
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３００４６         臨床研修病院の名称：仙台医療センター    

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） 

総合診療

科 

高橋 広喜 仙台医療セン

ター 

総合診療科医

長 

２９ 

 

○ 消化器病専門医 

消化器内視鏡専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 
４ 

総合診療

科 

鈴木 森香 仙台医療セン

ター 

総合診療科医

師 

１０ ○ ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ認定指導医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

内分泌・代

謝内科 

在原 善英 仙台医療セン

ター 

内分泌・代謝内

科医長 

２４ ○ 内分泌専門医 

総合内科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

内分泌・代

謝内科 

櫻井 華奈子 仙台医療セン

ター 

内分泌・代謝内

科医師 

２１ ○ 
内分泌専門医、糖尿病専門医、

病態栄養専門医、日本甲状腺学

会専門医、総合内科専門医、臨

床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

内分泌・代

謝内科 

新妻 さつき 仙台医療セン

ター 

内分泌・代謝内

科医師 

１２ ○ 総合内科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

腎臓内科 中山 謙二 仙台医療セン

ター 

腎臓内科部長 ３１ ○ 
臨床研修指導医養成講習会 

030046014・030046015 ４ 

感染症内

科 

伊藤 俊広 仙台医療セン

ター 

感染症内科医

長 

３７ ○ 身体障害者指定医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

 

血液内科 勝岡 優奈 仙台医療セン

ター 

血液内科医長 ２３ ○ 血液専門医、 

総合内科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

腫瘍内科 鈴木 貴夫 仙台医療セン

ター 

腫瘍内科部長 ２９ ○ 
消化器内視鏡専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

腫瘍内科 秋山 聖子 仙台医療セン

ター 

腫瘍内科医長 ２４ ○ がん薬物療法専門医 

総合内科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 
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緩和ケア

内科 

高橋 通規 仙台医療セン

ター 

緩和ケア内科

医長 

２７ ○ 身体障害者指定医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

 

脳神経内

科 

鈴木 靖士 仙台医療セン

ター 

臨床研修部長 ２３ ○ 神経内科専門医 

総合内科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 １．４ 

脳神経内

科 

川﨑 永美子 仙台医療セン

ター 

脳神経内科医

師 

１３ ○ 
臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

脳神経内

科 

突田 健一 仙台医療セン

ター 

脳神経内科医

師 

１４ ○ 神経内科専門医 

脳卒中専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

脳神経内

科 

渡辺 源也 仙台医療セン

ター 

脳神経内科医

師 

１３ ○ 臨床研修指導医講習会受講 

神経内科専門医 

030046014・030046015 ４ 

呼吸器内

科 

三木 祐 仙台医療セン

ター 

総合内科部長 ３５ ○ 呼吸器専門医、身体障害者指

定医、内科学会指導医、臨床

研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

呼吸器内

科 

菊地 正 仙台医療セン

ター 

呼吸器内科長

長 

２５ ○ 呼吸器専門医 

総合内科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

呼吸器内

科 

西巻 雄司 仙台医療セン

ター 

呼吸器内科医

師 

２１ ○ 呼吸器専門医、感染症専門

医、総合内科専門医、臨床研

修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

呼吸器内

科 

三橋 善哉 仙台医療セン

ター 

呼吸器内科医

師 

１４ ○ 認定内科医、 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

消化器内

科 

鵜飼 克明 仙台医療セン

ター 

副院長 ３６ ○ 消化器病専門医、肝臓専門

医、超音波専門医、消化器内

視鏡専門医、臨床研修指導医

講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

消化器内

科 

眞野 浩 仙台医療セン

ター 

消化器内科部

長 

３１ ○ 消化器病専門医、肝臓専門

医、消化器内視鏡専門医、 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

消化器内

科 

岩渕 正広 仙台医療セン

ター 

消化器内科医

長 

２８ ○ 総合内科専門医、消化器病専

門医、消化器内視鏡専門医、 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

消化器内

科 

木村 憲治 仙台医療セン

ター 

消化器内科医

長 

２８ ○ 
消化器病専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 
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消化器内

