
（No. 1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号： ０３０２８７ 臨床研修病院の名称： 東海大学医学部付属病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ワタナベ マサヒコ 東海大学医学部付属病院 病院長 

教授 

研修実施責任者 

指導医 姓 渡辺 名 雅彦 

フリガナ スズキ  ヒデカズ 東海大学医学部付属病院 臨床研修部長 

教授 

研修管理委員長、指導医 

基本研修プログラム責任者 姓 鈴木 名 秀和 

フリガナ オザワ  ヒデキ 東海大学医学部付属病院 臨床研修部次長 

教授 

地域医療研修プログラム責任者 

指導医 姓 小澤 名 秀樹 

フリガナ ソリマチ タカトシ 東海大学医学部付属病院 臨床研修部次長 

教授 

基本研修副プログラム責任者 

指導医 姓 反町 名 隆俊 

フリガナ イケダ  マサエ 東海大学医学部付属病院 臨床研修部次長 

講師 

周産期研修プログラム責任者 

地域重点研修プログラム責任者 

指導医 

姓 池田 名 仁惠 

フリガナ マツダ  シンイチ 東海大学医学部付属病院 臨床研修部次長 

講師 

基本研修副プログラム責任者 

指導医 姓 松田 名 晋一 

フリガナ ヤマモト ケンジ 東海大学医学部付属病院 臨床研修部次長 

教授 

基本研修副プログラム責任者 

指導医 姓 山本 名 賢司 

フリガナ ナベシマ カズヒト 東海大学医学部付属病院 臨床研修部次長 

准教授 

基本研修副プログラム責任者 

指導医 姓 鍋島 名 一仁 

フリガナ ニシザキ ヤスヒロ 東海大学医学部付属東京病院 病院長 

教授 

研修実施責任者 

指導医 姓 西崎 名 泰弘 

フリガナ シマダ  ヒデオ 東海大学医学部付属大磯病院 病院長 

教授 

研修実施責任者 

指導医 姓 島田 名 英雄 

※ 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。 

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（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号：０３０２８７   大学病院の名称：東海大学医学部付属病院         

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヤマダ シュンスケ 東海大学医学部付属八王子病院 病院長 

教授 

研修実施責任者 

指導医 姓 山田 名 俊介 

フリガナ ハンダ アキヨシ 医療法人社団松和会池上総合病

院 

病院長 研修実施責任者 

姓 繁田 名 明義 

フリガナ キタノ ヨシカズ 特定医療法人社団三恵会東名厚

木病院 

副院長 研修実施責任者 

指導医 姓 北野 名 義和 

フリガナ キョ ハクヨウ 公益財団法人積善会曽我病院  研修実施責任者 

指導医 姓 許 名 博陽 

フリガナ タケウチ トモオ 医療法人弘徳会愛光病院 理事長、院長 研修実施責任者 

指導医 姓 竹内 名 知夫 

フリガナ カシワギ ヒロノブ 伊勢原協同病院 副部長 研修実施責任者 

指導医 姓 柏木 名 浩暢 

フリガナ カトリ ヒデユキ 海老名総合病院 院長 研修実施責任者 

指導医 姓 香取 名 秀幸 

フリガナ サワダ  レイミン 秦野赤十字病院 院長補佐 研修実施責任者 

指導医 姓 澤田 名 玲民 

フリガナ タカギ  シュンスケ 平塚市民病院 循環器内科部長 研修実施責任者 

指導医 姓 高木 名 俊介 

フリガナ ヨシザワ トオル 組合立諏訪中央病院 院長 研修実施責任者 

指導医 姓 吉澤 名 徹 

※ 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（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号：０３０２８７   大学病院の名称：東海大学医学部付属病院         

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ スドウ  ヒロシ 大船中央病院 院長兼内科部長 研修実施責任者 

指導医 姓 須藤 名 博 

フリガナ クボタ  ミツヒロ    山近記念総合病院 

 

病院長 

 

