
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号：030331  臨床研修病院の名称：福井大学医学部附属病院   別紙４ 

担当分

野 
氏名 所属 役職 

臨床 

経験 

年数 

指導医 

講習会 

等の受

講 

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 

３ 研修実施責任者 

４ 臨床研修指導医 

  （指導医） 

内科 山内 高弘 福井大学病院 
診療科長 

教授 
31 ○ 

認定内科医，総合内科専門医，内科指導

医，血液専門医，血液指導医，他、 

H16 福井大学指導医講習会受講 

030331506 

030331507 

030331508 

030331509 

030331510 

2（030331506）, 

4 

内科 中本安成 福井大学病院 教授 31 ○ 

内科指導医，消化器内視鏡指導医，消化器指導

医，肝臓指導医 他 

H15 第 5 回金沢大学医学教育ワークショップ 

同上 1（030331508）,4 

内科 濵野 忠則 福井大学病院 准教授 30 ○ 
内科指導医，神経内科指導医，他 

H18 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

内科 山村 修 福井大学病院 教授 25 ○ 
内科指導医，神経内科専門医，脳卒中専門医 

H15 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

内科 井川 正道 福井大学病院 講師 20 ○ 

内科指導医，神経内科指導医，人類遺伝指導医, 

総合内科専門医, 認知症指導医、R１福井大学指導

医講習会受講 

同上 4 



内科 松田 秀岳 福井大学病院 講師 18 ○ 

内科指導医，消化器病指導医，肝臓暫定指導医，

消化器内視鏡指導医， 

H25 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

内科 大藤 和也 福井大学病院 助教 17 ○ 

内科指導医，消化器病指導医，消化器内視鏡指導

医，肝臓専門医, 総合内科専門医 

H29 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

内科 石塚 全 福井大学病院 教授 36 ○ 

・日本内科学会 認定内科医・日本内科学会認定教

育施設 指導医・日本がん治療認定医機構 がん治

療認定医・日本内科学会 総合内科専門医・指導

医・日本呼吸器学会 呼吸器指導医・日本呼吸器学

会 呼吸器専門医・日本アレルギー学会 指導医・

日本アレルギー学会 専門医・ICD 制度協議会認定 

インフェクション・コントロール・ドクター・H25 福井大

学指導医講習会受講 

同上 1（030331507）,4 

内科 此下 忠志 福井大学病院 准教授 34 ○ 

・日本内科学会 認定内科医 

・日本内科学会 総合内科専門医・指導医 

・日本内科学会認定教育施設指導医 

・日本内分泌学会内分泌代謝内科指導医 

・日本内分泌学会内分泌代謝内科専門医 

・日本糖尿病学会 糖尿病指導医 

・日本糖尿病学会 糖尿病専門医 

・日本高血圧学会認定指導医 

・日本高血圧学会認定専門医 

・日本老年医学会指導医 

・日本老年医学専門医 

・日本腎臓学会指導医 

・日本腎臓学会専門医 

・H22 指導医講習会受講 

同上 4 



内科 銭丸 康夫 福井大学病院 特命講師 21 ○ 

・日本内科学会 認定内科医 

・日本内科学会 総合内科専門医 

・日本糖尿病学会 糖尿病専門医 

・H29 福井大学指導医講習会受講 

同上 上級医 

内科 佐藤さつき 福井大学病院 助教 17 ○ 

・日本内科学会 認定内科医・日本内科学会 総合

内科専門医・日本糖尿病学会 糖尿病専門医・日本

医師会認定産業医・H30ＪＡ長野厚生連第 11 回「研

修医教育のためのワークショップ」 

同上 4 

内科 夛田 浩 福井大学病院 教授 35 ○ 

H23 筑波大学指導医講習会受講 

総合内科専門医、循環専門医、不整脈専門医、超

音波専門医・指導医、他 

同上 4 

内科 石田 健太郎 福井大学病院 講師 19 ○ 

総合内科専門医、循環専門医、心血管インターベン

ション治療学会専門医、他 

H27 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

内科 宇隨 弘泰 福井大学病院 准教授 30 ○ 
R1 福井大学病院卒後臨床研修指導医講習会受

講、総合内科専門医、循環器専門医、他 
同上 4 

内科 玉 直人 福井大学病院 助教 17 ○ 
R1 福井大学病院卒後臨床研修指導医講習会受

講，総合内科専門医、循環器専門医、他 
同上 4 

内科 糟野 健司 福井大学病院 准教授 26 ○ 

内科認定医 総合内科専門医  日本腎臓学会専

門医指導医、日本透析医学会専門医指導医 

H20 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

内科 高橋 直生 福井大学病院 助教 24 ○ 

内科認定医、総合内科専門医、日本腎臓学会専門

医指導医、日本透析医学会専門医指導医 

H24 福井大学病院指導医講習会受講 

