
（No.１） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和 ３ 年度開催回数 １２ 回） 

  病院施設番号：０３０２２１     臨床研修病院の名称：板橋中央総合病院              

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  カトウ  リョウタロウ 板橋中央総合病院 院長 指導医 

副プログラム責任者 姓 加藤 名 良太朗 

フリガナ  サイトウ  ヒロシ 板橋中央総合病院 主任部長 研修管理委員会委員会 

プログラム責任者 姓 齋藤 名 宏 

フリガナ  ニイヤマ アキラ 板橋中央総合病院 事務長  

姓 新山 名 輝 

フリガナ  ツカモト ユウスケ 板橋中央総合病院 院長補佐 指導医 

姓 塚本 雄介 

フリガナ  イシダ  トモヒコ 板橋中央総合病院 副院長 指導医 

姓 石田 友彦 

フリガナ  タカハシ ショウリ 板橋中央総合病院 副院長 指導医 

姓 高𣘺 昌里 

フリガナ  オオタ  ヒロシ 板橋中央総合病院 副院長 指導医 

姓 太田 洋 

フリガナ  トモダ  ヨシタカ 板橋中央総合病院 主任部長 指導医 

姓 友田 義孝 

フリガナ  スズキ  ジュンイチ 板橋中央総合病院 外科部長 指導医 

姓 鈴木 淳一 

フリガナ  ミウラ  ナオヒサ 板橋中央総合病院 脳神経外科部長 指導医 

姓 三浦 直久 

※ 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（令和 ３ 年度開催回数 １２ 回） 

  病院施設番号：０３０２２１     臨床研修病院の名称：板橋中央総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  カドマ  チエコ 板橋中央総合病院 整形外科医長 指導医 

姓 門摩 名 知恵子 

フリガナ  アオキ  イヅミ 板橋中央総合病院 消化器内科部長 指導医 

姓 青木 名 いづみ 

フリガナ  アワヤ  ユキカズ 板橋中央総合病院 呼吸器内科部長 指導医 

姓 粟屋 名 幸一 

フリガナ  ハヤシ  エイコ 板橋中央総合病院 病理診断部長 指導医 

姓 林 名 詠子 

フリガナ  アオキ  イヅミ 板橋中央総合病院 消化器内科部長 指導医 

姓 青木 名 いづみ 

フリガナ  カタギリ ミワコ 板橋中央総合病院 麻酔科部長 指導医 

姓 片桐 名 美和子 

フリガナ  ヨネザワ コウヘイ 板橋中央総合病院 救急科部長 指導医 

姓 米沢 名 光平 

フリガナ  ヤスモト ユウスケ 板橋中央総合病院 総合診療科  

姓 安本 名 有佑 

フリガナ  タケウチ ユミ 板橋中央総合病院 看護部長  

姓 竹内 名 由美 

    

  

※ 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（令和 ３ 年度開催回数 １２ 回） 

  病院施設番号：０３０２２１     臨床研修病院の名称：板橋中央総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  カタヤマ カズオ 春日部中央総合病院 部長 研修実施責任者 

姓 片山 名 一雄 

フリガナ  サカモト テツヤ 帝京大学医学部附属病院 教授 研修実施責任者 

姓 坂本 名 哲也 

フリガナ  ナカムラ ミツル 成増厚生病院 院長 研修実施責任者 

姓 中村 名 満 

フリガナ  ヤマナカ タロウ 横浜旭中央総合病院 院長 研修実施責任者 

姓 山中 名 太郎 

フリガナ  シオハラ キョウスケ 東戸塚記念病院 総括診療部長 研修実施責任者 

姓 塩原 名 恭介 

フリガナ  アベ   ヒロシ 新松戸中央総合病院  研修実施責任者 

姓 安部 名 宏 

フリガナ  ミネ   ヨシアキ 西八王子病院 院長 研修実施責任者 

姓 三根 名 芳明 

フリガナ  カネマル ミネオ 明理会中央総合病院 院長 研修実施責任者 

姓 金丸 名 峯雄 

フリガナ  タカヤマ タダテル 日本大学医学部附属板橋病院 部長 研修実施責任者 

姓 髙山 名 忠輝 

フリガナ  シンムラ ヒロアキ 常磐病院 院長 研修実施責任者 

姓 新村 名 浩明 

※ 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。 

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（令和 ３ 年度開催回数 １２ 回） 

  病院施設番号：０３０２２１     臨床研修病院の名称：板橋中央総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  ヤマダ  カンジ 板橋ロイヤルケアセンター 施設長 研修実施責任者 

姓 山田 名 寛次 

フリガナ  サカキバラ マサヨシ イムス葛飾ハートセンター 院長 研修実施責任者 

姓 榊原 名 雅義 

フリガナ  スズキ  ヨシタカ イムス富士見総合病院 院長 研修実施責任者 

姓 鈴木 名 義隆 

フリガナ  エンドウ ムネモト イムス板橋リハビリテーション

病院 

部長 研修実施責任者 

姓 遠藤 名 宗幹 

フリガナ  モリモト マサフミ 横浜新都市脳神経外科病院 院長 研修実施責任者 

姓 森本 名 将史 

フリガナ  ヤマモト カズタカ 山本整形外科・循環器科 医院長 研修実施責任者 

姓 山本 名 一貴 

フリガナ  スギウラ マコト 熱海所記念病院 名誉院長 研修実施責任者 

姓 杉浦 名 誠 

フリガナ  タワ   ヨシユキ イムス三芳総合病院 院長 研修実施責任者 

姓 田和 名 良行 

フリガナ  シトミ  コウゾウ いわき泌尿器科 院長 研修実施責任者 

姓 蔀 名 幸三 

    

  

※ 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 


