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６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2021年度開催回数 1回） 

  病院施設番号： 031443     臨床研修病院の名称： 国際医療福祉大学三田病院     

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヤマダ ヨシツグ 国際医療福祉大学三田病院 

麻酔科 

病院長 研修管理委員 

病院の管理者 姓  山田 名 芳嗣 

フリガナ サトウ アツヒサ 国際医療福祉大学三田病院 

腎臓・高血圧内科 

副院長、内科部長 研修管理委員長 

プログラム責任者、指導医 姓  佐藤 名 敦久 

フリガナ  ナカシマ タケシ 国際医療福祉大学三田病院 事務部 局長 研修管理委員 

事務責任者 姓  中島 名 剛 

フリガナ モチヅキ タイチ 国際医療福祉大学三田病院 

呼吸器内科 

呼吸器内科部長 研修管理委員 

指導医 姓  望月 名 太一 

フリガナ ニトリ ノブヒロ 国際医療福祉大学三田病院 

消化器外科 

消化器外科 研修管理委員 

指導医 姓  似鳥 名 修弘 

フリガナ トンショ マコト 国際医療福祉大学三田病院 

移植外科 

移植外科 研修管理委員 

指導医 姓  頓所 名 展 

フリガナ フルタテ サキコ 国際医療福祉大学三田病院 

耳鼻咽喉科 

耳鼻咽喉科 研修管理委員 

姓  古舘  名 佐起子 

フリガナ アイダ シンスケ 国際医療福祉大学三田病院 

病理部 

病理部 研修管理委員 

指導医 姓  相田 名 真介 

フリガナ ワタナベ チカコ 国際医療福祉大学三田病院 

消化器内科 

消化器内科 研修管理委員 

指導医 姓  渡辺  名 知佳子 

フリガナ タニグチ  ヒロヒサ 国際医療福祉大学三田病院 

循環器内科 

循環器内科 研修管理委員 

姓  谷口 名 浩久 

フリガナ ミヤザキ ヒデコ 国際医療福祉大学三田病院 

看護部 

看護部副部長 研修管理委員 

姓  宮崎 名 秀子 
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氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヒオキ キョウコ 国際医療福祉大学三田病院 

検査室 

検査室主任 研修管理委員 

姓  日置 名 京子 

フリガナ カトウ ケンゴ 国際医療福祉大学三田病院 

放射線室 

放射線部副主任 研修管理委員 

姓  加藤 名 健吾 

フリガナ タガワ リョウ 国際医療福祉大学三田病院 

医事課・総務課 

医事課・総務課 課長代理 研修管理委員 

姓  田川 名  遼 

フリガナ ミノリカワ ヒロミ 国際医療福祉大学三田病院 

医事課  

医事課 主事 研修管理委員 

姓  御法川 名 裕美 

フリガナ オザキ シゲル 公益財団法人東京都保健医療公社 

豊島病院 

精神科部長 研修実施責任者 

研修管理委員、指導医 姓 尾﨑 名 茂 

フリガナ ヤマダ ヨシヒコ 国際医療福祉大学熱海病院 副院長 研修実施責任者 

研修管理委員、指導医 姓 山田  名 佳彦 

フリガナ タケダ モリヒコ 国際医療福祉大学病院 冠疾患部長、救急医療部長 研修実施責任者 

研修管理委員、指導医 姓 武田  名 守彦 

フリガナ フジモト カズマ 医療法人社団 高邦会高木病院  予防医学センター長 臨床研修実施責任者 

研修管理委員、指導医 姓  藤本 名 一眞 

フリガナ コイケ フミヒコ 柳川リハビリテーション病院 上席副院長、 

認知症センターセンター長 

研修実施責任者 

研修管理委員、指導医 姓  小池  名 文彦 

フリガナ イチノセ マサノリ 国際医療福祉大学塩谷病院 副院長・消化器外科 研修実施責任者 

研修管理委員、指導医 姓 一瀬 名 雅典 

フリガナ アライ ケン   国際医療福祉大学市川病院 副院長・整形外科部長 研修実施責任者 

研修管理委員、指導医 姓  新井  名 健 
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氏名 所属 役職 備考 

フリガナ クラハシ キヨヤス 国際医療福祉大学成田病院 副院長、麻酔・集中治療科部長 研修実施責任者 

研修管理委員、指導医 姓 倉橋  名 清泰  

フリガナ ナカヤマ トシオ 医療法人財団順和会山王病院  産科・婦人科部門部長 臨床研修実施責任者 

研修管理委員、指導医 姓  中山 名 敏男 

フリガナ スズキ ゲン 国際医療福祉大学クリニック 院長 臨床研修実施責任者 

研修管理委員 姓 鈴木  名 元 

フリガナ オオタ ルナ 港区みなと保健所 所長 臨床研修実施責任者 

研修管理委員 姓  太田  名 留奈 

フリガナ ウラノ トモヒコ 介護老人保健施設マロニエ苑 施設長 

 

臨床研修実施責任者 

研修管理委員 姓  浦野  名 友彦  

フリガナ ヤマオト マサト 東京高輪病院 副院長 研修管理委員 

外部委員 姓  山本  名 雅人 

※ 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。 

※ 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。 

 


