
（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４年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号：０３０２２２  臨床研修病院の名称：日本大学医学部附属板橋病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ タカハシ   サトル 日本大学医学部附属板橋病院 病院長 管理者，研修管理委員長(管理者が兼務) 

臨床研修指導医 姓 高橋 名 悟 

フリガナ オクムラ   ヤスオ 日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科部長 

臨床研修センター長 

研修制度運営委員会委員長,研修実施責任者，

臨床研修指導医，プログラム責任者 姓 奥村 名 恭男 

フリガナ アベ     ユリコ 日本大学医学部附属板橋病院 医学教育センター 研修制度運営委員会委員， 

プログラム責任者 姓 阿部 名 百合子 

フリガナ ナカヤマ   ヒサシ 日本大学医学部附属板橋病院 消化器外科 教育医長 研修制度運営委員会副委員長 

プログラム責任者，臨床研修指導医 姓 中山 名 壽之 

フリガナ タカヤマ   タダテル 日本大学医学部附属板橋病院 総合科（内科担当）部長 

 

研修制度運営委員会副委員長 

副プログラム責任者，臨床研修指導医 姓 髙山 名 忠輝 

フリガナ  ハッタ   ヨシヒロ 日本大学医学部附属板橋病院 輸血・細胞治療センター長 

臨床研修副センター長 

研修制度運営委員会副委員長 

臨床研修指導医，副プログラム責任者 姓 八田 名 善弘 

フリガナ モリオカ   イチロウ 日本大学医学部附属板橋病院 小児科・新生児科 部長 研修制度運営委員会副委員長 

臨床研修指導医，副プログラム責任者 姓 森岡 名 一郎 

フリガナ スズキ    マサヒロ 日本大学医学部附属板橋病院 精神神経科 部長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医，副プログラム責任者 姓 鈴木 名 正泰 

フリガナ ナカジマ    ヒデヒト 日本大学医学部附属板橋病院 脳神経内科 部長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医，副プログラム責任者 姓 中嶋 名 秀人 

フリガナ ノモト    コウジ 日本大学医学部附属板橋病院 事務長 研修制度運営委員会委員， 

事務部門責任者 姓 野本 名 浩嗣 

※ 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４年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号：０３０２２２  臨床研修病院の名称：日本大学医学部附属板橋病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ フジイ    ミチトシ 日本大学医学部附属板橋病院 医療情報課長 研修制度運営委員会委員， 

 姓 藤井 名 教智 

フリガナ カツマタ   ミホ 日本大学医学部附属板橋病院 臨床研修センター 主任 事務担当 研修制度運営委員会幹事 

 姓 勝又 名 美穂 

フリガナ シミズ    ダイ 日本大学医学部附属板橋病院 臨床研修センター 主任 事務担当 研修制度運営委員会委員， 

 姓 清水 名 大 

フリガナ ハセガワ   エミ 日本大学医学部附属板橋病院 臨床研修センター 事務担当 研修制度運営委員会幹事 

 姓 長谷川 名 絵美 

フリガナ ミウラ    ジュンコ 日本大学医学部附属板橋病院 庶務課 主任 

 

研修制度運営委員会委員， 

 姓 三浦 名 純子 

フリガナ キタジマ   オサム 日本大学医学部附属板橋病院 麻酔科 教育医長,医局長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 北島 名 治 

フリガナ トオヤマ  カズト 日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科 病棟医長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 遠山 名 一人 

フリガナ マツモト   ナオキ 日本大学医学部附属板橋病院 消化器・肝臓内科 医局長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 松本 名 直樹 

フリガナ ミズノ    マリコ 日本大学医学部附属板橋病院 放射線診断科 医員 研修制度運営委員会委員， 

 姓 水野 名 真利子 

フリガナ イシゲ    ミカ 日本大学病院 小児科 外来医長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 石毛 名 美夏 

※ 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４年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号：０３０２２２  臨床研修病院の名称：日本大学医学部附属板橋病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ エガシラ   フジコ 日本大学医学部附属板橋病院 臨床研修副センター長 

 

研修制度運営委員会委員      

臨床研修指導医 姓 江頭 名 富士子 

フリガナ マエダ    ユキヒロ 日本大学医学部 医療管理学 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 前田 名 幸宏 

フリガナ リュウ    ケイノスケ 日本大学医学部附属板橋病院 整形外科 教育医長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 龍 名 啓之助 

フリガナ アガタ    ミエコ 日本大学医学部附属板橋病院 看護部長 研修制度運営委員会委員， 

 姓 縣 名 美恵子 

フリガナ オカハシ   アヤ 日本大学医学部附属板橋病院 新生児科・医局長 

 

研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 岡橋 名 彩 

フリガナ マルオカ   シュウイチロウ 日本大学医学部附属板橋病院 呼吸器内科 科長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 丸岡 名 秀一郎 

フリガナ エノモト   カツヒサ 日本大学医学部附属板橋病院 乳腺内分泌外科 病棟医長，医局長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 榎本 名 克久 

フリガナ ヒダイ    トモアキ 日本大学医学部 医学教育センター 研修制度運営委員会副委員長， 

臨床研修指導医 姓 日臺 名 智明 

フリガナ イグチ    ウメフミ 日本大学医学部附属板橋病院 救命救急センター 救急担当医長 研修制度運営委員会委員 

臨床研修指導医 姓 井口 名 梅文 

フリガナ サトウ    ミキコ 日本大学医学部附属板橋病院 産婦人科  

 