同上 4 

内科 三上 大輔 福井大学病院 助教 17 ○ 
内科認定医 日本腎臓学会専門医  総合内科専

門医 H23 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 



外科（乳

腺・内分

泌外科） 

前田 浩幸 福井大学病院 准教授 31 ○ 

外科専門医，消化器外科認定医， 

乳腺指導医，乳腺専門医 

H19 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

外科 小練 研司 福井大学病院 講師 23 ○ 

外科指導医，外科専門医，消化器外科指導医，消

化器外科専門医 

H19 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

外科 玉木 雅人 福井大学病院 助教 26 ○ 
外科専門医 

H29 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

外科 森川 充洋 福井大学病院 助教 20 ○ 

外科指導医，外科専門医，消化器外科指導医，消

化器外科専門医 

H21 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

がん診療

推進セン

ター（緩

和ケア） 

廣野 靖夫 福井大学病院 准教授 30 ○ 
外科認定医，消化器外科指導医 

H18 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

外科 山田 就久 福井大学病院 講師 24 ○ 

外科認定医，心臓血管外科専門医 

H20 福井大学指導医講習会受講,外科専門医,腹部

ステントグラフト実施医および指導医,胸部ステントグ

ラフト実施医,下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の

実施基準による実施医および指導医,浅大腿動脈ス

テントグラフト実施医 

同上 4 

外科 岡田 晃斉 福井大学病院 助教 13 ○ 
外科認定医，呼吸器外科外科専門医 

R1 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

救急部

門 

（総合診

療部） 

北野 史浩 福井大学病院 助教 19 ○ 
救急専門医 

H19 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 



救急部

門（総合

診療部） 

林 寛之 福井大学病院 
教授総合診

療部長 
34 ○ 

日本救急医学会救急科専門医・指導医日本外傷学

会指導医、日本プライマリケア連合学会 認定指導

医H17.11 プログラム責任者養成講習会Ｈ20 福井

大学指導医講習会受講 

同上 1（030331506）,3,4 

救急部

門 
小淵 岳恒 福井大学病院 講師 20 ○ 

日本救急医学会救急科専門医 

日本プライマリケア連合学会プライマリケア認定医 

日本外科学会 外科認定医 

H24 福井大学指導医講習会受講 

Ｈ29 プログラム責任者養成講習会 

同上 4 

救急部

門 

（総合診

療部） 

井階 友貴 福井大学病院 教授 16 ○ 

日本内科学会 内科認定医 

Ｈ19 福井大学指導医講習会受講 

日本在宅医学会認定在宅医療専門医・指導医 

日本プライマリケア連合学会認定指導医 

日本プライマリケア連合学会家庭医療専門医 

同上 4 

救急部

門 

（総合診

療部） 

伊藤 有紀子 福井大学病院 助教 15 ○ 

H19 福井大学指導医講習会受講 

日本内科学会 認定内科医 

日本プライマリケア連合学会認定指導医 

日本プライマリケア連合学会家庭医療専門医 

同上 4 

救急部

門 
森田 浩史 福井大学病院 助教 16 ○ 

H19 福井大学指導医講習会受講 

日本救急医学会救急科専門医 

日本プライマリケア連合学会プライマリケア認定医 

同上 4 

救急部

門 
辻 英明 福井大学病院 医員 12 ○ 

日本救急医学会救急科専門医 H23 福井大学指導

医講習会受講 
同上 4 



救急部

門 

（総合診

療部） 

此下 尚寛 福井大学病院 特命助教 16 ○ 

Ｈ18 福井大学指導医講習会受講 

日本プライマリケア連合学会家庭医療専門医 

日本プライマリケア連合学会認定指導医 

日本内科学会認定内科医 

日本内科学会総合内科専門医 

同上 4 

救急部

門 
山田 直樹 福井大学病院 助教 14 ○ 

日本内科学会 認定内科医日本プライマリケア連合

学会プライマリケア認定医日本救急医学会救急科

専門医 H23.1 沖縄県立中部病院指導医講習会受

講 R1.10 プログラム責任者養成講習会 

同上 4 

救急部

門 
石本 貴美 福井大学病院 特命助教 8 ○ R1 福井大学指導医講習会受講 同上 4 

救 急 部

門
田中 徳治 福井大学病院 特命助教 12 〇

日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医 

日本プライマリ・ケア連合学会 プライマリ・ケア認定

医 

日本専門医機構 総合診療領域特任指導医 

日本プライマリ・ケア連合学会 指導医 