研修実施責任者 

指導医 姓 久保田  名 光博   

フリガナ イシバシ サトル 石巻赤十字病院 

 

病院長 
 

研修実施責任者 

指導医 姓 石橋 名 悟 

フリガナ キノシタ アキトシ     長崎県島原病院 

 

病院長 

 

研修実施責任者 

指導医 姓 木下  名 明敏   

フリガナ タカギ  アツシ 医療法人鉄蕉会亀田森の里病院 院長 研修実施責任者 

指導医 姓 髙木 名 敦司 

フリガナ タチカワ タカミツ 医療法人徳洲会茅ヶ崎徳洲会病

院 

内科部長 

在宅診療部長 

研修実施責任者 

指導医 姓 立川 名 隆光 

フリガナ モノノベ ナガツグ 医療法人社団朋友会けやきの森

病院 

院長 研修実施責任者 

指導医 姓 物部 名 長承 

フリガナ サカイ  ヨシロウ 医療法人社団厚仁会秦野厚生病

院 

院長 研修実施責任者 

 姓 坂井 名 喜郎 

フリガナ アダチ  ワタル 長野県厚生農業共同組合連合会富士見

高原医療福祉センター富士見高原病院 

院長 研修実施責任者 

 姓 安達  名 亙 

フリガナ タマイ  ノブアキ 一般財団法人神奈川県警友会け

いゆう病院 

総合内科部長 研修実施責任者 

指導医 姓 玉井  名 伸明 

※ 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（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号：０３０２８７   大学病院の名称：東海大学医学部付属病院         

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ナカイ  ケンジ 伊勢原石田内科クリニック 院長 研修実施責任者 

 姓 中井 名 賢二 

フリガナ イチカワ マサタカ 市川こどもクリニック 院長 研修実施責任者 

指導医 姓 市川 名 正孝 

フリガナ ウエオカ ヤスオ 上岡眼科医院 院長 研修実施責任者 

 姓 上岡 名 康雄 

フリガナ オオタ  アツユキ おおたレディースクリニック 院長 研修実施責任者 

 姓 太田 名 篤之  

フリガナ コガ   トシヒロ 古閑医院 院長 研修実施責任者 

 姓 古閑  名 俊浩 

フリガナ シンカワ アツシ 新川クリニック 理事長 研修実施責任者 

 姓 新川  名 敦 

フリガナ セキノ  タカヒロ 関野小児科内科クリニック 院長 研修実施責任者 

指導医 姓 関野 名 高弘 

フリガナ タケダ  ヒロシ 武田クリニック 院長 研修実施責任者 

 姓 武田  名 浩 

フリガナ ヒライシ マコト 平石整形外科 院長 研修実施責任者 

 姓 平石  名 誠 

フリガナ マルヤマ ヒロシ 丸山クリニック 院長 研修実施責任者 

 姓 丸山 名 博志   

※ 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（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号：０３０２８７   大学病院の名称：東海大学医学部付属病院         

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ アジト  ノブヒコ 美瑛町立病院 整形外科医長 研修実施責任者 

 名 味戸 名 伸彦 

フリガナ ヒガ   ヤスシ 東部クリニック 院長 研修実施責任者 

 姓 比嘉  名 靖 

フリガナ マツヤマ タケヒコ 医療法人社団厚仁会厚仁病院 理事長、院長 研修実施責任者 

指導医 姓 松山 名 毅彦 

フリガナ サイトウ ミツル    女川町地域医療センター 

 

センター長 

 

研修実施責任者 

指導医 姓 齋藤  名 充   

フリガナ コミヤマ マナブ ありがとうみんなファミリーク

リニック平塚 

理事長、院長 研修実施責任者 

指導医 姓 小宮山 名 学 

フリガナ クボタ  タケシ 医療法人康養会内科久保田医院 院長 研修実施責任者 

指導医 姓 久保田 名 毅 

フリガナ ヤマモト イソトシ 医療法人救友会湘南真田クリニ

ック 

理事長 指導医 

姓 山本  名 五十年 

フリガナ イマオカ チエミ 今岡医院 院長 研修実施責任者 

 姓 今岡 名 千栄美 

フリガナ カワグチ チカコ せやクリニック 副院長 研修実施責任者 

 姓 川口 名 千佳子 

フリガナ トミタ  サツキ 医療法人社団富田医院 理事長 研修実施責任者 

 姓 富田  名 さつき 

※ 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（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号：０３０２８７   大学病院の名称：東海大学医学部付属病院         