研修制度運営委員会委員 

臨床研修指導医 姓 佐藤 名 美紀子 

※ 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.4） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和４年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号：０３０２２２  臨床研修病院の名称：日本大学医学部附属板橋病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ コシナガ   ツグミチ 日本大学医学部附属板橋病院 小児外科 部長 研修制度運営委員会委員， 

臨床研修指導医 姓 越永 名 從道 

フリガナ コダイラ   リュウタロウ 東京都立広尾病院 小児科部長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 小平 名 隆太郎 

フリガナ ミサワ    マサヒロ 東京都立墨東病院 小児科部長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 三澤 名 正弘 

フリガナ イセキ    ハルカズ JA神奈川県厚生連 

相模原協同病院 

病院長  研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 井關 名 治和 

フリガナ イチノセ   タカヒロ 医療法人社団健康文化会 

小豆沢病院 

病院長  研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 一瀬 名 隆広 

フリガナアラカワ    ヤスユキ 公立阿伎留医療センター 院長  研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 荒川 名 泰之 

フリガナ ナカタ    ヤスヒコ 医療法人社団創進会  

みつわ台総合病院 

院長  研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 中田 名 泰彦 

フリガナ タカハシ   ノリアキ 板橋区医師会病院 

 

院長  研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 髙橋 名 典明 

フリガナ     

姓  名  

フリガナ     

姓  名  

※ 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４年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号：０３０２２２  臨床研修病院の名称：日本大学医学部附属板橋病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヒラノ    ヒトシ 医療法人社団正和会 

平野診療所 

理事長  研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 平野 名 仁志 

フリガナ タサキ    ヒロユキ 医療法人社団昭成会 

田﨑病院 

病院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 田﨑  名 博之 

フリガナ ヨシザワ   アキタカ 医療法人社団愛語会 

要町病院 

副院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 吉澤 名 明孝 

フリガナ スギヤマ   サトル 東松山市立市民病院 院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 杉山 名 聡 

フリガナ サワ     マサユキ 医療法人 武蔵野総合病院 院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 澤 名 雅之 

フリガナ フジサキ   シゲル 医療法人社団 藤﨑病院 理事長・院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 藤﨑 名 滋 

フリガナ イシカワ   トオル 医療法人社団健康文化会  

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 コバヤシ   タダシ 医療法人社団正風会 

小林病院 

院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 小林 名 匡 

フリガナ サイトウ   フミヒロ 東京保健生活協同組合 

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 ユミクラ   セイ 弓倉医院 院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 弓倉 名 整 

※ 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４年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号：０３０２２２  臨床研修病院の名称：日本大学医学部附属板橋病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ アマキ    サトシ 天木診療所 院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 天木 名 聡 

フリガナ ミヤガワ   ミチコ 医療法人社団櫻美会 

石川医院 

院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 宮川 名 美知子 

フリガナ イタクラ   ヒロナオ 医療法人社団翔生会 

楠医院 

院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 板倉 名 宏尚 

フリガナ フジタ    マサミ 医療法人社団友晃会 

藤田医院 

院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 藤田 名 雅巳 

フリガナ ツジ     マサズミ 辻内科循環器科歯科クリニック 理事長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 辻 名 正純 

フリガナ ヌモト ロバート トモヒコ 医療法人社団朔望会 

常盤台外科病院 

病院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 沼本ロバート 名 知彦 

フリガナ スズキ    ヨシフミ 医療法人社団快芯会 

すずき内科 

院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 鈴木 名 快文 

フリガナ ハヤシ    シゲル 医療法人社団桐心会 

林クリニック 

理事長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 林 名 滋 

フリガナ カトウ    ヨシユキ 医療法人社団幸徳会 

かとう内科クリニック 

院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 加藤 名 佳幸 

フリガナ シマダ    キヨシ 板橋区役所前診療所 院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 島田 名 潔 

※ 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４年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号：０３０２２２  臨床研修病院の名称：日本大学医学部附属板橋病院  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ タイラ    キヨシ 医療法人社団 多比良医院 理事長・院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 多比良 名 清 

フリガナ タバタ    マサヒコ 田幡医院 院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 田幡 名 雅彦 

フリガナ ヒロ     タカフミ 医療法人社団博栄会 

赤羽中央総合病院 

院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 廣 名 高史 

フリガナ ソウマ    マサヨシ 公益財団法人佐々木研究所附属 

杏雲堂病院 

院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 相馬 名 正義 

フリガナ アズハタ   タケオ 医療法人社団 青燈会 

小豆畑病院 

院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 小豆畑 名 丈夫 

フリガナ クボ     ノブヒコ あずま通りクリニック 院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 久保 名 信彦 

フリガナ ヤマダ    タカシ 台東区立台東病院 管理者 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 山田 名 隆史 

フリガナ ソネ    トモフミ 国立保健医療科学院 院長 研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 曽根 名 智史 

フリガナ ウチヤマ   マコト 医療法人財団厚生協会  

東京足立病院 

院長  研修実施責任者, 臨床研修指導医 

 姓 内山 名 真 

フリガナ コウヅ    ヒトシ 神津内科クリニック 院長  研修実施責任者, 臨床研修指導医 

姓 神津 名 仁 

フリガナ スミオカ   リョウ 仁邦法律事務所 弁護士  研修管理委員会外部委員， 

 姓 墨岡 名 亮 

※ 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
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り対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 


