本医科大

学臨床研修指導医教育ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

精神科 根本　康 さいたま市立病院 精神科科長 16 ○

日本精神神経学会専門医・指導医、精神保健

指定医、日本総合病院精神医学会一般病院

連携精神医学専門医・指導医、指導医のための

教育ワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.138)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 川田　真幹 さいたま市立病院
感染症科科

長
23 ○

日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本

感染症学会感染症専門医・指導医、日本化学

療法学会抗菌化学療法指導医、第21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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 山藤　和夫 さいたま市立病院
検体検査

部門長
45 ○

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、日本消化

器内視鏡学会専門医、第3回臨床研修指導医

養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病理 宮内　潤 さいたま市立病院
病理部門

長
44 ○

病理専門医、病理専門医指導医、医師臨床研

修指導医のためのワークショップ

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 斎藤　雅彦 熊谷総合病院 部長 30 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4



別紙４

（No.139)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 松井　眞理子 熊谷総合病院 医長 31 〇
第７回埼玉協同病院臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 土合　克巳 熊谷総合病院 医長 30 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 門野　源一郎 熊谷総合病院 医長 27 〇
第８回埼玉協同病院臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 石川　武志 熊谷総合病院 医長 27 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.140)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 野村　祐介 熊谷総合病院 副医長 19 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 村上　規子 熊谷総合病院 10 〇

第19回千葉大学卒後臨床研修指導医ワーク

ショップ修了

日本消化器病学会専門医

日本肝臓学会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 濱田　英明 熊谷総合病院 部長 24 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

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 米田　修平 熊谷総合病院 14 ○

第19回千葉大学卒後臨床研修指導医ワーク

ショップ修了

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.141)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 北　順二 熊谷総合病院 副院長 31 ○

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 平山　信男 熊谷総合病院 部長 25 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急部門・

整形外科
今野　慎 熊谷総合病院 副院長 34 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 太田　秀幸 熊谷総合病院 医長 30 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.142)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

整形外科 伊藤　俊紀 熊谷総合病院 副医長 21 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 中村　信一 熊谷総合病院 院長 37 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 寺山　公栄 熊谷総合病院 医長 25 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 川島　清隆 熊谷総合病院 医長 36 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

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.143)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

産婦人科 佐久間　洋 熊谷総合病院 部長 37 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 赤塚　淳弥 熊谷総合病院 医長 17 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

脳神経外科 掛川　徹 熊谷総合病院 医長 37 〇
日本脳神経外科学会専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急部門・

脳神経外科
阿部　圭市 熊谷総合病院 医長 15 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.144)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

皮膚科 井汲　菜摘 熊谷総合病院 15 〇

第３０回臨床研修指導医のためのワークショップ

受講済（日本大学医学部板橋病院主催）

総合内科専門医

リウマチ指導医・専門医

日本皮膚科学会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 湯浅　昌之 熊谷総合病院 部長 30 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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 田中　淳司 熊谷総合病院 41 〇

臨床研修指導医講習会受講済

日本医学放射線学会研修指導者・専門医

IVR専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 志田　晴彦 新久喜総合病院 院長 44 〇

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

消化器がん外科治療認定医

大腸肛門病専門医・指導医

臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.145)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

形成外科 信太　薫 新久喜総合病院
形成外科部長

医局長
16 〇

日本形成外科学会専門医・指導医、日本創傷

外科学会専門医、日本形成外科学会皮膚腫

瘍外科専門医・指導医、再建マイクロサージャ

リー分野指導医、佐賀県臨床研修運営協議会

主催「第9回指導医養成のためのワークショップ」

修了

平成28年度プログラム責任者養成講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

内科

救急科

消化器内科

蒲池　良平 新久喜総合病院

副院長

消化器内科

部長

15 〇

日本内科学会認定医

日本内科学会総合内科専門医

第136回臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科

透析
勝岡　洋治 新久喜総合病院 透析ｾﾝﾀｰ長 51 〇

泌尿器科専門医・指導医

腎臓専門医・指導医

第7回大阪医科大学附属病院臨床研修指導

医養成講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

回復期 田中　良昭 新久喜総合病院 39 〇

日本外科学会認定医・専門医・指導医

胸部外科認定医、脈管専門医

心臓血管外科専門医・修練指導者

下肢静脈瘤に対する血管内焼灼実施医・指導

医

腹部ステントグラフト実施医・指導医

胸部ステントグラフト実施医・指導医

浅大腿動脈ステントグラフト実施医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.146)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 岩本　一亜 新久喜総合病院

消化器ｾﾝﾀｰ

副ｾﾝﾀｰ長

大腸肛門外

科部長

31 〇

外科認定医・専門医・指導医

消化器外科認定医・専門医・指導医

大腸肛門病認定医・指導医

平成17年度臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

神経内科
竹之下　拓 新久喜総合病院 神経内科部長 23 〇

内科認定医

神経内科専門医・指導医

脳卒中専門医

臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

循環器内科
前淵　大輔 新久喜総合病院

循環器内科

部長
22 〇

内科認定医・総合内科専門医

循環器学会専門医

日本心血管インターベンション学会認定医

日本老年病医学会老年病専門医・指導医

平成23年3月12日東京医療センター研修指導

医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

循環器内科
戸頃　康男 新久喜総合病院

循環器内科

部長
21 〇 第137回臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.147)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

脳神経外科 景山　寛志 新久喜総合病院
脳脊髄外科

部長
18 〇

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

脊椎外科認定医

第136回臨床研修指導医講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科

外科
秋元　寿文 新久喜総合病院

外科部長

救急科医長
15 〇

日本外科学会専門医

第22回久留米大学病院指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科

外科
島内　貴弘 新久喜総合病院

救急科部長

外科部長
15 〇

日本外科学会専門医

第23回久留米大学病院指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科

呼吸器外科
宮田　剛彰 新久喜総合病院

救急科医長

呼吸器外科

部長

副医局長

12 〇

日本外科学会専門医

平成29年6月3日・一般社団法人日本病院会

臨床研修指導医講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.148)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 梶野　秀雄 新久喜総合病院 麻酔科医長 12 〇

