
別紙１ 

（No.1） 

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 9回） 

 病院施設番号：030866     大学病院の名称：国際医療福祉大学熱海病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  ヤマダ ヨシヒコ 国際医療福祉大学熱海病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 

副院長 

委員長、プログラム責任者 

指導医 姓 山田 名 佳彦 

フリガナ  ウエスギ マサアキ 国際医療福祉大学熱海病院 整形外科 

副院長 

副委員長 

指導医 姓 上杉 名 昌章 

フリガナ  シライ ヒロユキ 国際医療福祉大学熱海病院 移植外科 

 

副委員長 

指導医 姓 白井 名 博之 

フリガナ  イケダ ヨシフミ 国際医療福祉大学熱海病院 外科 

院長/消化器ｾﾝﾀｰ長 

 

指導医 姓 池田 名 佳史 

フリガナ  サトウ テツオ 国際医療福祉大学熱海病院 呼吸器内科 

名誉院長 

 

指導医 姓 佐藤 名 哲夫 

フリガナ  ナガシマ ゼンコウ 国際医療福祉大学熱海病院 循環器内科 

部長 

 

上級医 姓 永嶋 名 善幸 

フリガナ セガワ サトル 国際医療福祉大学熱海病院  

 

循環器内科 

医長 

 

上級医 姓 瀬川 名 知 

フリガナ  タネモト マサユキ 国際医療福祉大学熱海病院 腎臓内科 

部長/血液浄化ｾﾝﾀｰ長 

 

指導医 姓 種本 名 雅之 

フリガナ  ホシノ マコト 国際医療福祉大学熱海病院 アレルギー内科・総合内科 

予防医学ｾﾝﾀｰ長 

 

指導医 姓 星野 名 誠 

※ 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（2021年度開催回回） 

 病院施設番号：030866     大学病院の名称：国際医療福祉大学熱海病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  ナガヤマ マサオ 国際医療福祉大学熱海病院 脳神経内科 

脳卒中・神経ｾﾝﾀｰ長 

 

指導医、救急科専門医 姓 永山 名 正雄 

フリガナ  ホリグチ ヤスノリ 国際医療福祉大学熱海病院 小児科 

 

 

上級医 姓 堀口 名 泰典 

フリガナ  カドムラ トモヒサ 国際医療福祉大学熱海病院 外科 

消化器外科部長 

 

指導医 姓 首村 名 智久 

フリガナ  ヤマダ ロッペイ 国際医療福祉大学熱海病院 外科 

消化器外科部長 

 

上級医 姓 山田 名 六平 

フリガナ  ツジ マサキ 国際医療福祉大学熱海病院 整形外科 

副部長 

 

上級医 姓 辻 名 雅樹 

フリガナ  イトカワ ヒロシ 国際医療福祉大学熱海病院 脳神経外科 

 

 

指導医 姓 糸川 名 博 

フリガナ ナカハラ キミヒロ 国際医療福祉大学熱海病院 脳神経外科 

 

 

上級医 姓 中原 名 公宏 

フリガナ  トウジンバラ タモツ 国際医療福祉大学熱海病院 移植外科  

上級医 姓 唐仁原 名 全 

フリガナ  カマタ トシコ 国際医療福祉大学熱海病院 呼吸器外科 

副部長 

 

上級医 姓 鎌田 名 稔子 

フリガナ  ホリウチ ヨシヒト 国際医療福祉大学熱海病院 皮膚科 

部長 

 

上級医 姓 堀内 名 義仁 

※ 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（2021年度開催回数 9回） 

 病院施設番号：030866     大学病院の名称：国際医療福祉大学熱海病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  イシイ ジュンイチロウ 国際医療福祉大学熱海病院 泌尿器科 

副院長 

 

指導医 姓 石井 名 淳一郎 

フリガナ  サゲサカ トシアキ 国際医療福祉大学熱海病院 産婦人科 

部長 

 

指導医 姓 提坂 名 敏昭 

フリガナ  ゴセキ トシアキ 国際医療福祉大学熱海病院 眼科 

部長 

 

指導医 姓 後関 名 利明 

フリガナ  ハラダ タツヒコ 国際医療福祉大学熱海病院 耳鼻咽喉科 

部長 

 

指導医 姓 原田 名 竜彦 

フリガナ  イトウ ヒデキ 国際医療福祉大学熱海病院 麻酔科 

上席部長 

 

指導医 姓 伊藤 名 英基 

フリガナ  オクハラ ヒロヒサ 国際医療福祉大学熱海病院 放射線科 

部長 

 

上級医 姓 奥原 名 博久 

フリガナ  シメタニ ナオト 国際医療福祉大学熱海病院 臨床検査科 

部長 

 

指導医 姓 〆谷 名 直人 

フリガナ  カネツナ ユキコ 国際医療福祉大学熱海病院 病理診断科 

 

 

上級医 姓 金綱 名 友木子 

フリガナ  オカモト トキコ 国際医療福祉大学熱海病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 

 

 

上級医 姓 岡元 名 燈紀子 

フリガナ  エビハラ マサユキ 国際医療福祉大学熱海病院 腎臓内科 

医長 

 

