
（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 3年度開催回数 3回） 

  病院施設番号：  030200      臨床研修病院の名称：      東京都立松沢病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヨシダ シゲユキ 東京都立松沢病院 整形外科医長 委員長 プログラム責任者 

研修実施責任者副委員長 姓 吉田 名 滋之 

フリガナ ハヤシ エイジ 東京都立松沢病院 内科部長 副委員長 

姓 林 名 栄治 

フリガナ ミズノ マサフミ 東京都立松沢病院 院長 指導医 

姓 水野 名 雅文 

フリガナ スギイ ショウジ 東京都立松沢病院 身体科副院長 指導医 

名 杉井 名 章二 

フリガナ ハリマ ヒロヒコ 東京都立松沢病院 精神科副院長 指導医 

名 針間 名 博彦 

フリガナ マサキ ヒデカズ 東京都立松沢病院 精神科部長 指導医 

名 正木 名 秀和 

フリガナ オオサワ タツヤ 東京都立松沢病院 精神科部長 指導医 

名 大澤  名 達哉 

フリガナ イマイ ジュンジ 東京都立松沢病院 精神科部長 指導医 

名 今井 名 淳司 

フリガナ クロダ オサム 東京都立松沢病院 精神科部長 指導医 

名 黒田 名 治 

フリガナ ウシダ マサヒロ 東京都立松沢病院 整形外科部長 指導医 

姓 牛田 名 正宏 

※ 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 3年度開催回数 3回） 

  病院施設番号：    030200       臨床研修病院の名称：      東京都立松沢病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ニシオ ヨシユキ 東京都立松沢病院 精神科医長 指導医 

姓 西尾 名 慶之 

フリガナ サカシタ ケンタロウ 東京都立松沢病院 内科医長 副委員長 

姓 阪下 名 健太郎 

フリガナ ゴウ ユリコ 東京都立松沢病院 看護部長  

姓 郷 名 由里子 

フリガナ カネコ ヤスヒデ 東京都立松沢病院 事務局長  

姓 金子 名 安秀 

フリガナ タジマ マサト 東京都立広尾病院 腎臓内科部長 研修実施責任者 

姓 田島 名 真人 

フリガナ ヨシカワ モモノ 東京都立大塚病院 腎臓内科医長 研修実施責任者 

姓 吉川 名 桃乃 

フリガナ オオノ アキコ 東京都立多摩医療センター 眼科部長 研修実施責任者 

姓 大野 名 明子 

フリガナ ワラビ ヨウコ 東京都立神経病院 脳神経内科医長 研修実施責任者 

姓 蕨 名 陽子 

フリガナ スギモト コウイチ ＪＲ東京総合病院 副院長 研修実施責任者 

姓 杉本 名 耕一 

フリガナ コバヤシ マサミ 医療法人社団容生会増田クリニ

ック 

事務局長  

名 小林 名 正巳 

※ 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 3年度開催回数 3回） 

  病院施設番号：       030200 臨床研修病院の名称：     東京都立松沢病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ セトグチ キョウゴ 東京都立駒込病院 膠原病科 部長 研修実施責任者 

名 瀬戸口 名 京吾 

フリガナ イトカワ マサナリ 東京都医学総合研修所 副所長 外部委員 

 名 糸川 名 昌成 

フリガナ サイトウ トシアキ 気仙沼市立本吉病院 院長 研修実施責任者 

姓  齋藤 名 稔哲 

フリガナ フジガサキ ヒロト 東京都立墨東病院 脳神経内科部長 研修実施責任者 

姓 藤ヶ﨑 名 浩人 

フリガナ ハタガヤ ヒロシ 東京都立小児総合医療センター 総合診療科部長 研修実施責任者 

姓 幡谷 名 浩史 

フリガナ タカハシ シンイチ 立正佼成会付属 佼成病院 

 

副院長 内科部長 研修実施責任者 

姓  髙橋 名 信一 

フリガナ メシヅカ ソウスケ 医療法人社団啓神会 AI クリニ

ック 

院長 研修実施責任者 

姓 飯塚 名 聡介 

フリガナ イケダ タカユキ 医療法人社団はなまる会 千歳

台はなクリニック 

在宅部長 研修実施責任者 

姓 池田 名 貴行 

フリガナ ニヒラ ミツヒコ 公益財団法人日産厚生会玉川病

院 

産婦人科部長 研修実施責任者 

姓 仁平 名 光彦 

フリガナ トヨダ ノブアキ 医療法人佑人会豊田内科クリニ

ック 

院長 研修実施責任者 

姓 豊田 名 信明 

※ 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 3年度開催回数 3回） 

  病院施設番号：       030200 臨床研修病院の名称：     東京都立松沢病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ タカハシ ヨウスケ 医療法人社団リカバリーこころ

のホームクリニック世田谷 

院長  研修実施責任者 

名 髙橋 名 洋輔 

フリガナ トウヤ ジュンイチロウ 医療法人社団プラタナス桜新町

アーバンクリニック 

院長 研修実施責任者 

 名 遠矢 名 純一郎 

フリガナ カサイ ショウゴ 東京山手メディカルセンター 第二呼吸器内科部長 総合診療

科部長 院長補佐 救急科副部

長 医療連携室長 

研修実施責任者 

姓  笠井 名 昭吾 

フリガナ     

姓 名  

フリガナ     

姓  名  

フリガナ     

姓   名  

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。 

別紙１ 