日本麻酔科学会専門医

第10回帝京大学病院臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科
内分泌代謝内

科

男澤　悠貴 新久喜総合病院
内分泌代謝

内科医師
10 〇

日本内科学会認定内科医

第13回帝京大学病院臨床研修指導医講習会

修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 吉田　美伽 新久喜総合病院 麻酔科医師 9 〇
麻酔科専門医

茨城県指導医養成講習会修了

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 川嶋　賢司 行田総合病院 理事長 40 〇
認定内科医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3,4



別紙４

（No.149)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 芹澤　昌史 行田総合病院
内視鏡

ｾﾝﾀｰ長
18 〇

総合内科専門医

消化器内視鏡専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 新井　富夫 行田総合病院
副部長/

内科主任部長
30 ○

総合内科専門医

循環器専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 猪俣　純一郎 行田総合病院 19 ○

循環器専門医

総合内科専門医

インターベンション認定医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 興野　寛幸 行田総合病院
循環器内科

部長
22 〇

循環器専門医

総合内科専門医

インターベンション専門医

浅大腿動脈ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ施行医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.150)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 岡本　知紀 行田総合病院 麻酔科部長 26 ○
麻酔科指導医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 栁澤　晃広 行田総合病院 13 ○

麻酔科専門医

集中治療医学会専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急 小山　尚也 行田総合病院 救急科部長 27 〇
救急専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 川原林　伸昭 行田総合病院 外科部長 25 〇

外科指導医

消化器外科指導医

消化器がん治療認定医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.151)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 久田　将之 行田総合病院 外科副部長 24 〇

外科指導医、消化器外科指導医

大腸肛門病専門医

消化器がん治療認定医

日本ロボット外科専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 野田　和雅 行田総合病院 外科副部長 22 〇

消化器外科指導医

外科専門医

消化器病専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 林　　　暁 行田総合病院
病院管理者

副院長
37 〇

泌尿器科指導医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 小島　達自 行田総合病院 副院長 42 〇

整形外科指導医

東洋医学会漢方指導医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.152)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

泌尿器科 森本　裕彦 行田総合病院
泌尿器科

副部長
19 〇

泌尿器科指導医

泌尿器内視鏡腹腔鏡技術認定医

内視鏡外科技術認定医（泌尿器科領域）

内分泌代謝（泌尿器）専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 髙橋　正洋 行田総合病院 18 〇
放射線診断専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 小和瀬　貴律 行田総合病院 小児科部長 24 〇

小児科専門医

内分泌・代謝科指導医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 中谷　直喜 行田総合病院 腫瘍内科部長 17 〇
腫瘍内科専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.153)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 橋本　浩一 西埼玉中央病院 副院長 29 ○

臨床研修指導医養成講習会受講済み

日本循環器学会専門医、日本内科学会内科

専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

内科 濵元　陽一郎 西埼玉中央病院 教育研修部長 22 〇

臨床研修指導医のための教育ワークショップ受講

済み

日本呼吸器学会専門医、指導医、日本抗加齢

医学会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 范　揚文 西埼玉中央病院
総合診療内科

副部長
23 ○

臨床研修指導医養成講習会受講済み

日本内科学会認定医

日本糖尿病学会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 二上　敏樹 西埼玉中央病院 消化器科部長 22 ○

臨床研修指導医養成講習会受講済み

日本内科学会総合内科専門医

日本消化器内視鏡学会専門医

日本肝臓学会専門医

日本消化器病学会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.154)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 木村　一生 西埼玉中央病院
総合診療内科

部長
34 ○

臨床研修指導医養成講習会受講済み

日本心血管インターベンション治療学会名誉専

門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 小村　伸朗 西埼玉中央病院 院長 31 ○

臨床研修指導医養成講習会受講済み

日本外科学会専門医、日本外科学会指導医

日本消化器外科学会専門医、日本消化器外

科学会指導医、日本内視鏡外科学会技術認

定医

日本消化器病学会専門医、日本消化器病学

会指導医、日本消化管学会胃腸科認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 木村　文宏 西埼玉中央病院 医療情報部長 37 ○

臨床研修指導医養成講習会受講済み

日本泌尿器科学会指導医

日本泌尿器科学会専門医

日本透析学会認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 吉田　衛 西埼玉中央病院 外来診療部長 30 ○

臨床研修指導医養成講習会受講済み

日本整形外科学会専門医

日本リハビリテーション学会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.155)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 小穴　愼二 西埼玉中央病院 成育部長 35 ○

小児科医のための臨床研修指導医講習会受講

済み

小児科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 飯倉　克人 西埼玉中央病院 小児科医師 19 ○

小児科医のための臨床研修指導医講習会受講

済み

小児科専門医、アレルギー専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 瀧沢　裕司 西埼玉中央病院 小児科副部長 22 ○

日本小児科学会専門医

日本小児神経学会専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 石井　賢治 西埼玉中央病院 病棟診療部長 33 ○

臨床研修指導医養成講習会受講済み

日本産婦人科学会専門医

日本臨床細胞診学会指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.156)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 秋山　雄次 小川赤十字病院
副院長

ﾘｳﾏﾁ科部長
35 ○

臨床研修協議会臨床研修指導医養成講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

内科 伊東　克郎 小川赤十字病院 血液内科部長 36 ○ 日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 三井　隆男 小川赤十字病院 神経内科部長 28 ○
埼玉医科大学病院群臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 伊藤　達也 小川赤十字病院
第二内科部長

ﾘｳﾏﾁ科副部長
30 ○

国際医療福祉大学臨床研修指導医講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.157)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 住田　崇 小川赤十字病院

内分泌・

糖尿病内科

部長

15 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 藤田　映輝 小川赤十字病院 健診部長 21 ○
東京医科歯科大学附属病院臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 吉田　裕 小川赤十字病院 消化器科部長 25 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

精神科 菊地原　新 小川赤十字病院 医師 38 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.158)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

