
（No.１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０３１８    臨床研修病院の名称： 富山県立中央病院    

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 

３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

内科 川端雅彦 腎臓内科 院長 ４０年 ○ 

・日本腎臓学会専門医 

・金沢大学附属病院臨床研修指導

医養成ワークショップ 

 ４ 

内科 臼田和生 循環器内科 副院長 ３７年 ○ 

・日本循環器学会専門医 

・金沢大学附属病院臨床研修指導

医養成ワークショップ 

 ４ 

内科 丸山美知郎 循環器内科 部長 ２７年 ○ ・日本循環器学会専門医  ４ 

内科 音羽勘一 循環器内科 部長 ２５年 ○ 

・日本循環器学会専門医 

・第 40 回臨床研修指導医養成講

習会 

・平成 20 年度プログラム責任者

養成講習会 

030318011 １、４ 

内科 奥村廣和 血液内科 部長 ３４年 ○ 

・日本血液学会指導医 

・金沢大学附属病院臨床研修指導

医養成ワークショップ 

 ４ 

内科 近藤恭夫 血液内科 部長 ２７年 ○ 
・金沢大学附属病院臨床研修指導

医養成ワークショップ 

 ４ 

内科 谷口浩和 呼吸器内科 部長 ２５年 ○ 

・日本呼吸器学会専門医 

・富山県立中央病院第 1回臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

 

別紙４ 



（No.２） 

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 酒井明人 消化器内科 部長 ３０年 ○ 

・日本消化器病学会専門医 

・金沢大学附属病院第 7回医学教

育ワークショップ 

 ４ 

内科 松田充 消化器内科 部長 ２８年 ○ 

・日本消化器病学会専門医 

・富山県立中央病院第 1回臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

内科 松田耕一郎 消化器内科 部長 ２４年 ○ 

・日本消化器病学会専門医 

・富山県立中央病院第 1回臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

内科 赤堀弘 
内分泌・代謝

内科 
部長 ２３年 ○ 

・日本内分泌学会認定内分泌代謝

科専門医 

・第 2回富山県立中央病院臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

内科 篠﨑康之 腎臓内科 医長 １６年 ○ 

・石川県地域医療支援センター主

催平成 24 年度臨床研修指導医養

成ワークショップ 

 ４ 

内科 舟本智章 腎臓内科 医長 １４年 ○ 

・日本内科学会認定内科医 

・石川県地域医療支援センター主

催 2020 年度臨床研修指導医養成

ワークショップ 

 ４ 

 

