
（No.1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2019 年度開催回数 9 回） 

  病院施設番号：030132       臨床研修病院の名称： 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院            

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ タナカ アキヒコ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

副院長（一般内科） 研修管理委員長・プログラム責任

者・研修実施責任者・指導医 姓 田中 名 彰彦 

フリガナ ハラダ ヨウジ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

院長 指導医 

姓 原田 名 容治 

フリガナ イシマル シン 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

特任顧問 医療安全責任者 

姓 石丸 名 新 

フリガナ ウチヤマ タカシ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

副院長（循環器内科） 指導医 

姓 内山  名 隆史 

フリガナ スミ テツオ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

副院長（消化器外科） 指導医 

姓 壽美 名 哲生 

フリガナ オカヨシ ヨウヘイ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

耳鼻咽喉科 部長 指導医 

姓 岡吉 名 洋平 

フリガナ キヅキ ヒロシ  医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

脳神経外科 部長 指導医 

姓 木附 名 宏 

フリガナ ハタケヤマ キヨシ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

ＩＣＵ・麻酔科 部長 指導医 

姓 畑山 名 聖 

フリガナ マツナガ タモツ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

小児科 部長 指導医 

姓 松永 名 保 

フリガナ ナカジマ エイジ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

呼吸器外科 部長 指導医 

姓 中嶋 名 英治 

※ 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：030132       臨床研修病院の名称： 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院            

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ミムロ アキヒロ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

消化器外科 部長 指導医 

姓 三室 名 晶弘 

フリガナ イトウ トシユキ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

整形外科 部長 指導医 

姓 伊藤 名 俊幸 

フリガナ シミズ トモカズ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

泌尿器科 総部長 指導医 

姓 清水 名 朋一 

フリガナ アガワ ツヨシ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

眼科 部長 指導医 

姓 阿川 名 毅 

フリガナ イシザキ タク 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

麻酔科 部長 指導医 

姓 石崎 名 卓 

フリガナ コバヤシ チカ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

緩和医療科 部長 指導医 

姓 小林  名 千佳 

フリガナ ヤマモト ケイ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

消化器内科 部長 指導医 

姓 山本 名 圭 

フリガナ マルヤマ ケンジ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

脳神経内科 部長 指導医 

姓 丸山 名 健二 

フリガナ ツボイ リョウジ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

皮膚科 部長 指導医 

姓 坪井 名 良治 

フリガナ イシバシ ヤスノリ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

病理診断科 副院長 指導医 

姓 石橋 名 康則 

※ 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：030132       臨床研修病院の名称： 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院            

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ オオシオ サダユキ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

救急科 部長 指導医 

姓 大塩 名 節幸 

フリガナ サノ ヨウ 医療法人社団東光会 戸田中央産

院 

院長 研修実施責任者・指導医 

姓 佐野 名 養 

フリガナ オキツ ヒロミ 医療法人高仁会 戸田病院 医長 研修実施責任者・指導医 

姓 興津 名 裕美 

フリガナ ナガオ タダシ 医療法人社団悠崇会 永尾醫院 院長 研修実施責任者・指導医 

姓 永尾 名 正 

フリガナ ツジカワ アキヒト 医療法人社団仁真会辻川ホーム

クリニック 

理事長 研修実施責任者・指導医 

姓 辻川 名 昭仁 

フリガナ ツチダ アキヒコ 東京医科大学病院 院長 外部委員 

姓 土田 名 明彦 

フリガナ イワセ ヒデオミ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

副事務長 事務部門責任者 

姓 岩瀬 名 秀臣 

フリガナ クラモチ レイコ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

看護部長  

姓 倉持 名 玲子 

フリガナ イシモリ マサト 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

薬剤科 係長  

姓 石森 名 雅人 

フリガナ オダ ナオタケ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

医療秘書課 係長  

姓 尾田 名 直健 

※ 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：030132       臨床研修病院の名称： 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院            

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ エンドウ アスカ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

医療秘書課 副主任  

姓 遠藤 名 あすか 

フリガナ カジ マサヒコ 医療法人社団時正会 佐々総合病

院 

医長 研修実施責任者・指導医 

姓 嘉治 名 真彦 

フリガナ スギウラ マコト 医療法人伊豆七海会 熱海所記念

病院 

名誉院長 研修実施責任者・指導医 

姓 杉浦 名 誠 

フリガナ イノ ジュン 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

腎臓内科 部長 指導医 

姓 井野 名 純 

フリガナ ヨコヤマ ヤスタカ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

心臓血管外科 部長 指導医 

姓 横山 名 泰孝 

フリガナ カネサカ ナオト 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

放射線科 治療部長 指導医 

姓 兼坂 名 直人 

フリガナ ツチダ ミユキ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

内視鏡支援室 主事  

姓 土田 名 美由紀 

フリガナ カラサワ ヨシエ 医療法人社団東光会 戸田中央総

合病院 

医療秘書課 副主任  

姓 唐澤 名 良英 

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 