H29.12 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

麻酔科

（部門） 
重見研司 福井大学病院 教授 36 ○ 

麻酔科指導医 

Ｈ16.8 全国自治体病院協議会講習会受講 
同上 4 

麻酔科

（部門） 
田畑 麻里 福井大学病院 助教 20 ○ 

麻酔科指導医 

Ｈ22 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

麻酔科

（部門） 
松木 悠佳 福井大学病院 助教 15 ○ 

麻酔科指導医 

H22 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

麻酔科

（部門） 
次田 佳代 福井大学病院 助教 15 ○ 

麻酔科指導医 

H24 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 



小児科 大嶋 勇成 福井大学病院 教授 35 ○ 
小児科専門医・指導医，アレルギー指導医 

H22 日本小児科学会臨床研修指導医講習会修了 
同上 1（030331509）,4 

小児科 安冨 素子 福井大学病院 講師 24 ○ 
小児科専門医・指導医、アレルギー専門医、アレル

ギー学会指導医、H17 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

小児科 奥野 貴士 福井大学病院 助教 16 ○ 

小児科専門医・指導医、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

会暫定指導医、R1 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

小児科 川﨑 亜希子 福井大学病院 助教 16 ○ 
小児科専門医・指導医、アレルギー専門医、R1 福

井大学指導医講習会受講 
同上 4 

小児科 吉川 利英 福井大学病院 助教 14 ○ 
小児科専門医・指導医、日本血液学会専門医、R1

福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

小児科 伊藤 尚弘 福井大学病院 特命助教 10 ○ 小児科専門医、R1 福井大学指導医講習会受講 同上 4 

産婦人

科 
品川 明子 福井大学病院 助教 19 ○ 

産婦人科専門医 

Ｈ21 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

精神科 小坂 浩隆 福井大学病院 教授 22 ○ 
精神科指導医 

H17 福井大学指導医講習会受講 
同上 2（030331506）,4 

精神科 大森 一郎 福井大学病院 准教授 21 ○ 

精神科指導医 

第 95 回臨床研修指導医養成講習会受講（全国自

治体病院協議会） 

同上 4 

精神科 水野 智之 福井大学病院 講師 15 ○ 

精神科指導医 

H24 福井大学病院卒後臨床研修指導医講習会受

講 

同上 4 

精神科 武藤 悠平 福井大学病院 助教 7 ○ R1 福井大学指導医講習会受講 同上 4 



皮膚科 長谷川 稔 福井大学病院 教授 29 ○ 
皮膚科専門医 

H22 金沢大学附属病院指導医講習会受講 
同上 4 

皮膚科 尾山 徳孝 福井大学病院 准教授 26 ○ 

皮膚科専門医、アレルギー専門医 

H21 福島県立医科大学附属病院指導医講習会受

講 

同上 4 

形成外

科 
中井 國博 福井大学病院 准教授 25 ○ H17 大阪医科大学指導医講習会受講 同上 4 

形成外

科 
峯岸 芳樹 福井大学病院 助教 17 ○ R1 福井大学指導医講習会受講 同上 4 

放射線

科 
木村 浩彦 福井大学病院 教授 33 ○ 

放射線診断専門医 

H24 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

放射線

科 
坂井 豊彦 福井大学病院 准教授 31 ○ 

放射線診断専門医，日本 IVR 専門医 

H24 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

放射線

科 
小坂 信之 福井大学病院 准教授 22 ○ 

放射線診断専門医，核医学専門医，  PET 核医学

認定医 

R1 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

放射線

科 
尾崎 公美 福井大学病院 助教 18 ○ 

放射線診断専門医，日本脈管学会脈管専門医，

日本 IVR 専門医，日本肝臓学会肝臓専門医 

H30 富山市民病院指導医講習会受講 

同上 4 

整形外

科 
松峯 昭彦 福井大学病院 教授 34 ○ 

日整会（整形外科専門医、骨・軟部腫瘍医）,  

日本がん治療認定医機構（がん治療認定医）, 

H19 指導医講習会受講 

同上 1（030331510）,4 

整形外

科 

（手術

部） 

小久保 安朗 福井大学病院 准教授 26 ○ 

日整会（整形外科専門医 脊椎脊髄病医）, 

日本リウマチ学会（ﾘｳﾏﾁ専門医・ﾘｳﾏﾁ指導医）, 

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会（ﾘﾊﾋﾞﾘ認定臨床医・ﾘﾊﾋﾞﾘ

専門医）, 