上級医 姓 海老原 名 正行 

※ 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（2021年度開催回数 9回） 

 病院施設番号：030866     大学病院の名称：国際医療福祉大学熱海病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  カサイ タカヒロ 国際医療福祉大学熱海病院 腎臓内科 上級医 

姓 葛西 名 貴広 

フリガナ  サカモト ヤスナリ 国際医療福祉大学熱海病院 消化器内科 

部長 

上級医 

姓 坂本 名 康成 

フリガナ  トメノ ワタル 国際医療福祉大学熱海病院 消化器内科 

副部長 

上級医 

姓 留野 名 渉 

フリガナ  カトウ タカユキ 国際医療福祉大学熱海病院 消化器内科 

医長 

上級医 

姓 加藤 名 孝征 

フリガナ  ヤマダ ダイゴ 国際医療福祉大学熱海病院 小児科 上級医 

姓 山田 名 大悟 

フリガナ  コウムラ タカシ 国際医療福祉大学熱海病院 外科 

医長 

上級医 

姓 高村 名 卓志 

フリガナ  タイラ ユウジ 国際医療福祉大学熱海病院 整形外科 

医長 

上級医 

姓 平良 名 優次 

フリガナ  サカタ ユウスケ 国際医療福祉大学熱海病院 泌尿器科 

医長 

上級医 

姓 坂田 名 裕介 

フリガナ  イシダ アキラ 国際医療福祉大学熱海病院 眼科 

副部長 

上級医 

姓 石田 名 暁 

フリガナ  クニミ ケイコ 国際医療福祉大学熱海病院 眼科 上級医 

 姓 國見  名 敬子 

※ 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.5） 

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 9回） 

 病院施設番号：030866     大学病院の名称：国際医療福祉大学熱海病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  ナカガワ マサフミ 国際医療福祉大学熱海病院 耳鼻咽喉科 

部長 

指導医 

姓 中川 名 雅文 

フリガナ  イシワ ダイ 国際医療福祉大学熱海病院 麻酔科 

部長 

上級医 

姓 石和 名 大 

フリガナ  ツジ カズマ 国際医療福祉大学熱海病院 麻酔科 

副部長 

上級医 

姓 辻 名 和馬 

フリガナ  サトウ ヨシコ 国際医療福祉大学熱海病院 看護部長  

姓 佐藤 名 美子 

フリガナ  ヤナギ タツヤ 国際医療福祉大学熱海病院 事務局長  

姓 柳 名 辰哉 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

※ 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（2021年度開催回数 9回） 

 病院施設番号：030866     大学病院の名称：国際医療福祉大学熱海病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  サトウ アツヒサ 国際医療福祉大学三田病院 腎臓内科 

副院長/内科部長 

研修実施責任者 

指導医 姓 佐藤 名 敦久 

フリガナ  タケダ モリヒコ 国際医療福祉大学病院 循環器内科 

冠疾患部長/救急医療部長 

研修実施責任者 

指導医 姓 武田 名 守彦 

フリガナ  イチノセ マサノリ 国際医療福祉大学塩谷病院 消化器外科 

副院長 

研修実施責任者 

指導医 姓 一瀬 名 雅典 

フリガナ  アライ タケル 国際医療福祉大学市川病院 整形外科部長 

副院長 

研修実施責任者 

指導医 姓 新井 名 健 

フリガナ  クラハシ キヨヤス 国際医療福祉大学成田病院 麻酔科 

副院長 

研修実施責任者 

指導医 姓 倉橋 名 清泰 

フリガナ  オオシバ ヨウコ 医療法人財団 順和会 

山王病院 

産婦人科 

副院長 

研修実施責任者 

指導医 姓 大柴 名 葉子 

フリガナ  フジモト カズマ 医療法人社団 高邦会 

高木病院 

消化器内科 

副大学院長/予防医学ｾﾝﾀｰ長 

研修実施責任者 

指導医 姓 藤本 名 一真 

フリガナ  コイケ フミヒコ 医療法人社団 高邦会 

柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

神経内科 

上席副院長/認知症ｾﾝﾀｰ長 

研修実施責任者 

指導医 姓 小池 名 文彦 

フリガナ  イトウ マサヒト 静岡県熱海保健所  

保健所長 

研修実施責任者 

指導医 姓 伊藤 名 正仁 

フリガナ  サカ  アキラ 財団法人 復康会 

沼津中央病院 

 

部長 

研修実施責任者 

指導医 姓 坂 名 晶 

※ 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.7） 

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 9回） 

 病院施設番号：030866     大学病院の名称：国際医療福祉大学熱海病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  カワサキ ヒロシ 独立行政法人地域医療機能 

推進機構 湯河原病院 

内科 

副院長 

研修実施責任者 

上級医 姓 河﨑 名 寛 

フリガナ  ナカハラ ヒデヒト 医療法人社団 望洋会 

横山医院 

外来担当医 

在宅担当医 

研修実施責任者 

上級医 姓 中原 名 秀人 

フリガナ  シキバ リュウシ 

医療法人 式場病院 院長 
研修実施責任者 

指導医 姓 式場 名 隆史 

フリガナ  イシクラ ケンジ 

北里大学病院 小児科長 
研修実施責任者 

上級医 姓 石倉 名 健司 

フリガナ  コサカ ヒロシ 

外部委員  医師 
姓 小坂 名 博 

 

 

 

 