精神科 竹林　正浩 小川赤十字病院 精神科部長 35 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 村上　康郎 小川赤十字病院 麻酔科部長 34 ○
日本赤十字社臨床研修指導医養成講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 室久　俊光 足利赤十字病院 院長 35 ○

日本内科学会認定医、日本消化器病学会専

門医

日本消化器病学会指導医、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

日本医師会認定産業医、日本肝臓学会指導

医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3,4

内科 平野　景太 足利赤十字病院
副院長

腎臓内科部長
29 ○

日本内科学会認定医、日本腎臓学会専門医・

指導医、プライマリ・ケア認定医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.159)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 五十棲　一男 足利赤十字病院

健診ｾﾝﾀｰ長

第一脳神経

内科部長

37 ○

日本神経学会専門医・指導医、日本内科学会

認定医・総合内科専門医、日本医師会認定産

業医、日本脳卒中学会専門医、日本頭痛学会

専門医、プライマリ・ケア認定医・指導医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 永島　隆秀 足利赤十字病院
第二脳神経

内科部長
23 ○

日本神経学会専門医・認定医

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 鈴木　統裕 足利赤十字病院
消化器内科

部長
10 ○

日本内科学会認定医、日本消化器病学会専

門医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 浅原　大典 足利赤十字病院 副部長 15 〇

日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本

神経学会専門医、プライマリ・ケア学会認定医、

日本眼科学会専門医、臨床研修指導医養成

講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.160)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科 岡田　悠 足利赤十字病院 内科医師 14 〇

日本プライマリケア連合学会専門医、日本小児

科学会専門医、日本アレルギー学会、臨床研修

指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 山田　壯一 足利赤十字病院 内科医師 10 〇

日本リウマチ学会専門医、日本リウマチ学会指導

医、日本内科学会認定医、臨床研修指導医養

成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 沼澤　洋平 足利赤十字病院
第一循環器

内科部長
18 〇

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、日本心血管イ

ンターベンション治療学会認定医、日本脈管学

会専門医、日本プライマリ・ケア連合学会認定

医、日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 高橋　孝行 足利赤十字病院 参与 40 ○

日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、

日本消化器外科学会認定医、日本消化器外

科学会専門医、日本消化器外科学会指導医、

日本消化器内視鏡学会専門医、日本内視鏡

外科学会技術認定医（消化器・一般外科）、

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

日本医師会認定産業医、日本人間ドック学会

認定医、臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.161)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 戸倉　英之 足利赤十字病院 乳腺外科部長 25 ○

日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、

日本乳癌学会乳腺専門医、日本乳癌学会乳

腺指導医、日本がん治療認定医機構がん治療

暫定教育医

日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア

認定医

日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 伊藤　康博 足利赤十字病院 第一外科部長 22 〇

日本外科学会認定医・専門医・指導医、

日本消化器病学会専門医・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（消化器・

一般外科）、日本肝胆膵外科学会高度技能

指導医、日本腹部救急医学会認定医、日本胆

道学会指導医、日本がん治療認定医機構認定

医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 田中　求 足利赤十字病院 第二外科部長 16 〇

日本外科学会専門医、日本消化器外科学会

専門医、日本食道学会評議員・専門医・認定

医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化

管学会専門医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 古泉　潔 足利赤十字病院

副院長補佐

第一心臓血管

外科部長

25 〇

心臓血管外科専門医、心臓血管外科専門医

認定機構修練指導者、日本外科学会専門医、

日本外科学会指導医、腹部ステントグラフト指

導医、胸部ステントグラフト実施医、

胸部ステントグラフト指導医

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.162)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 小林　靖明 足利赤十字病院
第一小児科

部長
39 〇

日本小児科学会専門医

日本小児学会指導医

日本腎臓学会専門医

身体障害者福祉法指定医

日本医師会認定産業医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 柴田　映道 足利赤十字病院 副部長 17 〇

日本小児科学会専門医、日本小児科学会指

導医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

神経精神科 船山　道隆 足利赤十字病院
神経精神科

部長
25 〇

臨床研修指導医養成講習会

精神保健指定医

日本精神神経学会専門医

日本精神神経学会指導医

日本プライマリケア連合学会認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 浦部　忠久 足利赤十字病院 参与 42 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本整形外科学会専門医

日本リハビリテーション医学会認定臨床医

日本手外科学会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.163)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

整形外科 丹治　敦 足利赤十字病院
第一整形

外科部長
23 〇

日本整形外科学会専門医

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

リハビリテーション科 中村　智之 足利赤十字病院
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

科副部長
16 〇

臨床研修指導医養成講習会、

日本リハビリテーション科専門医、

リハビリテーション医学会指導医、日本脳卒中学

会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

形成外科 髙田　悟朗 足利赤十字病院
形成外科

副部長
14 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本形成外科学会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

脳神経外科 冨田　栄幸 足利赤十字病院
第一脳神経

外科部長
23 〇

臨床研修指導医養成講習会

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

日本神経内視鏡技術認定医

日本脳卒中学会専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.164)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

脳神経外科 柴尾　俊輔 足利赤十字病院
脳神経外科

副部長
15 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本脳神経外科学会専門医

日本神経内視鏡学会技術認定証

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 隅田　能雄 足利赤十字病院
第一産婦人科

部長
35 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本臨床細胞学会細胞診専門医

日本人間ドック学会認定医、日本産科婦人科

学会専門医、日本産科婦人科学会指導医

日本産婦人科学会暫定指導医

日本女性医学学会女性ヘルスケア暫定指導医

日本臨床細胞学会細胞診専門医

日本人間ドック学会認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 増田　由起子 足利赤十字病院 副部長 22 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本産科婦人科学会専門医

日本産科婦人科学会指導医

日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア

認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

耳鼻咽喉・

頭頸部外科
佐々木　俊一 足利赤十字病院

耳鼻咽喉・

頭頸部外科

部長

35 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本耳鼻咽喉科学会専門医

耳鼻咽喉科専門研修指導医

日本気管食道科学会専門医

頭頸部がん専門医制度暫定指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.165)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

