
（No. 1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（平成 31 年度開催回数 2回） 

  病院施設番号：   030899   臨床研修病院の名称： 大和高田市立病院        

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ナカガワ ヨシノリ 大和高田市立病院 副院長 研修管理委員長 

プログラム責任者、指導医 姓  仲川 名  嘉紀 

フリガナ キクチ アツシ 医療法人向聖台会 當麻病院 院長 研修実施責任者 

指導医 姓  菊池 名  厚 

フリガナ ウメモト ノリエ 大和高田市国民健康保険天満診

療所 

大和高田市国民健康保険天満診

療所 所長 

研修実施責任者 

指導医 姓  梅本 名  典江 

フリガナ イシマル ヒロヤス 公益財団法人 天理よろづ相談

所病院 

総合診療教育部副部長 救急診

療部部長 

研修実施責任者 

指導医 姓  石丸 名  裕康 

フリガナ アサクラ ケンタロウ 社会医療法人健生会 大福診療

所 

社会医療法人健生会 大福診療

所所長 

研修実施責任者 

指導医 姓  朝倉 名  健太郎 

フリガナ タカノ ヨシコ 大和高田市立保健センター 所長 研修実施責任者 

 姓  高野 名  由子 

フリガナ アカイ ヤスヒロ 奈良県立医科大学附属病院 臨床研修センター長 研修実施責任者 

指導医 姓  赤井 名  靖宏 

フリガナ オカジマ カオル 近畿大学医学部奈良病院 副病院長 研修実施責任者 

指導医 姓  岡嶋 名  馨 

フリガナ オカムラ リュウジ 大和高田市立病院 院長 病院の管理者 

指導医 姓  岡村 名  隆仁 

フリガナ スミヨシ ナオヒデ 大和高田市立病院 麻酔科部長 指導医 

姓  住吉 名  直秀 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委

員長、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」欄にその旨を記入すること。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。 

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（平成   年度開催回数  回） 

  病院施設番号：        臨床研修病院の名称：                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ホリエ キヨシゲ 大和高田市立病院 産婦人科部長 指導医 

姓  堀江 名  清繁 

フリガナ タナカ サナエ 大和高田市立病院 看護局長  

姓  田中 名  早苗 

フリガナ カワムラ シンジ 大和高田市立病院 技術局長  

姓  川村 名  伸治 

フリガナ ヤスカワ マサキヨ 大和高田市立病院 事務局長 事務部門責任者 

姓  安川 名  雅清 

フリガナ カワグチ チハル 大和高田市立病院 副院長 指導医 

姓  川口 名  千晴 

フリガナ キクチ カオル 医療法人向聖台会 當麻病院 情報室長  

姓  菊池 名  薫 

フリガナ ヤマシタ ケイゾウ 大和高田市立病院 教育研修センター長 指導医 

姓  山下 名  慶三 

フリガナ タカヘイ カズオ 大和高田市立病院 消化器内科部長 指導医 

姓  髙幤 名  和郎 

フリガナ ウエシマ カズヒロ 大和高田市立病院 循環器・腎臓内科部長 指導医 

姓  上嶋 名  運啓 

フリガナ サトウ ヒロミ 大和高田市立保健センター 大和高田市保健部長 

 

 

姓  佐藤 名  博美 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委

員長、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」欄にその旨を記入すること。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。 

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（平成   年度開催回数  回） 

  病院施設番号：        臨床研修病院の名称：                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ サカグチ モリヒコ 大和高田市立病院 地区医師会会員 外部委員 

医師 姓  坂口 名  守彦 

フリガナ コヤマ シンジ 大和高田市立病院 耳鼻咽喉科部長 指導医 

姓  小山 名  真司 

フリガナ ニシカワ ミツコ 大和高田市立病院 皮膚科医長 指導医 

姓  西川 名  美都子 

フリガナ ササオカ ムネチカ 大和高田市立病院 消化器内科医長 指導医 

姓  笹岡 名  宗史 

フリガナ モリシタ トオル 大和高田市立病院 副院長 指導医 

姓  森下 名  亨 

フリガナ ハマト ノリユキ 大和高田市立病院 消化器内科部長 指導医 

姓  濱戸 名  教行 

フリガナ ノグチ タケトシ 大和高田市立病院 産婦人科部長 指導医 

姓  野口 名  武俊 

フリガナ ヨコカワ マサキ 大和高田市立病院 放射線治療科部長 指導医 

姓  横川 名  正樹 

フリガナ ナカツジ マサト 大和高田市立病院 消化器内科部長 指導医 

姓  中辻 名  正人 

フリガナ ヤマダ タカツグ 大和高田市立病院 消化器外科部長 指導医 

姓  山田 名  高嗣 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委

員長、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」欄にその旨を記入すること。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。 

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（平成   年度開催回数  回） 

  病院施設番号：        臨床研修病院の名称：                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ マツウラ トモヒロ 大和高田市立病院 放射線治療科副医長 指導医 

姓  松浦 名  知弘 

フリガナ ツツミ マサヒロ 大和高田市立病院 非常勤医師 指導医 

姓  堤 名  雅弘 

フリガナ ヨシカワ モトキヨ 大和高田市立病院 泌尿器科医長 指導医 

姓  吉川 名  元清 

フリガナ イノウエ ナオヤ 大和高田市立病院 臨床検査科部長 指導医 

姓  井上 名  直也 

フリガナ キタ カズヤ 医療法人 やわらぎ会 

やわらぎクリニック 

院長 研修実施責任者 

姓  北 名  和也 

フリガナ ヒライ モトハル 医療法人 鴻池会 

秋津鴻池病院 

院長 研修実施責任者 

指導医 姓  平井 名  基陽   

フリガナ     

姓   名   

フリガナ     

姓   名   

フリガナ    

姓 名 

フリガナ    

姓 名 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委

員長、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」欄にその旨を記入すること。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。 

別紙１ 