別紙４ 



（No.３） 

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 倉田多鶴子 腎臓内科 医長 １２年 ○ 

・日本腎臓学会専門医 

・石川県地域医療支援センター主

催 2019 年度臨床研修指導医養成

ワークショップ 

 ４ 

内科 近田明男 循環器内科 医長 １７年 ○ 
・日本循環器学会専門医 

・国立病院機構研修指導医講習会 

 ４ 

内科 在原文教 消化器内科 医長 １７年 ○ ・日本内科学会認定内科医  ４ 

内科 藤永洋 
漢方・リウマチ

科 
部長 ３２年 ○ 

・日本東洋医学会漢方専門医 

・富山県立中央病院第 2回指導医

講習会 

 ４ 

内科 渡辺哲郎 
漢方・リウマチ

科 
部長 ２１年 ○ 

・日本東洋医学会漢方専門医 

・信州蓼科医師卒後教育ワークシ

ョップ 2010 

 ４ 

内科 島啓介 脳神経内科 部長 １６年 ○ 

・日本神経学会専門医 

・金沢医科大学病院臨床研修指導

医養成ワークショップ 

 ４ 

救急 齊藤伸介 救急科 部長 ２８年 ○ 

・日本救急医学会専門医 

・富山大学附属病院第 6回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

救急 堀川慎二郎 救急科 部長 １９年 ○ 

・日本小児科学会専門医・指導医 

・日本病院会臨床研修指導医養成

講習会 

 ４ 

別紙４ 



（No.４） 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

救急 大鋸立邦 救急科 医長 １３年 ○ 

・日本救急医学会専門医 

・石川県地域医療支援センター臨

床研修指導医養成ワークショッ

プ 

 ４ 

救急 坂田行巨 救急科 医長 １１年 ○ 

・石川県地域医療支援センター平

成 30 年度臨床研修指導医ワーク

ショップ 

 ４ 

救急 佐野勇貴 救急科 副医長 ９年 ○ 
・杏林大学医学部附属病院指導医

養成ワークショップ 

 ４ 

精神 野原茂 精神科 部長 ２７年 ○ 

・日本精神神経学会指導医 

・金沢大学附属病院臨床研修指導

医養成ワークショップ 

 ４ 

精神 米澤峰男 精神科 部長 ２５年 ○ ・総合病院精神科学会専門医  ４ 

精神 瀬尾友徳 精神科 部長 １８年 ○ 

・日本精神神経学会指導医 

・富山大学附属病院第 11 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

精神 永井貴裕 精神科 医長 １２年 ○ 

・日本精神神経学会専門医 

・全国自治体病院協議会第 143

回臨床研修指導医養成講習会 

 ４ 

別紙４ 



（No.５） 

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） 

小児 畑崎喜芳 小児科 理事 ３９年 ○ 

・日本小児科学会専門医 

・富山県立中央病院第 1回指導医

講習会 

・平成 18 年度プログラム責任者

養成講習会 

 ２、４ 

小児 五十嵐登 小児科 部長 ３８年 ○ 

・日本小児科学会専門医 

・富山県立中央病院第１回臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

小児 二谷武 小児科 部長 ３３年 ○ 

・日本小児科学会専門医 

・富山大学附属病院第 6回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

小児 藤田修平 小児科 部長 ２３年 ○ 

・日本小児科学会専門医 

・富山大学附属病院第 8回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

小児 東山弘幸 小児科 部長 ２１年 ○ 

・日本小児科学会専門医 

・富山大学附属病院臨床研修指導

医養成セミナー 

 ４ 

小児 嶋尾綾子 小児科 医長 １７年 ○ 

・日本小児科学会専門医 

・富山大学附属病院第 9回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

小児 上野和之 小児科 医長 １６年 ○ 

・日本小児科学会専門医 

・金沢大学附属病院臨床研修指導

医養成ワークショップ 

 ４ 

 

別紙４ 



（No.６） 

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） 

小児 伊奈志帆美 
母子医療セ

ンター 
部長 ２１年 ○ 

・日本周産期新生児医学会新生児

専門医 

・富山大学附属病院第 8回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

外科 前田基一 外科 部長 ３８年 ○ 

・日本乳癌学会専門医 

・富山県立中央病院第 1回臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

外科 加治正英 外科 部長 ３２年 ○ 

・日本消化器外科学会専門医 

・富山県立中央病院第 1回臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

外科 吉川朱美 外科 部長 ２８年 ○ 

・日本消化器外科学会専門医 

・日本外科学会専門医 

・富山大学附属病院第 6回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

外科 天谷公司 外科 部長 ２３年 ○ 

・日本外科学会専門医 

・富山大学附属病院第 9回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

外科 林泰寛 外科 部長 ２１年 ○ 

・日本外科学会専門医 

・石川県地域医療支援センター臨

床研修指導医養成ワークショッ

プ 

 ４ 

外科 柄田智也 外科 医長 １７年 ○ 

・日本外科学会専門医 

・富山大学附属病院第 14 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

別紙４ 



（No.７） 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

外科 廣瀬淳史 外科 医長 １５年 ○ 

・日本外科学会専門医 

・富山大学附属病院第 15 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

外科 河合俊輔 外科 医長 １２年 ○ 

・日本外科学会専門医 

・第 1回上越騒動病院臨床研修指

導医講習会 

 ４ 

外科 倉田徹 外科 医長 １１年 ○ 

・日本消化器外科学会専門医 

・日本外科学会専門医 

・富山大学附属病院第 15 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

外科 所智和 外科 副医長 １０年 ○ 
・富山大学附属病院第 16 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