科 

杉村 美華子 仙台医療セン

ター 

消化器内科医

長 

２１ ○ 消化器病専門医 

消化器内視鏡専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

消化器内

科 

田邊 暢一 仙台医療セン

ター 

消化器内科医

長 

２８ ○ 消化器病専門医、肝臓専門

医、消化器内視鏡専門医、 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

消化器内

科 

荒 誠之 仙台医療セン

ター 

消化器内科医

師 

１８ ○ 消化器病専門医、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 

030046014・030046015 ４ 

消化器内

科 

高橋 靖 仙台医療セン

ター 

消化器内科医

師 

９ ○ 
臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

循環器内

科 

篠崎 毅 仙台医療セン

ター 

副院長 ３３ ○ 総合内科専門医、循環器専門

医、超音波専門医、臨床研修

指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

循環器内

科 

尾上 紀子 仙台医療セン

ター 

循環器内科医

長 

２３ ○ 循環器専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

循環器内

科 

笠原 信太郎 仙台医療セン

ター 

循環器内科医

師 

８ ○ 臨床研修指導医養成講習会

受講 

030046014・030046015 ４ 

心臓血管

外科 

藤原 英記 仙台医療セン

ター 

心臓血管外科

医長 

２４ ○ 心臓血管外科専門医 

外科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

心臓血管

外科 

山口 展寛 仙台医療セン

ター 

心臓血管外科

医師 

１８ ○ 臨床研修指導医講習会受講 

総合内科専門医、循環器内科

専門医 

030046014・030046015 ４ 

外科 島村 弘宗 仙台医療セン

ター 

総合外科部長 ２９ ○ 
外科専門医、消化器病専門

医、消化器外科専門医、肝胆

脺外科高度技能専門医、臨床

研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

外科 手島 伸 仙台医療セン

ター 

外科医長 ３０ ○ 
外科専門医、消化器病専門

医、消化器外科専門医、食道

外科専門医、臨床研修指導医

講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

外科 兒玉 英謙 仙台医療セン

ター 

外科医長 ２５ ○ 外科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

外科 大塩 博 仙台医療セン

ター 

外科医長 ２２ ○ 外科専門医 

消化器外科専門医 

臨床研修指導医講

習会受講 

030046014・030046015 ４ 
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外科 湯目 玄 仙台医療セン

ター 

外科医師 １６ ○ 外科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

外科 遠藤 文庫 仙台医療セン

ター 

外科医師 １７ ○ 外科専門医 

消化器外科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

外科 片桐 宗利 仙台医療セン

ター 

外科医師 １１ ○ 外科専門医、 

臨床研修指導医講習会受講  

030046014・030046015 ４ 

乳腺外科 渡邉 隆紀 仙台医療セン

ター 

乳腺外科医長 ３２ ○ 細胞診専門医 

乳腺専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

整形外科 小川 真司 仙台医療セン

ター 

整形外科医長 ２４ ○ 整形外科専門医 

脊椎脊髄病医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

整形外科 千葉 知規 仙台医療セン

ター 

整形外科医師 １７ ○ 臨床研修指導医講習会受講 

整形外科専門医 

030046014・030046015 ４ 

整形外科 齋藤 秀雄 仙台医療セン

ター 

整形外科医師 １８ ○ 臨床研修指導医講習会受講 

整形外科専門医 

030046014・030046015 ４ 

整形外科 大柳 琢 仙台医療セン

ター 

整形外科医師 １０ ○ 
臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

形成外科 鳥谷部 荘八 仙台医療セン

ター 

形成外科医長 ２４ ○ 
日本形成外科専門医、日本熱

傷学会専門医、日本手外科専

門医、臨床研修指導医講習会

受講 

030046014・030046015 ４ 

脳神経外

科 

上之原 広司 仙台医療セン

ター 

院長 ３７ ○ 脳神経外科専門医、救急科専

門医、脳卒中専門医、臨床研

修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

脳神経外

科 

鈴木 晋介 仙台医療セン

ター 

脳神経外科医

長 

３７ ○ 脳神経外科専門医 

救急科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 
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脳神経外

