
（No.1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2022年度開催回数  3回 ） 

  病院施設番号： 070005   臨床研修病院の名称： 湘南厚木病院         

氏名 所属 役職 備考 

クロギ    ノリミツ 湘南厚木病院 院長 研修管理委員長 

黒木 則光 

テラシマ    タカヒロ 湘南厚木病院 部長 プログラム責任者 

寺島 孝弘 

ヤスイ     セイイチ 湘南厚木病院 副院長 臨床研修指導医（指導医） 

安井 誠一 

ノミゾ   タカフミ 湘南厚木病院  臨床研修指導医（指導医） 

野溝 崇史 

アタラシ ミユキ 湘南厚木病院 医長 臨床研修指導医（指導医） 

新 みゆき 

ヤマモト コウタ 湘南厚木病院 医長 臨床研修指導医（指導医） 

山本 孝太 

カサイ   マキ 湘南厚木病院 副院長 臨床研修指導医（指導医） 

笠井 麻紀 

タイラ    シュウイチ 湘南厚木病院 事務長 事務部門の責任者 

平良 修一 

ナガシマ   リョウコ 湘南厚木病院 看護部長 指導者 

長嶋 亮子 

※ 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.2） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2021年度開催回数  3回 ） 

  病院施設番号： 070005     臨床研修病院の名称： 湘南厚木病院      

氏名 所属 役職 備考 

コジマ  ナオミ 湘南厚木病院 感染看護師 指導者 

小島 直美 

医療安全の代表者 
湘南厚木病院 医療安全管理者 指導者 

研修医の代表者 
湘南厚木病院  委員 

コメディカルの代表者 
湘南厚木病院  指導者 

サノ      ケン 仙台徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 佐野 憲 

オオツボ    タケヒト 聖マリアンナ医科大学病院 病院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 大坪 毅人 

シノザキ   ノブアキ 湘南鎌倉総合病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 篠崎 伸明 

コウリキ シュンサク 湘南藤沢徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 高力 俊策 

イノウエ   カズト 大和徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 井上 和人 

タカソウ  マサシ 北里大学病院 精神神経科長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 高相 晶士 

イノウエ モトヤス 伊勢原協同病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 井上 元保 

モリタ   タケシ 松原徳洲会病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 森田 剛史 



（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  3回 ） 

  病院施設番号： 070005     臨床研修病院の名称： 湘南厚木病院      

氏名 所属 役職 備考 

ワタナベ   カズナオ 東京西徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 渡部 和巨 

コサカ  ジュン 相州病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 小坂 淳 

ホリ   タカキ 鎌ヶ谷総合病院 院長 研修実施責任者 

堀 隆樹 

オギノ   ヒデミツ 成田富里徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 荻野 秀光 

イワモト マコト 清川遠寿病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 岩元 誠 

ハセガワ タカシ 厚木市立病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 長谷川 節 

オリハラ  アキラ 中央林間東クリニック 院長 外部委員 

折原 暁 

ヨシハラ  ケイコ 健康友の会 会長 外部委員 

吉原 敬子 

マツウラ コウショウ 名瀬徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 松浦 甲彰 

フジタ ヤスヒコ 徳之島徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 藤田 安彦 

テラダ ヤスシ 庄内余目病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 寺田 康 

イサイ ヒデヤ 日高徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 井齋 偉矢 



（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  3回 ） 

  病院施設番号： 070005     臨床研修病院の名称： 湘南厚木病院      

氏名 所属 役職 備考 

ムナカタ  タカシ 帯広徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 棟方 隆 

ミズシマ  ユタカ 共愛会病院 名誉院長 臨床研修指導医（指導医） 

臨床研修指導医（指導医） 水島 豊 

イシカワ  マコト 白根徳洲会病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 石川 真 

イケダ   ユウト 大隅鹿屋病院 医長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 池田 悠人 

ササカベ ヒロシ 新庄徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 笹壁 弘嗣 

コバヤシ  ツカサ 山北徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 小林 司 

ウラモト サトシ 喜界徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 浦元 智司 

タカハシ   クニオ 瀬戸内徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

髙橋 邦丕 

ヤマモト コウジ 屋久島徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 山本 晃司 

タマエ   ツヨシ 沖永良部徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 玉榮 剛 

タカスギ  カシヤ 与論徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 高杉 香志也 

 

 



（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  3回 ） 

  病院施設番号： 070005     臨床研修病院の名称： 湘南厚木病院      

氏名 所属 役職 備考 

ナカソネ サトシ 宮古島徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 仲宗根 哲 

シモダ ミツヨシ 皆野病院 外科部長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 霜田 光義 

オカ ススム 笠利病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 岡 進 

ホサカ セイジ 宇和島徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 保坂 征司 

イケハラ ヤスカズ 石垣島徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 池原 康一 

シジュウボウ カツヤ 札幌南徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 四十防 克也 

ノグチ シュウジ 山川病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 野口 修二 

ササガワ イソジ 山形徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 笹川 五十次 

タカシマ ヤスヒデ 榛原総合病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 高島 康秀 

マセ タカヒロ 大垣徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 間瀬 隆弘 

キタダ フミノリ 吹田徳洲会病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 北田 文則 

 

 



（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  3回 ） 

  病院施設番号： 070005     臨床研修病院の名称： 湘南厚木病院      

氏名 所属 役職 備考 

クロイワ チュウジ 館山病院 ドック・健診センター長 

在宅事業部長 

研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 黒岩 宙司 

ホリ タカキ 鎌ヶ谷総合病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 堀 隆樹 

オギノ ヒデミツ 成田富里徳洲会病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（指導医） 荻野 秀光 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

 

 


