
（No.１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

 

 

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） 

消化器内

科 
馬場 弘道 長浜赤十字病院 

第一消化器

内科部長 
22年 ○ 

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 

日本内科学会認定内科医 

第２回滋賀県病院協会臨床研修

指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

消化器内

科 
大﨑 理英 長浜赤十字病院 

第二消化器

内科部長 
16年 ○ 

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 

第１０回滋賀医科大学医師臨床

研修指導医講習会 

０３０４６７１０２ ４ 

消化器内

科 
酒井 滋企 長浜赤十字病院 

消化器内科

部医長 
11年 ○ 

日本内科学会認定内科医 

日本消化器病学会専門医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

第３１回京都大学医学部附属病

院臨床研修指導医のためのワー

クショップ受講 

０３０４６７１０２ ４ 

循環器内

科 
上野 義記 長浜赤十字病院 

循環器内科

部長 
27年 ○ 

日本循環器学会専門医 

日本内科学会認定内科医 

日本内科学会総合内科専門医 

第７回日本赤十字社臨床研修指

導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

循環器内

科 
道智 賢市 長浜赤十字病院 

健 診 部 長

（兼）循環器

内科部副部

長 

16年 ○ 

日本循環器学会専門医 

日本内科学会認定内科医 

第９回滋賀医科大学医師臨床研

修指導医講習会 

０３０４６７１０２ ４ 

循環器内

科 
髙橋 宏明 長浜赤十字病院 

循環器内科

部医長 
9年 × 日本内科学科認定内科医 ０３０４６７１０２  

別紙４ 



（No.２） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

 

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） 

糖尿病・内

分泌内科 
江川 克哉 長浜赤十字病院 

副院長（兼）糖

尿病・内分泌内

科部長 

33年 ○ 

日本糖尿病学会専門医・指

導医 

日本内科学会認定内科医 

第３回滋賀医科大学医師臨

床研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

糖尿病・内

分泌内科 
児玉 憲一 長浜赤十字病院 

検査部長（兼）

糖尿病・内分泌

内科部副部長 

23年 ○ 

日本糖尿病学会専門医・指

導医日本内科学会総合内科

専門医 

第３回滋賀医科大学医師臨

床研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

神経内科 平居 昭紀 長浜赤十字病院 神経内科部長 27年 ○ 

日本神経学会神経内科専門

医・指導医 

日本内科学会認定内科医・

指導医・総合内科専門医 

平成１７年度滋賀医科大学

医師臨床研修指導医講習会

受講 

０３０４６７１０２ ４ 

救急科 中村 誠昌 長浜赤十字病院 

救 急 科 部 長

（兼）医療社会

事業部長 

27年 ○ 

日本外科学会認定医・専門

医・指導医 

日本消化器外科学会専門医

・指導医 

第１回滋賀県病院協会臨床

研修指導医講習会受講 

プログラム責任者養成講習

会受講 

０３０４６７１０２ １，４ 

救急科 白川 努 長浜赤十字病院 

第一整形外科

部副部長（兼）

救急科部副部

長 

16年 ○ 

日本救急医学会救急科専門

医 

第２１回日本赤十字社臨床

研修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

別紙４ 



（No.３） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

 
 
 
 
 
 
 
 

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 

４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

外科 塩見 尚礼 長浜赤十字病院 
副院長（兼）第

一外科部長 
29年 ○ 

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 

平成１７年度滋賀医科大学

医師臨床研修指導医講習会

受講 

０３０４６７１０２ ３，４ 

外科 谷口 正展 長浜赤十字病院 

第三外科部長

（兼）腎・透析

センター長 

23年 ○ 

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 

第７回滋賀医科大学医師臨

床研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

外科 丹後 泰久 長浜赤十字病院 第四外科部長 25年 ○ 

日本外科学会外科専門医・

認定医 

日本消化器外科学会専門医 

第７回九州ブロック医師臨床

研修指導医養成ワークショッ

プ受講 

０３０４６７１０２ ４ 

外科 中村 一郎 長浜赤十字病院 

医療技術部長

（兼）第一外科

部副部長 

26年 ○ 

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６回滋賀医科大学医師臨

床研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

別紙４ 



 
 
