
（No.1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2022 年度開催回数 11 回） 

 病院施設番号：030184       大学病院の名称：東京慈恵会医科大学附属病院            

氏名 所属 役職 備考 

コジマ            ヒロミ 

東京慈恵会医科大学附属病院 院長 
研修管理委員長 

研修実施責任者 小 島 博 己 

ヨコオ            タカシ 

東京慈恵会医科大学附属病院 
臨床研修センター長 

腎臓・高血圧内科診療部長 

副研修管理委員長 

研修実施責任者 横 尾 隆 

ヤノ            シンゴ 

東京慈恵会医科大学附属病院 腫瘍・血液内科診療部長 研修実施責任者 
矢 野 真 吾 

シゲタ            マサヒロ 

東京慈恵会医科大学附属病院 精神神経科診療部長 研修実施責任者 
繁 田 雅 弘 

タケダ              サトシ 

東京慈恵会医科大学附属病院 救急部診療部長 研修実施責任者 
武 田 聡 

サムラ              オサム 

東京慈恵会医科大学附属病院 産婦人科副診療部長 産科医育成プログラム責任者 
佐 村 修 

オオキ              タカオ 

東京慈恵会医科大学附属病院 外科診療部長 研修実施責任者 
大 木 隆 生 

オオイシ             キミヒコ 

東京慈恵会医科大学附属病院 小児科診療部長 小児科医育成プログラム責任者 
大 石 公 彦 

ミオ              ヤスシ 

東京慈恵会医科大学附属病院 麻酔部診療部長 研修実施責任者 
三 尾 寧 

※ 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。 
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（No.2） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2022 年度開催回数 11 回） 

 

 病院施設番号：030184       大学病院の名称：東京慈恵会医科大学附属病院            

氏名 所属 役職 備考 

イシバシ      ヨシオ 

東京慈恵会医科大学 
臨床研修センター副センター長 

教育センター 

一般プログラム責任者 

基礎研究医プログラム責任者 石 橋 由 朗 

ジョウキ      タツヒロ 

東京慈恵会医科大学附属病院 
臨床研修センター副センター長 

総合診療部 
一般プログラム副責任者 

常 喜 達 裕 

オカザキ      フミコ 
東京慈恵会医科大学 教育センター 一般プログラム副責任者 

岡 崎 史 子 

セキ        マサヤス 
東京慈恵会医科大学附属病院 総合診療部 一般プログラム副責任者 

関 正 康 

ヤマデラ          ワタル 東京慈恵会医科大学 

葛飾医療センター 

葛飾医療センター 

精神神経科診療部長 
葛飾医療センター研修委員長 

山寺 亘 

ヒラモト      ジュン 東京慈恵会医科大学附属 

第三病院 

第三病院副院長 

総合診療部診療部長 
第三病院研修委員長 

平 本 淳 

ソシ        シゲル 東京慈恵会医科大学附属 

柏病院 

柏病院副院長 

整形外科診療部長 
柏病院研修委員長 

曽雌 茂 

カミムラ      ノリヒト 

上村医院 上村医院院長 研修実施責任者 
上 村 伯 人 

タマガミ      ジュンコ 

東京慈恵会医科大学附属病院 副院長・看護部長 副院長・看護師 
玉上 敦子 

ヨコヤマ            ヒデヒコ 

東京慈恵会医科大学附属病院 病院事務部長 事務員 
横 山 秀 彦 

 

 

 



