
（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 3回） 

  病院施設番号：030162       臨床研修病院の名称： 医療法人財団東京勤労者医療会   東葛病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ハマスナ  カズミツ 東葛病院 副院長、診療部長、外科科長 研修管理委員長 

臨床研修指導医 姓 濵砂 名 一光 

フリガナ ツチヤ  ヨシキ 東葛病院 腎センター長 

初期研修委員長 

研修プログラム責任者 

研修管理委員 臨床研修指導医 姓 土谷 名 良樹 

フリガナ シモ マサムネ 東葛病院 理事長 臨床研修指導医 

病理医 姓 下 名 正宗 

フリガナ イノウエ  ヒトシ 東葛病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 井上 名 均 

フリガナ  キタムラ エリ  東葛病院 副院長 

リハビリテーション科部長 

臨床研修指導医 

姓 北村 名 依理 

フリガナ タカハシ ケンスケ 東葛病院 救急科医長 臨床研修指導医 

姓 高橋 名 賢亮 

フリガナ ナガオ  タケヒロ 東葛病院 神経内科科長 臨床研修指導医 

姓 長尾 名 栄広 

フリガナ ツカハラ マサユキ 東葛病院 小児科科長 臨床研修指導医 

姓 塚原 名 正之 

フリガナ ネモト  レイコ 東葛病院 産婦人科科長 臨床研修指導医 

姓 根本 名 玲子 

フリガナ オザワ  マサシ 東葛病院 泌尿器科科長 臨床研修指導医 

姓 小澤 名 雅史 

※ 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（平成 31年度開催回数 3回） 

  病院施設番号：030162       臨床研修病院の名称： 医療法人財団東京勤労者医療会   東葛病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ オオヤ アキラ 東葛病院 副院長 

精神科科長 

臨床研修指導医 

姓 大谷 明 

フリガナ キタムラ ジロウ 東葛病院 周術期センター医長 

麻酔科部長 

臨床研修指導医 

姓 北村 治郎 

フリガナ  カキモト  トシハル 東葛病院 副院長 

内科部長 

臨床研修指導医 

姓 柿本 名 年春 

フリガナ  オカベ トシヒコ 東葛病院 副院長 臨床研修指導医 

姓 岡部 名 敏彦 

フリガナ  ウルノ リョウタ 東葛病院 事務長 事務部門責任者 

姓 宇留野 名 良太 

フリガナ カガワ  ユタカ 東葛病院 リハ部長 リハ部門責任者 

姓 加川 名 豊 

フリガナ アベ ジュンイチ 東葛病院 診療技術部長 ＭＥ課責任者 

姓 阿部 名 純一 

フリガナ ヤナギダ ツキミ 東葛病院 医療福祉相談課部長 サポートセンター副責任者 

姓 柳田 名 月美 

フリガナ イガラシ キヨミ 東葛病院 副総看護師長 入退院支援課責任者 

姓 五十嵐 名 きよみ 

フリガナ コンドウ リエ 東葛病院  臨床研修指導医 

姓 近藤 名 理恵 

※ 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.3） 

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 3回） 

  病院施設番号：030162       臨床研修病院の名称： 医療法人財団東京勤労者医療会   東葛病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ミズグチ カオリ 東葛病院 総看護師長 研修に係る管理看護師 

姓 水口 名 かおり 

フリガナ キクチ  トモミ  東葛病院 薬剤部長 研修に係る管理医療技術者 

姓 菊地 名 知美 

フリガナ フジイ  モトヒロ 東葛病院 医師部事務局長 事務部門責任者 

姓 藤井 名 基博 

フリガナ イトウ ユウスケ 東葛病院 初期研修医 研修医代表 

姓 伊藤 名 裕介 

フリガナ ツキタ ヒカル 東葛病院 初期研修医 研修医代表 

姓 月田 名 光 

フリガナ ナカムラ キリコ 東葛病院 初期研修医 研修医代表 

姓 中村 名 綺梨子 

フリガナ マエジマ タクヤ 東葛病院 初期研修医 研修医代表 

姓 前島 名 拓矢 

フリガナ カワベ ヒロマサ 代々木病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 河邊 名 博正 

フリガナ ヤバナ  タカフミ みさと協立病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 矢花 名 孝文 

フリガナ イマイズミ タカオ 王子生協病院 診療部長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 今泉  名 貴雄 

※ 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.4） 

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 3回） 

  病院施設番号：030162       臨床研修病院の名称： 医療法人財団東京勤労者医療会   東葛病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヤマダ ヒデキ 立川相互病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 山田 名 秀樹 

フリガナ シノダ  イタル 小豆沢病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 篠田 名 格 

フリガナ ヤマザキ ヒロキ 東京健生病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 山崎 名 広樹 

フリガナ サイトウ  フミヒロ 大泉生協病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 齋藤 名 文洋 

フリガナ タムラ ナオシ 大田病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 田村 名 直 

フリガナ ヤマモト エイジ 中野共立病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 山本 名 英司 

フリガナ カガミ  リホ 城南病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 加賀美 名 理帆 

フリガナ マスダ ツヨシ 埼玉協同病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 増田 名 剛 

フリガナ イチオカ マサヒコ 豊島病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 市岡 名 正彦 

フリガナ フジイ  マサミ 芝診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 藤井 名 正實 

※ 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.5） 

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 3回） 

  病院施設番号：030162       臨床研修病院の名称： 医療法人財団東京勤労者医療会   東葛病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ カワベ  アズサ 城南病院附属クリニック 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 川辺 名 あずさ 

フリガナ ウメツ  ヒトシ おおくぼ戸山診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 梅津 名 仁 

フリガナ タケイ   ダイ 宇都宮協立診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 武井 名 大 

フリガナ サカエバラ  トモフミ 新松戸診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 栄原 名 智文 

フリガナ イマガワ アツコ あびこ診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 今川 名 篤子 

フリガナ オオノ ギイチロウ 野田南部診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 大野 名 義一朗 

フリガナ イシカワ トオル 小豆沢病院附属本蓮沼診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 石川 名 徹 

フリガナ サトウ エイザブロウ 練馬第一診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 佐藤 名 栄三郎 

フリガナ  ヤマグチ トシカズ 東葛病院付属流山セントラルパ

ーク駅前診療所 

所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 山口 名 俊和 

フリガナ ヒラヤマ  ヨウコ 鹿浜診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 平山 名 陽子 

※ 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.6） 

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 3回） 

  病院施設番号：030162       臨床研修病院の名称： 医療法人財団東京勤労者医療会   東葛病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ スズキ  タカシ 南流山整形外科 院長 

流山市医師会会長 

地域医師会代表 

姓 鈴木 名 隆 

フリガナ ワタナベ  タカオ 東葛健康友の会 会長 患者代表 

姓 渡部 名 隆夫 

フリガナ カジオ  フサエ 中野共立病院附属中野共立診療

所 

所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 梶尾 名 房枝 

フリガナ トクラ  ナオミ 東葛病院付属診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 戸倉 名 直実 

フリガナ タカツ  ツカサ 農大通り診療所 所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 高津 名 司 

フリガナ ホンマ  アキラ 東葛病院 医長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 本間 姓 章 

フリガナ オカムラ  ヒロシ みさと健和病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 岡村 名 博 

フリガナ イシカワ  シンスケ 柳原病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 石川 名 晋介 

    

  

    

  

※ 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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