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ オザワ  マサキ 螢田診療所 理事長 研修実施責任者 

  姓 小澤  名 優樹 

フリガナ イシイ  ヒロシ 石井呼吸器内科医院 院長 研修実施責任者 

 姓 石井  名 博司 

フリガナ ワタナベ ケンイチ 扇町しらさぎ内科クリニック 院長 研修実施責任者 

 姓 渡邊 名 謙一 

フリガナ オノザワ シゲル みその生活支援クリニック 院長 研修実施責任者 

  姓 小野沢  名 滋 

フリガナ カモノ マサヒロ 東海大学医学部付属病院 講師 指導医 

 姓 鴨野 名 真弘 

フリガナ ナガイ トモオ 東海大学医学部付属病院 准教授 指導医 

 姓 永井 名 知雄 

フリガナ イトウ ヨウコ 東海大学医学部付属病院 准教授 指導医 

 姓 伊藤  名  洋子 

フリガナ イトウ ヒロユキ 東海大学医学部付属病院 講師 指導医 

 姓 伊藤 名 裕幸 

フリガナ スズキ リキオ 東海大学医学部付属病院 講師 指導医 

姓 鈴木 名 利貴央 

フリガナ イマゼキ リョウコ 東海大学医学部付属病院 講師 指導医 

姓 今関 名 良子 

※ 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. ７） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号：０３０２８７   大学病院の名称：東海大学医学部付属病院         

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ コイズミ マサヒロ 東海大学医学部付属病院 講師 指導医 

姓 小泉 名 賢洋 

フリガナ ヤマダ  チホ 東海大学医学部付属病院 講師 指導医 

姓 山田 名 千穂 

フリガナ オザワ ケイスケ 東海大学医学部付属病院 助教 指導医 

姓 尾澤  名 慶輔 

フリガナ ナカムラ ミチオ 東海大学医学部付属病院 

 

教授 

 

指導医 

姓 中村  名 道郎 

フリガナ オカダ  カズタケ 東海大学医学部付属病院 

 

准教授 指導医 

姓 岡田 名 和丈 

フリガナ ワタナベ トシヒコ 東海大学医学部付属病院 

 

教授 指導医 

姓 渡辺 名 稔彦 

フリガナ スガ アツシ 東海大学医学部付属病院 

 

講師 指導医 

姓 有賀 名 直広 

フリガナ オカムラ タクホ 東海大学医学部付属病院 

 

講師 

 

指導医 

姓 岡村   名 卓穂 

フリガナ サカイ  ダイスケ 東海大学医学部付属病院 

 

准教授 

 

指導医 

姓 酒井  名 大輔 

フリガナ ネモト ヒトシ 東海大学医学部付属病院 

 

講師 指導医 

姓 根本  名 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. ８） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号：０３０２８７   大学病院の名称：東海大学医学部付属病院         

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ハセガワ マサノリ 東海大学医学部付属病院 

 

講師 

 

指導医 

姓 長谷川 名 政徳 

フリガナ マツダ  ミツマサ 東海大学医学部付属病院 

 

講師 

 

指導医 

姓 松田 姓 光正 

フリガナ ヤマモト リエ 東海大学医学部付属病院 

 

講師 

 

指導医 

姓 山本 名 理絵 

フリガナ カシワギ ヒロフミ 東海大学医学部付属病院 

 

助教 

 

指導医 

姓 柏木   名 寛史 

フリガナ ミカミ カツナカ 東海大学医学部付属病院 

 

准教授 

 