泌尿器科 西井　昌弘 足利赤十字病院
第一泌尿器科

部長
22 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本泌尿器科学会専門医

日本泌尿器科学会指導医

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 大塚　保宏 足利赤十字病院 副部長 19 〇

日本泌尿器科学会指導医・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・日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマ

リ・ケア認定医・指導医、

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 加藤　春雄 足利赤十字病院
泌尿器科

医師
16 〇

日本泌尿器科学会指導医・専門医　日本泌尿

器内視鏡学会認定医　　　日本内視鏡外科学

会認定医

臨床研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科 菊池　広子 足利赤十字病院 救命ｾﾝﾀｰ長 20 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本救急医学会専門医、日本救急医学会指

導医、日本集中治療医学会専門医、日本中毒

学会認定医、日本麻酔科学会認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.166)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 高橋　健一郎 足利赤十字病院

副院長/

第一麻酔科

部長

34 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 星野　豊 足利赤十字病院
第二麻酔科

部長
32 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 半谷　圭一郎 足利赤十字病院
第三麻酔科

部長
30 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本麻酔科学会専門医

日本麻酔科学会指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線治療科 川口　修 足利赤十字病院
放射線治療科

部長
28 〇

臨床研修指導医養成講習会

放射線治療専門医

日本放射線学会専門医

日本放射線学会研修指導者

放射線腫瘍学認定医

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

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.167)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

検査部

（ＣＰＣ）
清水　和彦 足利赤十字病院 検査部長 32 〇

臨床研修指導医養成講習会

日本病理学会認定病理医

日本病理学会専門医

病理専門医研修指導医

日本臨床細胞学会細胞診専門医

日本臨床細胞学会細胞診指導医

日本臨床細胞学会教育研修指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急診療 伊巻 尚平 横浜市立市民病院 診療科長 36 〇
慶應義塾大学病院臨床研修指導医講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急診療 野垣　文子 横浜市立市民病院 副医長 15 〇
第9回横浜市大臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急診療 森　浩介 横浜市立市民病院 副医長 14 〇
平成28年度東京医科歯科大学臨床研修指導

医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.168)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔 伊奈川　岳 横浜市立市民病院 麻酔科長 28 〇 横浜市立大学臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔 菅原　陽 横浜市立市民病院
麻酔科長

副医長
18 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔 坪井　さやか 横浜市立市民病院
麻酔科長

医長
17 〇

日本医師会「指導医のための教育ワークショップ」

（神奈川県医師会主催）受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔 山口　嘉一 横浜市立市民病院
麻酔科医

長
17 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.169)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔 佐藤　大樹 横浜市立市民病院
麻酔科医

長
16 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔 若山　洋美 横浜市立市民病院
麻酔科

副医長
14 〇

H29関東信越グループ指導医養成講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

腎臓内科 岩崎　滋樹 横浜市立市民病院 腎臓内科長 38 〇
平成１５年厚生省主催臨床研修指導医養成

講習会国立保健医療科学院受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

腎臓内科 足利　栄仁 横浜市立市民病院
腎臓内科

医長
20 〇

臨床研修指導医講習会葉山ＩＰＣ国際交流

センター受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.170)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

糖尿病

ﾘｳﾏﾁ内科
平野 資晴 横浜市立市民病院

糖尿病

ﾘｳﾏﾁ内科長
23 〇 埼玉医大臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

糖尿病

ﾘｳﾏﾁ内科
今井　孝俊 横浜市立市民病院

糖尿病リウマチ

内 科 担 当 部

長

21 ○ 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

血液内科 仲里　朝周 横浜市立市民病院 血液内科長 26 〇
慶應義塾大学病院臨床研修指導医講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

血液内科 相佐　好伸 横浜市立市民病院
血液内科

担当部長
24 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.171)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

神経内科 山口 滋紀 横浜市立市民病院 脳神経内科長 33 〇
第２回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

神経内科 林 竜一郎 横浜市立市民病院
脳神経内科

担当部長
32 〇

第２回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

神経内科 金塚　陽一 横浜市立市民病院
脳神経内科

医長
20 ○ 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

呼吸器内科 岡本 浩明 横浜市立市民病院 呼吸器内科長 37 〇
昭和大学北部病院臨床研修指導医講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.172)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

呼吸器内科 下川　恒生 横浜市立市民病院 担当部長 21 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

呼吸器内科 石井　真理 横浜市立市民病院
呼吸器内科

医長
20 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

消化器内科 小松 弘一 横浜市立市民病院
副病院長/

消化器内科長
39 〇

平成１３年度医療推進財団指導医養成講習

会

（平成１７年度プログラム責任者養成講習

会）

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

消化器内科 小池 祐司 横浜市立市民病院
消化器内科

担当部長
25 〇

第５回東京大学医学部附属病院指導医講習

会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.173)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

消化器内科 諸星 雄一 横浜市立市民病院
消化器内科

担当部長
23 〇

第２回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

消化器内科 長久保 秀一 横浜市立市民病院
消化器内科

担当部長
21 〇

第２回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

消化器内科 藤田　由里子 横浜市立市民病院
消化器内科

担当部長
27 〇

第２回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

循環器内科 根岸 耕二 横浜市立市民病院 循環器内科長 36 〇

第２回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

（平成２１年度プログラム責任者養成講習

会）

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.174)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

循環器内科 小浦 貴裕 横浜市立市民病院
循環器内科

担当部長
25 〇

第２回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

循環器内科 新村　大輔 横浜市立市民病院
循環器内科

医長
19 〇

第６回国家公務員共済組合連合会病院臨床

研修指導医養成講習会

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

感染症内科 立川 夏夫 横浜市立市民病院 感染症内科長 31 〇
第17回慶應義塾大学病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

緩和ｹｱ内科 斎藤　真理 横浜市立市民病院 緩和ｹｱ内科長 32 〇
平成17年度横浜市立大学病院群臨床研修指

導医養成講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.175)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 石原　淳 横浜市立市民病院 病院長 42 〇
第１回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 山下　行雄 横浜市立市民病院 小児科長 38 〇
第60回新臨床研修指導医養成講習会（全国

自治体病院協議会）受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 松崎　陽平 横浜市立市民病院
小児科

