
（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：030548        臨床研修病院の名称： 多根総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ モリ タクジ 多根総合病院 

 

卒後臨床研修センター長 

副院長 

研修管理委員長・研修実施責任者 

プログラム責任者 姓  森 名  琢児 

フリガナ タネ カズユキ 社会医療法人きつこう会 

 

理事長 研修管理委員 

姓  多根 名  一之 

フリガナ オガワ ミノル 多根総合病院 

 

病院長 研修管理委員 

病院管理者 姓  小川 名  稔 

フリガナ シライシ ショウイチ 多根総合病院 

 

脳神経内科部長 臨床研修指導医 

姓  白石 名  翔一 

フリガナ スミオカ シンヤ 多根総合病院 

 

脳神経外科統括部長 臨床研修指導医 

姓  住岡 名  真也 

フリガナ タナハシ ノリオ 多根総合病院 

 

麻酔科部長 臨床研修指導医 

姓  棚橋 名  識生 

フリガナ ナガイ ヒロカズ 多根総合病院 

 

整形外科部長 臨床研修指導医 

姓  永井 名  宏和 

フリガナ ハシモト カズアキ 多根総合病院 

 

病理診断科部長 臨床研修指導医 

姓  橋本 名  和明 

フリガナ フジモト ナオキ 多根総合病院 

 

消化器内科副部長 臨床研修指導医 

姓  藤本 名  直己 

フリガナ ホソカワ ユキナリ 多根総合病院 

 

泌尿器科部長 臨床研修指導医 

姓  細川 名  幸成 

※ 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（ 2022 年度開催回数 3 回） 

  病院施設番号：030548        臨床研修病院の名称： 多根総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ マツオ リョウイチ 多根総合病院 

 

放射線診断科部長 臨床研修指導医 

姓  松尾 名  良一 

フリガナ ヤナギ ヒデオ 多根総合病院 

 

救急科部長 臨床研修指導医 

姓  柳 名  英雄 

フリガナ カワサキ ケンセイ 多根総合病院 

 

初期臨床研修医 研修医 2年目代表 

姓  川﨑 名  健生 

フリガナ ナカノ ハルトシ 多根総合病院 

 

初期臨床研修医 研修医 1年目代表 

姓  中野 名  遥星 

フリガナ オオサキ カズコ 多根総合病院 

 

統括看護部長 

副院長 

臨床研修指導者 

看護部門責任者 姓  大崎 名  和子 

フリガナ タケウラ ヒサシ 多根総合病院 

 

医療技術部長 臨床研修指導者 

医療技術部門責任者 姓  竹浦 名  久司 

フリガナ モリモト アケミ 多根総合病院 

 

薬局長 臨床研修指導者 

姓  森本 名  明美 

フリガナ ゴトウ マドカ 多根総合病院 

 

事務部長 臨床研修指導者 

事務部門責任者 姓  後藤 名  円 

フリガナ ヨモ ヒデキ 多根総合病院 

 

きつこう会本部長 臨床研修指導者 

姓  四方 名  秀樹 

フリガナ アズマ ユキコ 多根総合病院 

 

看護部（医療安全部門） 

医療安全管理者 

臨床研修指導者 

医療安全管理者 姓  東 名  有紀子 

※ 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.3） 

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：030548        臨床研修病院の名称： 多根総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ミヤザキ ハルカ 多根総合病院 

 

看護部 感染管理 

スーパーバイザー 

臨床研修指導者 

 姓  宮﨑 名  悠 

フリガナ カワモト ヒロシ 多根総合病院 

 

卒後臨床研修センター 臨床研修事務の責任者 

研修管理委員 姓  川本 名  博 

フリガナ ハマイエ イヨ 多根総合病院 

 

卒後臨床研修センター 研修管理委員 

姓  濱家 名  伊代 

フリガナ キノシタ タイガ 多根記念眼科病院 

 

統括部長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓  木下 名  太賀 

フリガナ オクダ ヨシノブ 多根脳神経リハビリテーション

病院 

顧問 研修管理委員 

姓  奥田 名  佳延 

フリガナ アベ ヨシオ 多根第二病院 院長 研修管理委員 

姓  安部 名  嘉男 

フリガナ ヨシイ カツヒコ 千船病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓  吉井 名  勝彦 

フリガナ タムラ ヨシフミ 貝塚中央病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓  田村 名  善史 

フリガナ ヤマグチ マサヒロ 小豆島中央病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓  山口 名  真弘 

フリガナ サトウ キヨト 小豆島中央病院 

 

企業長 研修管理委員 

姓  佐藤 名  清人 

※ 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。 

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（ 2022 年度開催回数 3 回） 

  病院施設番号：030548        臨床研修病院の名称： 多根総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ カヤマ ヒトシ 香山医院 

 

院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 名  香山 名  仁志 

フリガナ タキ ヨウジロウ 浅岡・瀧法律会計事務所 

 

弁護士 研修管理委員 

外部委員（有識者） 名  瀧 名  洋二郎 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

※ 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 