科 

江面 正幸 仙台医療セン

ター 

臨床研究部長 ３３ ○ 脳神経外科専門医、脳卒中専門

医、脳神経血管内治療専門医、

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

脳神経外

科 

井上  敬 仙台医療セン

ター 

脳神経外科医

長 

２６ ○ 脳神経外科専門医、身体障害

者指定医、脳卒中専門医、臨

床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

脳神経外

科 

遠藤 英徳 仙台医療セン

ター 

脳神経外科医

長 

１８ ○ 脳神経外科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

呼吸器外

科 

羽隅  透 仙台医療セン

ター 

呼吸器外科医

長 

２９ ○ 外科専門医、呼吸器外科専門

医、気管支鏡専門医、臨床研

修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

小児外科 吉田 茂彦 仙台医療セン

ター 

小児外科医長 ３４ ○ 外科専門医 

小児外科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

泌尿器科 齋藤 英郎 仙台医療セン

ター 

泌尿器科医長 ２６ ○ 泌尿器科専門医 

身体障害者指定医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

病理科 鈴木 博義 仙台医療セン

ター 

臨床検査科長 ３５ ○ 病理専門医、日本神経学会専

門医、臨床検査専門医、臨床

研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

病理科 櫻田 潤子 仙台医療セン

ター 

病理診断科医

師 

２０ ○ 病理専門医 

細胞診専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

眼科 野呂  充 仙台医療セン

ター 

眼科部長 ３５ ○ 眼科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

耳鼻咽喉科・

頭頸部外科 

舘田  勝 仙台医療セン

ター 

耳鼻咽喉科・頭

頸部外科医長 

２８ ○ 耳鼻咽喉科専門医 

頭頸部がん専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

耳鼻咽喉科・

頭頸部外科 

石田 英一 仙台医療セン

ター 

耳鼻咽喉科・頭

頸部外科医師 

１５ ○ 
耳鼻咽喉科専門医、 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

小児科 久間木 悟 仙台医療セン

ター 

総合成育部長 ３６ ○ 小児科専門医 

血液専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ２．４ 

小児科 千葉 洋夫 仙台医療セン

ター 

小児科医長 ２５ ○ 小児科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 
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小児科 大沼 良一 仙台医療セン

ター 

小児科医師 ２５ ○ 小児科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

小児科 渡邉 浩司 仙台医療セン

ター 

小児科医師 １６ ○ 小児科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

小児科 渡邉 庸平 仙台医療セン

ター 

小児科医師 １７ ○ 小児科専門医 

アレルギー専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

産婦人科 武山 陽一 仙台医療セン

ター 

産婦人科医長 ３１ ○ 産婦人科専門医 

臨床遺伝専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

産婦人科 新倉 仁 仙台医療セン

ター 

統括診療部長 ３１ ○ 細胞診専門医、 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

産婦人科 柏舘 直子 仙台医療セン

ター 

産婦人科医師 ２１ ○ 産婦人科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

産婦人科 石垣 展子 仙台医療セン

ター 

産婦人科医師 ２２ ○ 産婦人科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

産婦人科 松浦 類 仙台医療セン

ター 

産婦人科医師 ２１ ○ 産婦人科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

産婦人科 田邉 康次郎 仙台医療セン

ター 

産婦人科医師 １８ ○ 産婦人科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

救急科 山田 康雄 仙台医療セン

ター 

救命救急部長 ３２ ○ 外科指導医 

救急科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

救急科 櫻井 睦美 仙台医療セン

ター 

救命救急副セ

ンター長 

１９ ○ 救急科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

救急科 児玉 貴之 仙台医療セン

ター 

救急科医師 ８ ○ 臨床研修指導医養成講習会

受講 

030046014・030046015 ４ 

麻酔科 吾妻 俊弘 仙台医療セン

ター 

手術管理部長 ２６ ○ 麻酔科指導医・専門医、 

集中治療専門医、 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 
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麻酔科 渡辺 洋子 仙台医療セン