担当部長
23 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 緒方　大輔 横浜市立市民病院 小児科医長 22 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.176)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 荒木　絵里子 横浜市立市民病院 小児科医長 15 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

消化器外科 望月 康久 横浜市立市民病院 消化器外科長 34 〇
第２回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

消化器外科 高橋 正純 横浜市立市民病院
消化器外科

担当部長
38 〇

財団法人医療研修推進財団臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

消化器外科 藤井　義郎 横浜市立市民病院
消化器外科

担当部長
30 〇

平成18年度横浜市大臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.177)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

炎症性腸疾患科 小金井　一隆 横浜市立市民病院
炎症性

腸疾患科長
36 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

ＩＢＤ 辰巳　健志 横浜市立市民病院
IBD科

担当部長
21 〇

みなと赤十字病院臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

乳腺外科 石山　暁 横浜市立市民病院 乳腺外科長 38 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

乳腺外科 鬼頭　礼子 横浜市立市民病院
乳腺外科

担当部長
24 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.178)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

呼吸器外科 吉津　晃 横浜市立市民病院 呼吸器外科長 28 〇
第17回慶應義塾大学病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

心臓血管外科 浦中 康子 横浜市立市民病院
心臓血管

外科長
34 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

心臓血管外科 笠間　啓一郎 横浜市立市民病院
心臓血管外科

担当部長
20 〇

横浜市立大学H28頃講習臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 茂田 博行 横浜市立市民病院 産婦人科長 38 〇
平成１５年度横浜市立大学病院群臨床研修

指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.179)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

産婦人科 浅野　涼子 横浜市立市民病院
産婦人科

副医長
15 〇

横浜市大平成29年度臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 今井　一章 横浜市立市民病院
産婦人科

副医長
14 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 近藤　真哉 横浜市立市民病院
産婦人科

副医長
12 〇

第9回国家公務員共済組合連合会病院臨床

研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

神経精神科 志々田　一宏 横浜市立市民病院 神経精神科長 23 〇
第89回自治体病院協議会臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.180)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

眼科 宮田 博 横浜市立市民病院 眼科長 39 〇
平成17年横浜市立大学病院群臨床指導医養

成講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

眼科 大西　英之 横浜市立市民病院 11 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

耳鼻咽喉科 齋藤　真 横浜市立市民病院 耳鼻咽喉科長 13 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線診断科 鳥井　郁雄 横浜市立市民病院
放射線診断

科長
21 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.181)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

放射線診断科 平井　千裕 横浜市立市民病院
放射線診断科

副医長
13 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 中澤 明尋 横浜市立市民病院
副病院長/

整形外科長
36 〇

第１回横浜市立市民病院臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 竹内 剛 横浜市立市民病院
整形外科

担当部長
31 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

整形外科 國府　秀俊 横浜市立市民病院
整形外科

担当部長
29 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.182)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

整形外科 國谷　崇 横浜市立市民病院
整形外科

副部長
14 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

皮膚科 蒲原　毅 横浜市立市民病院 皮膚科長 26 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 太田　純一 横浜市立市民病院
泌尿器科

長
27 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

泌尿器科 寺尾　秀行 横浜市立市民病院
泌尿器科

医長
16 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.183)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

脳神経外科 松澤 源志 横浜市立市民病院 脳神経外科長 30 〇
聖マリアンナ医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急脳神経外科 干川　芳弘 横浜市立市民病院
救急脳神経

外科長
31 〇

聖マリアンナ医科大学臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内　科 高野　弘基 立川綜合病院 主任医長 31 〇
日本内科学会総合内科専門医、日本神経学

会指導医　臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内　科 堅田　慎一 立川綜合病院 医　長 21 〇
日本内科学会認定医、日本神経学会専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.184)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内　科 佐藤　英夫 立川綜合病院 主任医長 29 〇

日本内科学会認定医、日本アレルギー学会専

門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内　科 青栁　竜治 立川綜合病院 所　長 37 〇

日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学

会指導医、日本透析医学会指導医、臨床研修

指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内　科

救　急
岡部　正明 立川綜合病院 病院長 43 〇

日本内科学会認定医、日本循環器学会認定

循環器専門医、臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3,4

内　科 高橋　　稔 立川綜合病院 医　長 35 〇

日本循環器学会認定循環器専門医、日本心

血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ学会認定医、臨床研修指導

医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.185)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内　科 北澤　　仁 立川綜合病院 医　長 33 〇

日本内科学会認定医、日本循環器学会認定

循環器専門医、不整脈専門医、臨床研修指導

医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内　科 池田　佳生 立川綜合病院 医　長 30 〇
日本心血管インターベンション治療学会認定医、

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内　科 藤田　　聡 立川綜合病院 医　長 28 〇

日本内科学会認定医、日本循環器学会認定

循環器専門医、臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内　科 布施　公一 立川綜合病院 医　長 27 〇

日本循環器学会認定循環器専門医、日本心

血管インターベンション治療学会認定医、臨床研

修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.186)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内　科 那須野暁光 立川綜合病院 医　長 25 〇

総合内科専門医、日本循環器学会認定循環

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、臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内　科 藤原　正博 立川綜合病院 主任医長 44 〇

総合内科専門医、日本血液学会指導医、日本

がん治療認定医機構認定医、臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外　科 多田　哲也 立川綜合病院 所　長 35 〇

日本外科学会外科専門医、日本消化器外科

学会専門医、日本がん治療認定医機構認定

医、臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外　科 蛭川　浩史 立川綜合病院 主任医長 30 〇

日本外科学会外科指導医、日本消化器外科

学会専門医、日本がん治療認定医機構認定

医、臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.187)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外　科 二宮　宗重 立川綜合病院 主任医長 23 〇

日本整形外科学会指導医、日本手外科学会

手外科専門医、臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外　科 山本　和男 立川綜合病院 主任医長 37 〇
日本胸部外科学会指導医、日本外科学会外

科指導医、臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外　科 葛　　仁猛 立川綜合病院 医  長 25 〇