（No.3） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2022 年度開催回数 11 回） 

 病院施設番号：030184       大学病院の名称：東京慈恵会医科大学附属病院            

氏名 所属 役職 備考 

ホシノ              ヨウジ 
学校法人慈恵大学 教員・医師人事室 課長 事務員 

星 野 洋 二 

ハシモト             ユウタ 東京慈恵会医科大学附属病院 

臨床研修センター 
主任 事務員 

橋 本 雄 太 

コイズミ            ヒトミ 東京慈恵会医科大学附属病院 

臨床研修センター 
 事務員 

小泉 瞳 

ｻﾄｳ       ﾌﾐﾔ 
野村病院 診療部部長/内科部門長 研修実施責任者 

佐藤 文哉 

サノ        ヒロナリ 

町立津南病院 副院長 研修実施責任者 
佐野 浩斎 

スズキ       ヨシユキ 

魚沼市立小出病院 研修センター長 研修実施責任者 
鈴木 善幸 

ヨシミネ      フミトシ 

県立十日町病院 院長 研修実施責任者 
吉嶺 文俊 

ナカマル      ツカサ 

守門診療所 診療所長 研修実施責任者 
仲丸 司 

カケイ       マサフミ 

南魚沼市民病院 南魚沼市民病院長 研修実施責任者 
加計 正文 

クロイワ      ガンジ 

浦佐萌気園診療所 理事長 研修実施責任者 
黒岩 巌志 

※ 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。 



（No.4） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2022 年度開催回数 11 回） 

 病院施設番号：030184       大学病院の名称：東京慈恵会医科大学附属病院            

氏名 所属 役職 備考 

イシイ       アツシ 

かしま病院 総合診療科 部長 研修実施責任者 
石井 敦 

ウエダ        ヨシミ 

東急病院 内科医長 研修実施責任者 
上田 仁美 

ナガオカ      ショウゴ 
三宅村国民健康保険直営中央診療所 所長 研修実施責任者 

長岡 正悟 

ハタ         アキヒロ 

豊島病院 院長 研修実施責任者 
畑  明宏 

オオセ       タカモト 

JCHO 東京新宿メディカルセンター 腎臓内科部長 研修実施責任者 
大瀨 貴元 

ﾊｾｶﾞﾜ      ﾀｶｼ 
厚木市立病院 

病院事業管理者（院長兼リハビリテーシ

ョン科部長事務取扱） 
研修実施責任者 

長谷川 節 

カサイ       ケンジ 

富士市立中央病院 副院長兼部長 研修実施責任者 
笠井 健司 

ワタナベ      タクヤ 

総合病院聖隷浜松病院 
院長補佐 

総合診療科部長・人材育成センター長 
研修実施責任者 

渡邊 卓哉 

ニカミ       トシキ 

西埼玉中央病院 教育研修部長 研修実施責任者 
二上 敏樹 

シオジリ      トシアキ 

国保旭中央病院 副院長 研修実施責任者 
塩尻 俊明 

※ 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。 



（No.5） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2022 年度開催回数 11 回） 

 病院施設番号：030184       大学病院の名称：東京慈恵会医科大学附属病院            

氏名 所属 役職 備考 

アオマツ      ムネヨシ 

佐久総合病院 部長 研修実施責任者 
青松 棟吉 

ヤマモト      リョウ 
佐久総合病院佐久医療センター 部長 研修実施責任者 

山本 亮 

ムロヒサ      トシミツ 

足利赤十字病院 院長 研修実施責任者 
室久  俊光 

キノシタ      マキコ 
医療法人 愛の会 光風園病院 副理事長 外部委員 

木下 牧子 

マツシマ      カズオ 

南魚沼市ゆきぐに大和病院 院長 研修実施責任者 
松嶋 一雄 

スズキ       カズオ 

新潟県立松代病院 院長 研修実施責任者 
鈴木 和夫 

サイトウ      ミチヤ 医療法人道斉会 みちや内科・胃

腸科 
理事長 研修実施責任者 

齋藤 道也 

ｷﾀﾆｼ     ﾌﾐﾅｵ 
トータルファミリーケア北西医院 院長 研修実施責任者 北西 史直 

※ 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。 

 

 

 

 



（No.6） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2022 年度開催回数 11 回） 

 病院施設番号：030184       大学病院の名称：東京慈恵会医科大学附属病院            

氏名 所属 役職 備考 

コンドウ      カズヒロ 

宮崎市立田野病院 院長 研修実施責任者 
近藤 千博 

ヨコヤマ      ケイタロウ 慈恵医大晴海トリトンクリニッ

ク 
所長 研修実施責任者 

横山 啓太郎 

ﾅﾝｺﾞｳ      ｴｲｼｭｳ 
社会福祉法人 聖母会 総合診療科部長 研修実施責任者 

南郷 栄秀 

※ 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。 


