
（No.1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名等  病院施設番号：030259 臨床研修病院の名称：社会福祉法人恩賜

財団済生会横浜市南部病院                

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ タケバヤシ   シゲオ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

院長 研修管理委員会委員長 

姓    竹林 名 茂生 

フリガナ アライ    マサアキ ワシン坂病院 院長 研修管理委員会副委員長 

研修実施責任者 姓    荒井 名 政明 

フリガナ ヒシキ    サトシ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

臨床教育センター長 

総合内科主任部長 

プログラム責任者 

姓    菱木 名 智 

フリガナ タナカ    フミコ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

副診療部長 

小児科主任部長 

指導医 

姓    田中 名 文子 

フリガナ エンド    ツトム 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

副院長 

循環器内科主任部長 

指導医 

姓    猿渡 名 力 

フリガナ フクシマ   タダオ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

診療部長 

外科主任部長 

指導医 

姓    福島 名 忠男 

フリガナ エンドウ   マサヤ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

副院長 

産婦人科主任部長 

指導医 

姓    遠藤 名 方哉 

フリガナ トヨダ    ヒロシ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

副診療部長 

救急診療科主任部長 

指導医 

姓    豊田 名 洋 

フリガナ フジタ    ヒロユキ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

診療部長 

血液内科主任部長 

指導医 

姓    藤田 名 浩之 

フリガナ ウシジマ   シナコ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

看護部長  

姓    牛島 名 品子 

※ 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等  病院施設番号：030259 臨床研修病院の名称：社会福祉法人恩賜

財団済生会横浜市南部病院                

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヒラモト  トモヒロ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

事務部長代行  

姓    平本 名 朋浩 

フリガナ ナミキ    アツシ 東邦大学医学部  卒後臨床研修/生涯教育センター

長 

指導医 

姓    並木 名 温 

フリガナ シマダ    ナガト 東邦大学医療センター大森病院 教育企画管理部長 研修実施責任者 

姓    島田 名 長人 

フリガナ タカハシ   ケイ 東邦大学医療センター大橋病院 副院長 研修実施責任者 

姓    髙橋 名 啓 

フリガナ タツノ    イチロウ 東邦大学医療センター佐倉病院 副院長 研修実施責任者 

姓    龍野 名 一郎 

フリガナ タキナミ   マコト 医療法人昨雲会飯塚病院附属有

隣病院 

院長 研修実施責任者 

姓    滝浪 名 真 

フリガナ サクライ   セイジ 横浜市消防局港南消防署 

 

消防署長消防正監 外部委員 

姓    櫻井  名 清二 

フリガナ シミズ    マサユキ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市東部

病院 

救命救急センター長 研修実施責任者 

姓    清水  名 正幸 

フリガナ ウスイ    シュウキ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会神奈川県病

院                         

総合内科/糖尿病内分泌内科部長 研修実施責任者 

姓    臼井 名 州樹 

フリガナ スズキ     ノリユキ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会若草病院 院長 研修実施責任者 

姓    鈴木 名 範行 

※ 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。 
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（No.3） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名等  病院施設番号：030259 臨床研修病院の名称：社会福祉法人恩賜

財団済生会横浜市南部病院                

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  タナベ     ダイロウ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会みすみ病院 院長 研修実施責任者 

指導医 姓    田辺 名 大朗 

フリガナ ニシマキ   シゲル 横浜市立大学 臨床研修センター長 指導医 

姓    西巻 名 滋 

フリガナ カワナ    イチロウ 社会福祉法人
恩賜

財団済生会横浜市南部

病院 

統括教育センター長 

（総合内科主任部長） 

指導医 

姓    川名 名 一朗 

フリガナ ハヤシ     ミホ 医療法人社団清心会 藤沢病院 研修担当医長 研修実施責任者 

指導医 姓    林  名 美穂 

フリガナ モリ      カズヨリ 医療法人誠心会 神奈川病院 副院長 研修実施責任者 

指導医 姓    森 名  一和 

フリガナ フクシマ      タダシ 医療法人 誠心会 あさひの丘

病院 

院長 研修実施責任者 

指導医 姓    福島 名  端 

フリガナ    

姓     名  

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。 

（研修管理委員会開催回数について：令和 3 年度（毎年）開催回数 3 回予定） 
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