日本外科学会専門医、心臓血管外科専門医、

日本脈管学会専門医、臨床研修指導医講習

会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外　科 阿部　博史 立川綜合病院 副所長 39 〇

日本脳神経外科学会専門医、日本脳神経血

管内治療学会指導医、臨床研修指導医講習

会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.188)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 阿部　英明 立川綜合病院 医長 13 ○
日本脳神経外科学会専門医、臨床研修指導

医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外　科 諏訪　通博 立川綜合病院 主任医長 25 〇
日本泌尿器科学会指導医、日本内視鏡外科

学会認定医、臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

眼　科 安藤　伸朗 立川綜合病院 医　長 44 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 小林代喜夫 立川綜合病院 主任医長 39 〇
日本小児科学会専門医、臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.189)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

小児科 遠藤　彦聖 立川綜合病院 医　長 28 〇
日本小児科学会専門医、日本小児循環器学

会専門医、臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 佐藤　孝明 立川綜合病院 主任医長 28 ○
日本産婦人科学会専門医、平成22年度新潟

大学指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

産婦人科 永田　　寛 立川綜合病院 主任医長 26 ○
日本産婦人科学会産婦人科専門医、臨床研

修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

放射線科 氏田万寿夫 立川綜合病院 主任医長 30 〇
日本医学放射線学会放射線診断専門医、臨

床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.190)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

病理科 小林　　寛 立川綜合病院 主任医長 41 〇

日本病理学会認定病理医、日本病理学会研

修指導医、VHJ機構指導医養成講座

809264、臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（整形外

科）

有野　浩司 太田記念病院 病院長 33 〇

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会脊椎脊髄病医

日本整形外科学会運動器リハビリテーション医

日本整形外科学会リウマチ医

平成16年度防衛医科大学校指導医養成講習

会受講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（脳外科）
長野　拓郎 太田記念病院 部長 25 〇

日本脳神経外科専門医

日本神経血管内治療学会専門医・指導医

平成26年度群馬大学指導医養成講習会受講

済み

平成28年度プログラム責任者養成講習会受講

済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3,4

内科

（循環器）
安齋　均 太田記念病院 副院長 30 〇

日本循環器学会専門医

日本内科学会総合内科専門医

日本脈管学会認定脈管専門医

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門医

平成17年度聖路加国際病院指導医講習会受

講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.191)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（循環器）
根本　尚彦 太田記念病院 主任部長 22 〇

日本循環器学会専門医

日本内科学会総合内科専門医

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会専門医

腹部ステントグラフト指導医

平成29年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（循環器）
長島　義宜 太田記念病院 部長 17 〇

日本循環器学会専門医

日本内科学会総合内科専門医

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会認定医

平成25年度東邦大学医学部指導医講習会受

講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（消化器）
大竹　陽介 太田記念病院 主任部長 23 〇

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・指導医

日本消化管学会胃腸科専門医・指導医

平成28年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（消化器）
伊島　正志 太田記念病院 部長 19 〇

日本内科学会認定医

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

日本胆道学会専門医・指導医

平成23年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.192)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（呼吸器）
青木　史暁 太田記念病院 主任部長 23 〇

日本内科学会総合内科専門医

日本呼吸器学会専門医

平成22年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（脳神経）
門前　達哉 太田記念病院 主任部長 23 〇

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

平成26年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 林　浩二 太田記念病院 主任部長 28 〇

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会認定医

平成19年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科

（小児）
志關　孝夫 太田記念病院 主任部長 23 〇

日本外科学会専門医

日本小児外科学会専門医

平成20年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.193)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科

（小児）
森村　敏哉 太田記念病院 医員 19 〇

日本外科学会専門医

日本小児外科学会専門医

平成21年度埼玉医科大学指導医講習会受講

済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 堀　尚明 太田記念病院 主任部長 23 〇

日本小児科学会専門医・指導医

平成24年度慶應義塾大学指導医講習会受講

済み

平成29年度プログラム責任者養成講習会受講

済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 玉井　哲郎 太田記念病院 医員 10 〇

日本小児科学会専門医

第27回昭和大学臨床研修指導医講習会受講

済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

小児科 倉持　由 太田記念病院 医員 8 〇

日本小児科学会専門医

第25回小児科医のための臨床研修指導医養

成講習会受講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.194)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

産婦人科 寺西　貴英 太田記念病院 主任部長 24 〇

日本産科婦人科学会専門医・指導医

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医

平成19年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 松本　晶平 太田記念病院 副院長 33 〇

日本麻酔科学会専門医・指導医

日本救急医学会専門医

日本集中治療医学会専門医

平成20年度東京医科大学指導医講習会受講

済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 金澤　正浩 太田記念病院 主任部長 30 〇

日本麻酔科学会専門医・指導医

日本老年麻酔学会認定医

2004年度東海大学指導医講習会受講済み

平成21年度プログラム責任者養成講習会受講

済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 奈良　岳志 太田記念病院 主任部長 29 〇

日本麻酔科学会専門医・指導医

日本集中治療医学会専門医

平成19年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.195)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

麻酔科 塚越　美喜子 太田記念病院 医長 17 〇

日本麻酔科学会専門医・指導医

平成26年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 伊藤　恵 太田記念病院 医員 13 〇

日本周術期経食道心エコー認定医

令和元年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 千田　康之 太田記念病院 医長 9 〇

日本救急医学会専門医

日本麻酔科学会専門医

平成29年度福島県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

麻酔科 髙橋　佳奈子 太田記念病院 医長 10 〇

日本麻酔科学会専門医

麻酔科標榜医

令和元年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.196)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択

（整形外

科）

清水　国章 太田記念病院 主任部長 23 〇

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会脊椎脊髄病医

日本整形外科学会リウマチ認定医

平成29年度慶應義塾大学指導医講習会受講

済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（整形外

科）

朝長　明敏 太田記念病院 医員 35 〇

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会リウマチ認定医

日本整形外科学会背椎背髄病医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション

医

平成20年度慶應義塾大学指導医講習会受講

済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（脳外科）
矢尾板　裕之 太田記念病院 副院長 34 〇