産婦 谷村悟 産婦人科 部長 ３０年 ○ ・日本産婦人科学会専門医  ４ 

産婦 飴谷由佳 産婦人科 部長 ２８年 ○ 

・日本産婦人科学会専門医 

・第 2回富山県立中央病院臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

産婦 南里恵 産婦人科 部長 ２６年 ○ ・日本産婦人科学会専門医  ４ 

産婦 中島正雄 産婦人科 部長 ２５年 ○ ・日本産婦人科学会専門医  ４ 

産婦 炭谷崇義 産婦人科 医長 １８年 ○ 

・日本産婦人科学会専門医 

・富山大学附属病院第 12 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

別紙４ 



（No.８） 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

産婦 吉越信一 産婦人科 医長 １８年 ○ 

・日本産婦人科学会専門医 

・石川県地域医療支援センター平

成 24 年度臨床研修指導医養成ワ

ークショップ 

 ４ 

麻酔 吉田仁 麻酔科 理事 ３８年 ○ 

・日本麻酔科学会指導医 

・富山県立中央病院第 1回臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

麻酔 荒井理歩 麻酔科 部長 ２０年 ○ 

・日本麻酔科学会指導医 

・富山大学附属病院第 8回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

麻酔 大石博史 麻酔科 医長 １６年 ○ 

・日本麻酔科学会専門医 

・富山大学附属病院第 11 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

麻酔 長岡治美 麻酔科 医長 １６年 ○ 

・日本麻酔科学会専門医 

・富山大学附属病院第 10 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

麻酔 青山実 麻酔科 医長 １６年 ○ 
・富山大学附属病院臨床研修指導

医養成セミナー 

 ４ 

麻酔 宇佐美潤 麻酔科 医長 １３年 ○ 

・日本麻酔科学会専門医 

・富山大学附属病院第 14 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

麻酔 長崎晶美 麻酔科 医長 １３年 ○ 

・日本麻酔科学科専門医 

・富山大学附属病院第 14 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

別紙４ 



（No.９） 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 

２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 
４ 臨床研修指導医 

 （指導医） 

麻酔 那須倫範 麻酔科 医長 １２年 ○ 

・日本麻酔学会認定医 

・富山大学附属病院第 14 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

病理 
高橋宏三 臨床検査部 部長 ３７年 ○ 

・日本東洋医学会漢方専門医 

・富山県立中央病院指導医講習会 

 ４ 

選択 

内科 
彼谷裕康 感染症内科 部長 ３３年 ○ 

・日本血液学会専門医 

・富山県立中央病院第１回指導医

養成講習会 

 ４ 

選択 

内科 
小川浩平 腫瘍内科 部長 ２５年 ○ 

・日本内科学会認定内科医 

・富山大学附属病院第 15 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

内科 
髙木宏明 腫瘍内科 医長 １１年 ○ 

・日本内科学会認定内科医 

・富山大学附属病院第 17 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

呼外 
宮澤秀樹 呼吸器外科 部長 ３９年 ○ 

・日本胸部外科学会専門医 

・全国自治体病院協議会第 16 回

臨床研修指導医養成講習会 

 ４ 

選択 

呼外 
新納英樹 呼吸器外科 部長 ２１年 ○ 

・日本外科学会専門医 

・全国自治体病院協議会第 86 回

臨床研修指導医養成講習会 

 ４ 

選択 

呼外 
北村直也 呼吸器外科 常勤臨時 ７年 ○ 

・日本外科学会専門医 

・第 3回上越総合病院臨床研修指

導医講習会 

 ４ 

 