H24 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 



整形外

科 
大木 央 福井大学病院 講師 26 ○ 

日本専門医機構（整形外科専門医） 

日整会（運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医 リウマチ医）, 

日本リウマチ学会（ﾘｳﾏﾁ専門医・ﾘｳﾏﾁ指導医）, 

H27 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

整形外

科 
宮崎 剛 福井大学病院 講師 21 ○ 

日本専門医機構（整形外科専門医）, 

日整会（スポーツ医）， 

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会（ﾘﾊﾋﾞﾘ認定臨床医）， 

日本リウマチ学会（ﾘｳﾏﾁ専門医 ﾘｳﾏﾁ指導医），

日本医師会認定健康スポーツ医, 

日本スポーツ協会公認スポーツドクター, 

H21 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

整形外

科 
中嶋 秀明 福井大学病院 講師 19 ○ 

日整会（整形外科専門医 リウマチ医 脊椎脊髄病

医）, 

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会（ﾘﾊﾋﾞﾘ認定臨床医・ﾘﾊﾋﾞﾘ

専門医）, 

日本リウマチ学会（ﾘｳﾏﾁ専門医 ﾘｳﾏﾁ指導医）, 

日本脊椎脊髄病学会（脊椎脊髄外科指導医・脊椎

脊髄外科専門医）, 

日本スポーツ協会公認スポーツドクター, 

H22 福井大学指導医講習会受講 

同上 4 

整形外

科 
渡邉 修司 福井大学病院 助教 12 ○ 

日整会（整形外科専門医）, 

H25 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

整形外

科 
坂本 拓己 福井大学病院 助教 10 ○ 

日整会（整形外科専門医） 

R1 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

リハビリテ

ーション

科 

坪川 操 福井大学病院 助教 31 ○ 

日本専門医機構（耳鼻咽喉科専門医） 

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会（ﾘﾊﾋﾞﾘ専門医, リハビリ指

導医） 

H16 指導医講習会受講 

同上 4 



泌尿器

科 
青木 芳隆 福井大学病院 講師 27 ○ 

泌尿器科指導医 

R1 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

眼科 稲谷 大 福井大学病院 教授 25 ○ 

眼科専門医 

Ｈ20 熊本大学医学部附属病院臨床研修指導医講

習会受講 

H21 日本眼科学会指導医講習会受講 

同上 4 

眼科 高村 佳弘 福井大学病院 准教授 24 ○ 
眼科専門医 

Ｈ23 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

眼科 松村 健大 福井大学病院 助教 14 ○ 
眼科専門医

Ｈ25 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

耳鼻咽

喉科・ 

頭頚部

外科 

岡本 昌之 福井大学病院 講師 20 ○ 
耳鼻咽喉科専門医, 耳鼻咽喉科専門研修指導医、 

H20 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

耳鼻咽

喉科・ 

頭頚部

外科 

坂下 雅文 福井大学病院 講師 19 ○ 
耳鼻咽喉科専門医, 耳鼻咽喉科専門研修指導医、

H21 福井大学指導医講習会受講 
同上 4 

病理

（CPC） 
今村 好章 

福井大学医学

部附属病院病

理診断科/病

理部 

科長/部長 34 × 

死体解剖資格認定, 病理専門医, 細胞診指導医, 

病理専門医研修指導医, 日本臨床細胞学会研修

指導医 

同上 上級医 

病理

（CPC） 
内木 宏延 

福井大学医学

部分子病理学 
教授 35 × 

死体解剖資格認定, 病理専門医，病理専門医研修

指導医 
同上 上級医 

病理

（CPC） 
小林 基弘 

福井大学医学

部腫瘍病理学 
教授 23 × 

死体解剖資格認定, 病理専門医，病理専門医研修

指導医 
同上 上級医 



病理

（CPC） 
稲井 邦博 

福井大学医学

部分子病理学 
准教授 32 × 

死体解剖資格認定, 病理専門医，病理専門医研修

指導医、日本血液学会専門医、日本血液学会指導

医、日本内科学会認定医、日本内科学会指導医、

日本感染症学会専門医、日本感染症学会指導医、

医療安全管理者 

同上 上級医 

病理

（CPC） 
福島 万奈 

福井大学医学

部腫瘍病理学 
准教授 26 × 

死体解剖資格認定, 病理専門医, 病理専門医研修

指導医，細胞診専門医, 細胞診教育研修指導医, 

臨床検査専門医, 臨床検査管理医, 日本医師会認

定産業医 

同上 上級医 

地域保

健 
金山 ひとみ 

福井大学医学

部環境保健学 
助教 16 ○ H29 福井大学指導医講習会受講 同上 4 