日本脳神経外科学会専門医

平成22年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

（脳外科）
齋藤　太 太田記念病院 主任部長 28 〇

日本脳神経外科学会専門医

日本脳卒中学会専門医

平成26年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.197)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

救急科 秋枝　一基 太田記念病院 主任部長 22 〇

日本救急医学会専門医・指導医

日本熱傷学会専門医

2007年度東海大学指導医講習会受講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

救急科 櫻井　馨士 太田記念病院 部長 15 〇

日本救急医学会救急科専門医

日本外科学会専門医

2014年度東海大学指導医講習会受講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

(皮膚科)
根岸　泉 太田記念病院 医員 33 〇

日本皮膚科学会皮膚科専門医・指導医

平成20年度群馬県指導医養成講習会受講済

み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（消化器）
小畑　力 太田記念病院 部長 16 〇

日本内科学会総合内科専門医

日本消化器病学会専門医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

平成27年度群馬大学指導医講習会受講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.198)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

内科

（消化器）
椎名　啓介 太田記念病院 医長 12 〇

日本消化器病学会専門医

日本消化器内視鏡学会専門医

日本内科学会総合内科専門医

平成29年度群馬大学指導医講習会受講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

病理

（CPC）
今井　康雄 太田記念病院 主任部長 33 〇

日本病理学会病理指導医

日本臨床細胞学会細胞診専門医

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

平成21年度獨協医科大学越谷病院臨床研修

指導医養成講習会受講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

(腎臓外科)
水谷　年秀 太田記念病院 主任医長 10 〇

日本泌尿器科学会専門医

令和元年度東邦大学医学部指導医講習会受

講済み

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科

（腎臓）
小野　淳 太田記念病院 主任医長 〇

日本内科学会認定医

日本透析医学会専門医

平成27年埼玉医科大学病院群臨床研修指導

医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.199)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

選択

（形成外

科）

伊原　淳 太田記念病院 主任医長 〇

日本形成外科学会専門医

令和元年度厚生労働省臨床研修指導医講習

会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

選択

(放射線科)
杉山　宗弘 太田記念病院 医長 〇

日本医学放射線学会専門医

日本ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰ学会専門医

腹部ステントグラフト指導医

平成30年度東京女子医科大学病院指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

内科 藤井　真也

埼玉県立

循環器・呼吸器

病センター

医長 17 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3,4

外科 織井　恒安

埼玉県立

循環器・呼吸器

病センター

科長兼診

療部長
29 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.200)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

外科 中村　賢

埼玉県立

循環器・呼吸器

病センター

副部長 19 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

外科 近藤　太一

埼玉県立

循環器・呼吸器

病センター

医長 19 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

自由選択 丸山　正董 丸山記念総合病院 理事長 52 〇

日本外科学会

日本乳癌学会

日本腎臓学会

日本超音波学会、臨床研修指導医講習会受

講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

自由選択 大石　崇 丸山記念総合病院 病院長 48 〇

日本消化器外科学会

日本外科学会

日本消化器病学会

日本消化器内視鏡学会、臨床研修指導医講

習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.201)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

自由選択 大畑　昌彦 丸山記念総合病院 副院長 39 〇

日本消化器外科学会

日本消化器内視鏡学会

日本外科学会、臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

自由選択 石井　博 丸山記念総合病院 消化器科部長 39 〇

日本消化器外科学会

日本消化器内視鏡学会

日本外科学会、臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

自由選択 室之園　悦雄 丸山記念総合病院 産婦人科部長 43 〇
日本産婦人科学会、臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

自由選択 木村　重吉 丸山記念総合病院
脳神経外科

部長
27 〇

日本脳神経外科学会

日本頭痛学会、臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.202)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

自由選択 西山　友貴 丸山記念総合病院 救急科部長 35 〇
日本集中治療学会、臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 丸木　努
埼玉精神

神経センター
副院長 32 〇

産業医、医学博士

精神保健指定医、精神科専門医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3,4

地域医療 山下 博栄
埼玉精神

神経センター
院長補佐 20 〇

産業医、医学博士

精神保健指定医、精神科専門医、臨床研修指

導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 中山 道孝
埼玉精神

神経センター
15 〇

精神保健指導医、精神科専門医、臨床研修指

導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.203)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

地域医療 長島　一公
埼玉精神

神経センター
15 〇

精神保健指導医、精神科専門医、臨床研修指

導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 宮城 和史 宮古島徳洲会病院 院長 ×

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

地域医療 仲宗根　啓 宮古島徳洲会病院 部長 10 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 藤田　尚己 埼玉よりい病院 院長 28 ×

内科認定医・総合内科専門医

消化器内視鏡専門医・指導医

消化器病専門医・指導医

肝臓専門医・指導医

がん治療認定医

超音波専門医、臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3



別紙４

（No.204)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

地域医療 後藤　建 埼玉よりい病院 部長 27 〇
日本整形外科学会専門医、臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 鈴木　將夫 ゆずの木台クリニック 院長 40 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

地域医療 岡村　維摩 岡村記念クリニック 院長 35 〇 臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

地域医療 圡屋　長二 坂戸中央病院 院長 41 〇

外科専門医

消化器外科認定医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.205)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