別紙４ 



（No.１０） 

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） 

選択 

心外 
上田哲之 心臓血管外科 部長 ２９年 ○ 

・心臓血管外科専門医 

・全国自治体病院協議会臨床第

60回臨床研修指導医養成講習会 

 ４ 

選択 

心外 
関功二 心臓血管外科 部長 ２０年 ○ 

・富山大学附属病院第 11 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

心外 
外川正海 心臓血管外科 医長 １８年 ○ 

・心臓血管外科専門医 

・全国自治体病院協議会第 95 回

臨床研修指導医養成講習会 

 ４ 

選択 

緩和 
竹川茂 

緩和ケア内

科 
部長 ３７年 ○ 

・日本外科学会専門医 

・病院機構東海北陸ブロック指導

者講習会 

 ４ 

選択 

緩和 
峠正義 

緩和ケア内

科 
部長 １９年 ○ 

・日本外科学会専門医 

・富山大学附属病院第 14 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

整形 
中村琢哉 整形外科 部長 ３５年 ○ ・日本整形外科学会専門医 

 ４ 

選択 

整形 
丸箸兆延 整形外科 部長 ２８年 ○ 

・日本整形外科学会専門医 

・富山大学附属病院指導医講習会 

 ４ 

選択 

整形 
舩木清伸 整形外科 部長 １９年 ○ 

・日本整形外科学会専門医 

・日本医師会指導医のための教育

ワークショップ 

 ４ 

別紙４ 



（No.１１） 

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） 

選択 

整形 
香川桂 整形外科 医長 １８年 ○ 

・日本整形外科学会専門医 

・石川県地域医療支援センター主

催 2019 年度臨床研修指導医養成

ワークショップ 

 ４ 

選択 

整形 
池田憲一 形成外科 部長 ２０年 ○ 

・日本形成外科学会専門医 

・富山大学附属病院第 15 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

脳外 
青木洋 脳神経外科 部長 ２５年 ○ 

・日本脳神経外科学会専門医 

・富山大学附属病院第 16 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

脳外 
神宮字伸哉 脳神経外科 部長 ２０年 ○ 

・日本脳神経外科学会専門医 

・福島県立医科大学臨床研修指導

医講習会 

 ４ 

選択 

小外 
岡田安弘 小児外科 部長 ３０年 ○ ・日本小児外科学会専門医 

 ４ 

選択 

小外 
山崎徹 小児外科 部長 ２３年 ○ 

・日本小児外科学会専門医 

・富山大学附属病院第 9回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

小外 
馬場徳朗 小児外科 常勤臨時 １３年 ○ 

・鹿児島県初期臨床研修連絡協議

会第 9 回臨床研修指導医養成講

習会 

 ４ 

別紙４ 



（No.１２） 

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） 

選択 

皮膚 
八田尚人 皮膚科 部長 ３５年 ○ 

・日本皮膚科学会認定専門医 

・富山県立中央病院第 1回臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

選択 

皮膚 
石井貴之 皮膚科 医長 ２１年 ○ 

・日本皮膚科学会認定専門医 

・金沢大学附属病院指導医講習会 

 ４ 

選択 

泌尿 
瀬戸親 泌尿器科 部長 ３３年 ○ 

・日本泌尿器科学会専門医 

・富山県立中央病院指導医講習会 

 ４ 

選択 

眼科 
山田成明 眼科 部長 ３７年 ○ 

・日本眼科学会専門医 

・富山大学附属病院第 6回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

耳鼻 
浦本直紀 

耳鼻いんこ

う科 
部長 ２８年 ○ ・日本耳鼻咽喉科学会認定専門医 

 ４ 

選択 

耳鼻 
石川和也 

耳鼻いんこ

う科 
医長 １４年 ○ 

・石川県地域医療支援センター主

催平成 29 年度臨床研修指導医養

成ワークショップ 

 ４ 

選択 

放診 
出町洋 

放射線診断

科 
部長 ３６年 ○ 

・日本医学放射線学会専門医 

・富山県立中央病院第 1回臨床研

修指導医養成講習会 

 ４ 

別紙４ 



（No.１３） 

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） 

選択 

放診 
阿保斉 

放射線診断

科 
部長 ２８年 ○ 

・日本医学放射線学会専門医 

・富山県立中央病院第１回臨床研修

指導医養成講習会 

 ４ 

選択 

放診 
望月健太郎 

放射線診断

科 
部長 ２１年 ○ 

・日本医学放射線学会専門医 

・富山大学附属病院第 10 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

放診 
齊藤順子 

放射線診断

科 
医長 １６年 ○ 

・日本医学放射線診断学会専門医 

・富山大学附属病院第 10 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

放治 
豊嶋心一郎 

放射線治療

科 
部長 ２６年 ○ 

・日本医学放射線学会専門医 

・富山大学附属病院第 8回臨床研

修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

病理 
石澤伸 病理診断科 部長 ３６年 ○ 

・日本病理学会病理専門医 

・石川地域医療支援センター臨床

研修指導医養成ワークショップ 

 ４ 

選択 

病理 
内山明央 病理診断科 部長 ２２年 ○ 

・日本病理学会病理専門医 

・富山県立中央病院第１回指導医

講習会 

 ４ 

選択 

病理 
中西ゆう子 病理診断科 部長 ２０年 ○ 

・日本病理学会病理専門医 

・富山大学附属病院第 10 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

 
 
 
 
 

別紙４ 



別紙４ 
（Ｎｏ．１４） 

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

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

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

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

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習
会等の受講

経験 
有：○ 
無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 

４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

選択 

集中治療 
小林大祐 集中治療科 部長 ２５年 ○ 

・日本内科学会総合内科専門医 

・石川県地域医療支援センター指

導医講習会 

・平成 30 年度プログラム責任者

養成講習会 

 ４ 

選択 

集中治療 
越田嘉尚 集中治療科 部長 ２２年 ○ 

・集中治療学会専門医 

・石川県地域医療支援センター指

導医講習会 

 ４ 

選択 

集中治療 
松井恒太郎 集中治療科 部長 ２３年 ○ 

・日本救急医学会専門医 

・富山大学附属病院第 15 回臨床

研修指導医養成セミナー 

 ４ 

選択 

集中治療 
中山祐子 集中治療科 医長 １８年 ○ ・日本小児科学会専門医 

 ４ 