 

（No.４） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 

４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

外科 長門 優 長浜赤十字病院 
集中治療科部

長 
22年 ○ 

日本外科学会認定医・専門

医・指導医 

日本消化器外科学会専門医 

第２２回日本赤十字社臨床

研修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

外科 張 弘富 長浜赤十字病院 
第二外科部副

部長 
26年 ○ 

第３回滋賀医科大学医師臨

床研修指導医講習会受講 
０３０４６７１０２ ４ 

外科 東口 貴之 長浜赤十字病院 
第一外科部副

部長 
15年 ○ 

日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会専門医 

第２３回日本赤十字社臨床

研修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

脳神経外

科 
樋口 一志 長浜赤十字病院 

脳神経外科部

長 
23年 ○ 

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 

第１９回日本赤十字社臨床

研修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

整形外科 髙橋 健志郎 長浜赤十字病院 
第二整形外科

部長 
38年 ○ 

日本整形外科学会専門医 

日本リウマチ学会リウマチ専

門医・認定医 

日本医師会「指導医のため

の教育ワークショップ」（滋賀

県医師会主催）受講 平成２

１年１月１２日 

０３０４６７１０２ ４ 

整形外科 永原 亮一 長浜赤十字病院 
第一整形外科

部長 
25年 ○ 

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 

第１８回日本赤十字社臨床

研修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

別紙４ 



（No.５） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

 

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） 

整形外科 石川 正洋 長浜赤十字病院 
第二外科部副

部長 
20年 ○ 

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 

第２９回京都大学医学部附

属病院臨床研修指導医のた

めのワークショップ 

０３０４６７１０２ ４ 

泌尿器科 原田 吉将 長浜赤十字病院 泌尿器科部長 35年 ○ 

日本泌尿器科学会専門医・

専門医 

日本透析医学会専門医 

第９回日本赤十字社臨床研

修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

泌尿器科 前田 航規 長浜赤十字病院 
泌尿器科部医

師 
8年 ○ 

日本泌尿器科学会専門医 

第８回滋賀県病院協会臨床

研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

形成外科 河合 勝也 長浜赤十字病院 
第一整形外科

部長 
32年 ○ 

日本形成外科学会皮膚腫瘍

外科指導専門医 

日本創傷外科学会専門医 

平成２１年度第１回京都大学

医学部附属病院医師臨床研

修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

形成外科 増田 鋼治 長浜赤十字病院 
形成外科部副

部長 
17年 ○ 

日本オンコプラステックサー

ジャーリー学会・ 

乳房再建用エキスパンダー・

インプラント実施施設 

代表責任医師 

第２０回日本赤十字社臨床

研修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

形成外科 永森 圭 長浜赤十字病院 
形成外科部医

長 
11年 × 

日本専門医機構認定形成外

科専門医 
０３０４６７１０２  

別紙４ 



 

（No.６） 

 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

 

 

 

 

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） 

産婦人科 中島 正敬 長浜赤十字病院 
産科部長（兼）

婦人科部長 
26年 ○ 

日本産科婦人科学会専門医

・指導医 

周産期（母体・胎児）専門医 

第４回滋賀医科大学医師臨

床研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

産婦人科 奈倉 道和 長浜赤十字病院 産科部副部長 24年 ○ 

日本産科婦人科学会専門医

・指導医 

日本がん治療認定医機構が

ん治療認定医 

VHJ 機構指導医養成講座受

講（平成２６年１０月１２日） 

０３０４６７１０２ ４ 

小児科 成宮 正朗 長浜赤十字病院 小児科部長 33年 ○ 

日本小児科学会小児科専門

医・指導医 

日本アレルギー学会専門医 

第４回滋賀医科大学医師臨

床研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

小児科 山本 正仁 長浜赤十字病院 

第一整形外科

部副部長（兼）

救急科部副部

長 

18年 ○ 

日本小児科学会小児科専門

医・指導医 

日本周産期・新生児医学会

周産期専門医（新生児） 

第１５回日本赤十字社臨床

研修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

別紙４ 

 