地域医療 加藤　雅也 坂戸中央病院 副院長 38 〇

整形外科認定医

認定スポーツ医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

地域医療 髙田　伸樹 坂戸中央病院
診療部長

内科医長
27 〇

内科認定医

糖尿病専門医

抗加齢専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 花輪　峰夫 秩父病院 院長 48 〇

外科専門医・指導医

麻酔科標榜医

人間ドック学会認定指定医

厚生労働省指定臨床研修指導医

身体障害者福祉法第15条指定医、臨床研修

指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 坂井　謙一 秩父病院 副院長 32 〇

認定内科医、総合内科専門医、消化器病専門

医

消化器内視鏡指導医、厚生労働省指定臨床

研修指導医、P.C連合学会認定医指導医、

人間ドッグ学会認定医・指導医、臨床研修指導

医講習会受講済、日本医師会認定産業医

総合診療専門医特任指導医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4



別紙４

（No.206)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

地域医療 大野　哲郎 秩父病院

外科部長

内視鏡

センター長

20 〇

米国外科学会(FACS)、外科専門医・指導医

消化器外科専門医・指導医、消化器内視鏡専

門医・指導医、消化器病学会専門医

消化管学会胃腸科認定医・暫定専門医・暫定

指導医、がん治療認定医、消化器がん外科治

療認定医 、厚生労働省指定臨床研修指導医

P.C連合学会認定医指導医、身体障害者福祉

法第15条指定医、総合診療専門医特任指導

医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 原田　佳明 原田病院 27 ○
日本外科学会専門医

日本内視鏡外科学会認定医、臨床研修指導

医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

地域医療 鋤柄　実 シャローム病院 院長 46 〇

日本外科学会認定専門医、日本消化器外科

学会認定指導医、日本消化器内視鏡学会認

定指導医、日本肝臓病学会認定専門医、日本

消化器病学会認定専門医、日本超音波医学

会認定専門医、臨床研修指導医講習会受講

済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

地域医療 狩野　契 シャローム病院 副院長 23 ○
日本外科学会認定専門医、臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.207)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

地域医療 藤内　伸子 シャローム病院 乳腺科部長 29 ○

日本外科学会指導医

日本乳癌学会乳腺専門医、臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 加藤　修一 シャローム病院
病棟診療部長

緩和ケア内科

部長

39 ○

日本緩和医療学会認定医、日本内科学会認

定内科医、日本神経学会専門医・指導医、臨

床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 加藤　寿 秩父市立病院
臨床研修管理

室長
15 〇

日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医・

指導医、日本在宅医学会在宅医療専門医・指

導医日本内科学会認定内科医、国保地域医

療学会地域包括医療・ケア認定、臨床研修指

導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

地域医療 島村　寿男 秩父市立病院
病院長/

麻酔科部長
26 〇

厚生労働省麻酔科標榜医

日本麻酔科学会指導医

産業医、臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.208)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

地域医療 神山　英範 秩父市立病院
副病院長/

地域医療連携

室長

24 〇

医学博士、日本外科学会指導医、日本消化器

内視鏡学会指導医

日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

日本消化器外科学会消化器外科専門医

日本消化器病学会専門医、臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 中原　守康 秩父市立病院

消化器内科

部長

/内科部長

21 〇

日本消化器病学会専門医

日本肝臓学会専門医

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、臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 瀬戸　裕 瀬戸病院 理事長 43 〇
日本産婦人科学会専門医、臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

地域医療 木村　周平 瀬戸病院 産婦人科医長 19 〇
日本産婦人科学会専門医、臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.209)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

地域医療 川邊　絢香 瀬戸病院 産婦人科医長 11 〇
日本産婦人科学会専門医、臨床研修指導医

講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 永井　康徳 たんぽぽクリニック 理事長 29 × プライマリケア認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

地域医療 齋木　実
HAPPINESS館

クリニック
管理者 25 ×

医学博士（日本大学）、日本内科学会認定

総合内科専門医、日本血液学会認定血液専

門医、埼玉医科大学保健医療学部非常勤講

師、城西大学薬学部非常勤講師、身体障害者

福祉法 第15条指定医（肢体不自由）、難病

指定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

地域医療 名古屋　春満
HAPPINESS館

クリニック
内科部長 25 〇

医学博士（埼玉医科大学）

身体障害者福祉法 第15条指定医（肢体不

自由）、難病指定医、臨床研修指導医講習会

受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4



別紙４

（No.210)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

地域医療 木村　琢磨
HAPPINESS館

クリニック

地域包括ｹｱ

病棟担当
24 〇

医学博士（東邦大学）

日本内科学会認定総合内科専門医

日本感染症学会認定感染症専門医

日本プライマリケア連合学会認定専門医

臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

4

地域医療 出口　一郎 葵クリニック 院長 17 〇

日本内科学会 認定医 、日本内科学会 総合内科専

門医 、日本内科学会　内科指導医、日本神経学会

専門医　、日本神経学会  指導医　、日本脳卒中学会

専門医、日本脳卒中学会 指導医　、日本頭痛学会

専門医 、日本頭痛学会 指導医 、日本老年医学会

専門医、日本老年医学会 指導医、日本禁煙学会　認

定指導医、臨床研修指導医講習会受講済

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

保健・医療行政 鈴木　郁子 光の家療育ｾﾝﾀｰ 施設長 35 〇

日本小児学会専門医・日本リハビリテーション医

学会専門医・臨床研修指導医講習会受講済・

小児精神神経認定医

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3、4

保健・医療行政 福田　祐子
埼玉医科大学

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
管理者 32 ×

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3



別紙４

（No.211)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

保健・医療行政 中川　晃一郎
埼玉県赤十字

血液センター
所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 加瀨　勝一 埼玉県南部保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 湯尾　　明 埼玉県朝霞保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 田中　良明 埼玉県春日部保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3



別紙４

（No.212)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

保健・医療行政 長棟　美幸 埼玉県草加保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 小坂　高洋 埼玉県鴻巣保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 平野　宏和 埼玉県東松山保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 荒井　和子 埼玉県坂戸保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3



別紙４

（No.213)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

保健・医療行政 山川　英夫 埼玉県狭山保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 中山　由紀 埼玉県加須保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 中山　由紀 埼玉県幸手保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 中島　　守 埼玉県熊谷保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3



別紙４

（No.214)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

保健・医療行政 太田　浩将 埼玉県本庄保健所 医員

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 柳澤　大輔 埼玉県秩父保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 西田　道弘 さいたま市保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 丸山　　浩 川越市保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3



別紙４

（No.215)　３１．臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

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)

病院施設番号：066751　　　　　　　臨床研修病院の名称：埼玉医科大学国際医療センター

保健・医療行政 原　　　繁 越谷市保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

保健・医療行政 岡本　浩二 川口市保健所 所長

埼玉医科大学3病院自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

研究マインド育成自由選択プログラム

埼玉医科大学国際医療センター

特設外科系プログラム

3

※　「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。
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