ター 

麻酔科医師 １４ ○ 麻酔科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

麻酔科 金谷 明浩 仙台医療セン

ター 

麻酔科医師 １１ ○ 麻酔科専門医、呼吸治療専門

医、集中治療専門医、 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

麻酔科 狩野 峻子 仙台医療セン

ター 

麻酔科医師 １０ ○ 
臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

麻酔科 吉田 亜古 仙台医療セン

ター 

麻酔科医師 ９ ○ 
臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

放射線科 佐藤 明弘 仙台医療セン

ター 

診療技術部長 ３２ ○ 放射線科専門医、放射線診断

専門医、IVR 専門医、臨床研

修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

放射線科 栗原 紀子 仙台医療セン

ター 

放射線科医長 ３１ ○ 放射線科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

放射線科 奈良崎 覚太朗 仙台医療セン

ター 

放射線科医師 １８ ○ 放射線科専門医 

放射線治療専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

放射線科 力丸 裕哉 仙台医療セン

ター 

放射線科医師 ２３ ○ 放射線科専門医、放射線診断

専門医、IVR 専門医、臨床研

修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

放射線科 加藤 裕美子 仙台医療セン

ター 

放射線科医師 ２３ ○ 放射線科専門医 

放射線診断専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

皮膚科 飯澤  理 仙台医療セン

ター 

総合感覚器科

部長 

３４ ○ 皮膚科専門医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

精神科 岡崎 伸郎 仙台医療セン

ター 

総合精神神経

科部長 

３３ ○ 精神科専門医 

精神保健指定医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

精神科 菊池  孝 仙台医療セン

ター 

精神科医長 ３２ ○ 精神科専門医 

精神保健指定医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

精神科 三輪 真也 仙台医療セン

ター 

精神科医師 ２５ ○ 精神科専門医 

精神保健指導医 

臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 
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精神科 齋藤 実奈子 仙台医療セン

ター 

精神科医師 １１ ○ 
臨床研修指導医講習会受講 

030046014・030046015 ４ 

地域 鈴木  栄 国立病院機構

いわき病院 

副院長 ３７ ○ 日本循環器学会専門医 

日本内科学会内科認定医 

030046014・030046015 ３，４ 

地域 尾田 宣仁 国立病院機構

いわき病院 

診療特別顧問 ４４ ○ 日本神経学会専門医 

日本脳神経外科学会専門医 

日本頭痛学会専門医 

030046014・030046015 ４ 

地域 関  晴朗 国立病院機構

いわき病院 

院長 ３８ × 日本神経学会専門医 

日本神経学会指導医 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医 

030046014・030046015  

地域 栁沢 俊郎 国立病院機構

いわき病院 

診療部長 ３８ × 
小児神経専門医 

030046014・030046015  

地域 會田 隆志 国立病院機構

いわき病院 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

医長 

２９ × 日本神経学会専門医 

日本神経学会指導医 

030046014・030046015  

地域 八木  深 国立病院機構

花巻病院 

院長 ３５ ○ 精神保健指定医 

精神科専門医 

030046014・030046015 ３．４ 

地域 中嶋 正人 国立病院機構

花巻病院 

司法精神部長 ３３ ○ 
精神保健指定医 

030046014・030046015 ４ 

地域 河上 真人 国立病院機構

花巻病院 

副院長 １６ ○ 精神保健指定医 

精神科専門医 

030046014・030046015 ４ 

地域 伊藤 文晃 国立病院機構

花巻病院 

第一診療部長 １７ ○ 精神科専門医、 

精神保健指定医 

030046014・030046015 ４ 

地域 永野 功 宮城病院 

 

院長 ３８ × 総合内科専門医 

神経内科専門医 

030046014・030046015  

地域 清野 仁 宮城病院 

 

内科医師 

(名誉院長) 

４７ ○ 
腎臓専門医 

030046014・030046015 ４ 

地域 久永 欣哉 宮城病院 

 

副院長 ３８ × 
神経内科専門医 

030046014・030046015 ３ 

地域 安藤 肇史 宮城病院 

 

特命副院長 ３２ ○ 
脳神経外科専門医 

030046014・030046015 ４ 
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地域 八卷 孝之 宮城病院 

 

外科部長 ２９ ○ 
外科専門医 

030046014・030046015  

地域 仁村 太郎 宮城病院 

 

脳神経外科 

部長 

２８ × 
脳神経外科専門医 

030046014・030046015  

地域 齋藤 佐 宮城病院 

 

研究検査科長 ３６ × 
神経内科専門医 

030046014・030046015  

地域 齊藤 秀行 宮城病院 

 

内科医長 ３８ × 
 

030046014・030046015  

地域 志澤 聡一郎 宮城病院 

 

内科医師 ２７ × 
 

030046014・030046015  

地域 松本 有史 宮城病院 

 

脳神経内科医

長 

２２ ○ 神経内科専門医 030046014・030046015  

地域 永松 謙一 宮城病院 

 

脳神経外科 

医長 

２４ ○ 脳神経外科専門医 030046014・030046015  

地域 小野 紘彦 宮城病院 

 

神経内科医師 １０ ×  030046014・030046015  

地域 堀川 雅浩 宮城病院 

 