指導医 

姓 三上 名 克央 

フリガナ カネダ ショウジ 東海大学医学部付属病院 講師 指導医 

姓 金田  名 将治 

フリガナ マブチ  トモオ 東海大学医学部付属病院 教授 指導医 

姓 馬渕  名 智生 

フリガナ ナカガワ ヨシヒロ 東海大学医学部付属病院 

 

講師 

 

指導医 

姓 中川  姓 喜博 

フリガナ カサハラ タカシ 東海大学医学部付属病院 

 

准教授 

 

指導医 

姓 笠原  名 隆 
フリガナ ニワ   テツ 東海大学医学部付属病院 

 

教授 

 

指導医 

姓 丹羽    名 徹 

※ 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. ９） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号：０３０２８７   大学病院の名称：東海大学医学部付属病院         

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ スガワラ アキトモ 東海大学医学部付属病院 

 

教授 

 

指導医 

姓 菅原   名 章友 

フリガナ オグラ ゴウ 東海大学医学部付属病院 講師 

 

指導医 

姓 小倉 名 豪 

フリガナ アツミ ハルヨ 東海大学医学部付属病院 助教 

 

指導医 

姓 渥美 名 治世 

フリガナ カワマタ フミオ 東海大学医学部付属病院 

 

診療技術部長 

 

 

 姓 川又  名 郁夫 

フリガナ スズキ ユウジ  東海大学医学部付属病院 

 

薬剤部長 

 

 

 姓 鈴木   名 優司 

フリガナ ヨコタ  ヒロコ 東海大学医学部付属病院 

 

看護部長 

 

 

 姓 横田  名 弘子 

フリガナ ヤギ ケンジ 東海大学医学部付属病院 

 

事務部長 

 

事務部門の責任者 

 姓 八木 名 憲司 

フリガナ サイトウ シゲヒロ 東海大学医学部付属病院 

 

臨床研修部事務室長 

 

 

 姓 齊藤     名 成広 

フリガナ イトウ  タエコ 東海大学医学部付属病院 

 

伊勢原教学課課長補佐 

 

 

 姓 伊藤  名 多恵子 

フリガナ サトウ ミキ 東海大学医学部付属病院 

 

伊勢原総務課 

 

 

 姓 佐藤  名 美樹 

※ 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.１０） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和二年度開催回数６回） 

  病院施設番号：０３０２８７   大学病院の名称：東海大学医学部付属病院         

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ クワクボ ヒトミ 東海大学医学部付属病院 

 

伊勢原人事課長 

 

 

 姓 桑久保    名 ひとみ 

フリガナ シライシ コウイチ 東海大学医学部付属東京病院 

 

教育・研修部長 

臨床教授 

指導医 

姓 白石  名 光一 

フリガナ シマダ  メグミ 東海大学医学部付属大磯病院 

 

副院長、教育・研修部長 

教授 

指導医 

姓 島田    名 恵 

フリガナ トクナガ マサトシ 東海大学医学部付属大磯病院 

 

教育研修科長 

講師 

指導医 

姓 徳永    名 正俊 

フリガナ ヨコヤマ ケンジ 東海大学医学部付属八王子病院 

 

教育・研修部長 

教授 

指導医 

姓 横山 名 健次 

フリガナ セキノ タカヒロ 秦野伊勢原医師会 

 

会長 

 

外部委員 

 姓 関野 名 高弘 

フリガナ キクオカ マサカズ 神奈川県医師会 

 

会長 

 

外部委員 

 姓 菊岡 名 正和 

フリガナ アオキ カイト 東海大学医学部付属病院 

 

 臨床研修医２年 

姓 青木 名 海斗 

フリガナ オオタ ヨシユキ 東海大学医学部付属病院 

 

 臨床研修医２年 

姓 太田  名 善之 

フリガナ アオヤマ タカヤス 東海大学医学部付属病院 

 

 臨床研修医１年 

姓 青山 名 高康 

フリガナ ナカシマ サツキ 東海大学医学部付属病院 

 

 臨床研修医１年 

姓 中島 名 颯樹 

※ 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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