 

（No.７） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

 
 
 
 
 

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） 

小児科 小豆澤 敬幸 長浜赤十字病院 
新生児科部副

部長 
13年 ○ 

日本小児科学会小児科専門

医 

日本周産期・新生児医学会

周産期専門医（新生児） 

第２１回小児科医のための臨

床研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

小児科 清水 恭代 長浜赤十字病院 
小児科部副部

長 
17年 × 

日本小児科学会小児科専門

医・指導医 
０３０４６７１０２  

小児科 安齋 祐子 長浜赤十字病院 
小児科部副部

長 
19年 × 

日本小児科学会小児科専門

医・指導医 
０３０４６７１０２  

小児科 髙橋 俊恵 長浜赤十字病院 小児科部医師 13年 × 
日本小児科学会小児科専門

医 
０３０４６７１０２  

耳鼻咽喉

科  
菊岡 弘高 長浜赤十字病院 

耳鼻咽喉科部

副部長 
11年 ○ 

日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽

喉科専門医 

日本耳鼻咽喉科学会補聴器

相談医 

第２９回日本赤十字社臨床

研修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

皮膚科 川端 紀子 長浜赤十字病院 皮膚科部長 17年 ○ 

日本皮膚科学会皮膚科専門

医 

第５回滋賀県病院協会臨床

研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

 

別紙４ 



 

（No.８） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

 

 

 

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） 

精神科 中村 英樹 長浜赤十字病院 精神科部長  22年    ○ 

日本精神神経学会専門医・

指導医 

精神保健指定医 

第６回日本赤十字社臨床研

修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

精神科 金井 裕彦 長浜赤十字病院 神経科部長 31年    ○ 

日本精神神経学会専門医・

指導医 

精神保健指定医 

第３回滋賀医科大学医師臨

床研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

精神科 沖野 剛志 長浜赤十字病院 
小児精神科部

長 
18年 ○ 

日本精神神経学会専門医・

指導医 

精神保健指定医 

第１１回日本赤十字社臨床

研修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

精神科 藤村 俊雅 長浜赤十字病院 
神経科部副部

長 
17年 ○ 

日本精神神経学会専門医・

指導医 

精神保健指定医 

第７回滋賀県病院協会臨床

研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

放射線科 楠井 隆 長浜赤十字病院 
院長（兼）放射

線科部長 
36年 ○ 

日本医学放射線学会放射線

診断専門医 

日本プライマリ・ケア連合学

会認定指導医 

第５回日本赤十字社臨床研

修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

別紙４ 



 

（No.９） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

 

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） 

放射線科 北川 あかね 長浜赤十字病院 
放射線科部副

部長 
30年 ○ 

日本医学放射線学会放射線

診断専門医 

日本医学放射線学会研修指

導者 

第８回滋賀医科大学医師臨

床研修指導医講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

放射線科 嶋田 功太郎 長浜赤十字病院 
放射線科部副

部長 
19年 ○ 

日本医学放射線学会放射線

診断専門医 

日本核医学会 PET核医学認

定医 

第１７回京都大学医学部附

属病院臨床研修指導医のた

めのワークショップ受講 

０３０４６７１０２ ４ 

放射線科 太田 幸男 長浜赤十字病院 
放射線科部副

部長 
28年 × 

日本医学放射線学会放射線

診断専門医 
０３０４６７１０２  

麻酔科 河端 恭代 長浜赤十字病院 麻酔科部長 27年 ○ 

日本麻酔科学会専門医・指

導医 

日本ペインクリニック学会専

門医 

第１０回滋賀医科大学医師

臨床研修指導医養成講習会

受講 

０３０４６７１０２ ４ 

麻酔科 藤井 雅士 長浜赤十字病院 
耳鼻咽喉科部

副部長 
14年 ○ 

日本麻酔科学会専門医・指

導医 

日本ペインクリニック学会専

門医 

平成２７年度近畿グループ臨

床研修指導医養成講習会 

０３０４６７１０２ ４ 

別紙４ 



 