小児科医師 ５３ × 呼吸器科専門医 

小児科専門医 

030046014・030046015  

地域 初貝 和明 

 

南三陸病院 院 長 ２７ ○ 東北大学指導医講習会受講 

宮城県臨床研修指導医講習 

030046014・030046015 ３．４ 

地域 西澤 匡史 

 

南三陸病院 副院長 ２３ ○ 
臨床研修指導医講習 

030046014・030046015 ４ 

地域 村上 泰介 栗原市立栗駒

病院 

院長 ２７ × 
外科専門医 

030046014・030046015 ３ 
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地域 奥山 吉也 栗原市立栗駒

病院 

副院長 ４０ × 
 

030046014・030046015  

地域 名久井 雅樹 栗原市立栗駒

病院 

診療部長 ２５ × 
外科認定医 

030046014・030046015  

地域 阿部 裕 栗原市立栗駒

病院 

医師 ３６ × 
外科専門医、産業医 

030046014・030046015  

地域 本郷 道夫 公立黒川病院 

 

管理者 ４６ × 日本内科学会認定医 日本消

化器病学会専門医 日本心療

内科学会心療内科専門医 日

本消化管学会胃腸科認定医 

日本病院総合診療医学会認定

病院総合医 

030046014・030046015  

地域 南家 俊介 公立黒川病院 

 

病院長代行 ２６ ×  030046014・030046015  

地域 横道 弘直 公立黒川病院 

 

地域医療セン

ター長 

３６ ×  030046014・030046015 ３ 

地域 角田 浩 公立黒川病院 

 

診療部長 ３４ × 日本医師会認定産業医 

精神保健指定医 

030046014・030046015  

地域 小池 加保兒 公立黒川病院 内科系部長 ４４ × 臨床修練指導医、日本外科学会

専門医・認定医、日本胸部外科

学会指導医・認定医、日本呼吸

器学会専門医・認定医・指導医 

日本呼吸器学会指導医・認定

医・日本呼吸器外科学会専門医 

030046014・030046015  

地域 松尾 英史 公立黒川病院 

 

健診室長 ２５ ○ 第8回JADECOM地域志向型指導

医講習会、日本医師会認定産業

医 

日本医師会認定産業医 

030046014・030046015 ４ 

地域 筒井 美穂 公立黒川病院 

 

内科医師 

 

２４ × 日本老年医学会専門医日本病

院総合診療医学会認定医日本

内科学会認定医 

030046014・030046015  

地域 武山 大輔 公立黒川病院 

 

外科科長 １７ ○ 
日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医、臨

床研修指導医養成講習修了 

030046014・030046015 ４ 

地域 松本 翔子 
公立黒川病院 

外科医師 １２ × 
 030046014・030046015  
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地域 大槻 修一 公立黒川病院 

 

副病院長 ３６ ○ 
日本外科学会専門医 日本消

化器外科学会認定医 日本透

析学会専門医 平成 21年度第

2 回特定非営利活動法人艮陵

協議会臨床研修指導医講習

会 

030046014・030046015 ４ 

地域 佐々木 直英 登米市立上沼

診療所 

所長 ２６ ○ 日本プライマリ・ケア連合学

会認定指導医 

030046014・030046015 ３．４ 

地域 

 

横井 克巳 涌谷町国民健

康保険病院 

病院長 ４４ ○ 
国診協・自治体病院協地域包

括医療・ケア認定医、日本医

師会認定産業医、宮城県認知

症サポート医 

030046014・030046015 ３．４ 

地域 江藤 雅彦 

涌谷町国民健

康保険病院 

内科部長 ３５ ○ 日本内科学会認定総合内科

専門医、国診協・自治体病院

協地域包括医療・ケア認定

医、日本消化器病学会認定消

化器病専門医、日本消化器内

視鏡学会認定消化器内視鏡

専門医 

030046014・030046015 ４ 

地域 渋谷 拓見 涌谷町国民健

康保険病院 

内科部長 ２２ ○ 日本外科学会認定外科認定

医、日本医師会認定産業医 

030046014・030046015 ４ 

地域 佐野 貴紀 涌谷町国民健

康保険病院 

内科医員 ８ × 
 

030046014・030046015  

地域 菅原 知広 栗原市立若柳

病院 

院長 ３６ × 
 

030046014・030046015 ３ 