（No.１０） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経験

年数 

指導医講習

会等の受講

経験 

有：○ 

無：× 

資格等 プログラム番号 

備考 

１ プログラム責任者 
２ 副プログラム責任者 
３ 研修実施責任者 

４ 臨床研修指導医 
 （指導医） 

麻酔科 西前 博司 長浜赤十字病院 
麻酔科部副部

長 
32年 ○ 

麻酔科標榜医 

第８回日本赤十字社臨床研

修指導医養成講習会受講 

０３０４６７１０２ ４ 

病理部 行岡 直哉 長浜赤十字病院 病理部長 35年 × 
日本病理学会専門医 

日本臨床細胞学会専門医 

日本臨床検査医学会管理医 

０３０４６７１０２  

地域医療 嶋村 清志 

湖北地域健康福祉

事務所（長浜保健

所） 

所長 29年 ○ 
「地域保健・医療」研修指導

者開発ワークショップ（平成１

５年１１月２９日） 

０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 花戸 貴司 
東近江市永源寺診

療所 
所長 25年 ○ 

平成２８年度第２回特任指導

医講習会（日本医師会）２０１

６年７月２３～２４日 

０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 木田 直也 
東近江市永源寺診

療所 
副所長 13年 ○ 

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 

第 124 回臨床研修指導医講

習会（平成 27年度） 

０３０４６７１０２ ４ 

地域医療 雨森 正記 
医療法人社団 ﾕｹﾞ

ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 
理事長 35年 ○ 

日本医師会「指導医のため

のワークショップ」平成16年5

月 23日 

０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 畑野 秀樹 
地域包括ケアセン

ターいぶき 
センター長 31年 ○ 

滋賀県医師会・京都府医師

会指導医のためのワークショ

ップ受講 

０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 臼井 恒仁 
地域包括ケアセン

ターいぶき 
医局長 17年 ○ 

JADECOM ゆいまーるプロジ

ェクト指導医講習会 

一般社団法人日本プライマリ

ーケア連合会認定指導医 

０３０４６７１０２ ４ 

別紙４ 



 

 

（No.１１） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３０４６７      臨床研修病院の名称：長浜赤十字病院      

 

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） 

地域医療 雨森 正洋 
医療法人社団 

雨森医院 
理事長 36年 ○ 

第２回日本医師会指導医講

習会受講 
０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 上田 祐樹 
にしあざい 

診療所 
所長 18年 ○ 

指導医のための教育ワーク

ショップ受講 
０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 木村 佳弘 
にしあざい 

診療所 
医師 21年 ○ 

地域志向型指導医講習会修

了（平成２４年２月１２日） 
０３０４６７１０２ ４ 

地域医療 七里 源正 
医療法人社団 

源内クリニック 
理事長 37年 ○ 

日本病理学会専門医 

日本臨床細胞学会専門医 

日本臨床検査医学会管理医 

０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 松井 善典 浅井東診療所 所長 15年 ○ 
日本専門医機構第１回特任

指導医講習会（２０１６年７

月） 

０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 宮地 純一郎 浅井東診療所 副所長 15年 ○ 
一般社団法人日本プライマリ

ーケア連合会認定指導医 
０３０４６７１０２ ４ 

地域医療 奥田 哲也 
医療法人 

おくだ医院 
理事長 36年 ○ 

第１回滋賀県病院協会臨床

研修指導医講習会受講 
０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 橋本 修 
医療法人 

橋本医院 
理事長 47年 ○ 指導医講習会受講 ０３０４６７１０２ ３，４ 

地域医療 布施 隆治 
医療法人 

布施クリニック 
理事長 41年 ○ 

第３回滋賀県医師会指導医

のための教育ワークショップ

受講 

０３０４６７１０２ ３，４ 

別紙４ 



※ 「担当分野」欄には、様式８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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。 
※ 「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号を記入すること（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号を取得していない場合には研修ﾌﾟﾛｸﾞ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） 

地域医療 中村 泰之 

米原市地域包括医

療福祉センター近

江診療所 

所長 26年 ○ 
第４回 JADECOM 指導医講

習会受講 
０３０４６７１０２ ３，４ 


