
（No.１） 

６．会の構成員の氏名及び開催回数（令和３年度 開催回数２回、ただし研修管理小委員会は隔月開催） 

病院施設番号： ０３０２０８  臨床研修病院の名称： 国立国際医療研究センター病院   

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ スギヤマ ハルト 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 
院長 管理者、研修管理委員長 

姓 杉山 名 温人 

フリガナ イナガキ タケシ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

総合診療科診療科長 臨床研修指導医、総合診療科プログラ

ム責任者 姓 稲垣 名 剛志 

フリガナ カタギリ ダイスケ     国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

医員 臨床研修指導医、内科系プログラム責

任者 姓 片桐 名 大輔 

フリガナ ミハラ フミキ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

医員 臨床研修指導医、外科系プログラム責

任者 姓 三原 名 史規 

フリガナ コバヤシ ケンタロウ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

救急救命センター医長 救急科プログラム責任者 

姓 小林 名 憲太郎 

フリガナ ウリュウ ヒデコ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

小児科医師 小児科プログラム責任者 

姓 瓜生 名 英子 

フリガナ オオイシ ハジメ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

産科医長 産婦人科プログラム責任者 

姓 大石 名 元 

フリガナ ヤマダ ケンジ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

統括事務部長 事務部門責任者 

姓 山田 名 賢二 

フリガナ サトウ トモコ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

看護部長  

姓 佐藤 名 朋子 

フリガナ テラカド ヒロユキ    国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

薬剤部長 
 

姓 寺門 名 浩之 

※ １ページ目の最上欄には、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。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.２） 

６．会の構成員の氏名及び開催回数（令和３年度 開催回数２回、ただし研修管理小委員会は毎月開催） 

病院施設番号： ０３０２０８  臨床研修病院の名称： 国立国際医療研究センター病院   

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ハリタ アキラ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

企画戦略局長 
 

姓 針田 名 哲 

フリガナ キムラ アキオ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

救命救急センター長 臨床研修指導医 

姓 木村 名 昭夫 

フリガナ オカ シンイチ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

ACCセンター長 臨床研修指導医 

姓 岡  名 慎一 

フリガナ オオマガリ ノリオ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

国際感染症センター長 臨床研修指導医 

姓 大曲 名 貴夫 

フリガナ イガリ トオル 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

中央検査部門長 臨床研修指導医 

姓 猪狩 名 亨 

フリガナ タジマ ツヨシ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

放射線診療部門長 

 

臨床研修指導医 

 姓 田嶋 名 強 

フリガナ マルオカ ユタカ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

副院長歯科診療科長 

 

臨床研修指導医 

 姓 丸岡 名 豊 

フリガナ ヤマグチ ヨウ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

チーフレジデント 臨床研修指導医 

姓 山口  名 曜 

※ １ページ目の最上欄には、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。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。 



（No.３） 

６．会の構成員の氏名及び開催回数（令和３年度 開催回数２回、ただし研修管理小委員会は毎月開催） 

病院施設番号： ０３０２０８  臨床研修病院の名称： 国立国際医療研究センター病院   

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ モリオカ シンイチロウ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

副医療教育部門長 臨床研修指導医 

姓 森岡 名 慎一郎 

フリガナ ホウジョウ マサユキ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

医療教育部門長 臨床研修指導医 

姓 放生 名 雅章 

フリガナ カジオ ヒロシ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

副院長 臨床研修指導医 

姓 梶尾 名 裕 

フリガナ タマキ タケシ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

皮膚科診療科長 臨床研修指導医 

姓 玉木 名 毅 

フリガナ ヤマダ カズヒコ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 

食道胃外科診療科長 臨床研修指導医 

姓 山田 名 和彦 

フリガナ サコウ アカヒト 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター国府台病院 

総合内科診療科長 臨床研修指導医 

姓 酒匂 名 赤人 

フリガナ ハヤカワ タツロウ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター国府台病院 

精神系統括診療部門長 臨床研修指導医 

姓 早川 名 達郎 

フリガナ カノウ トシカズ 国立研究開発法人国立国際医療研究

センター国府台病院 

臨床研究支援部門長 研修実施責任者 

姓 狩野 名 俊和 

フリガナ イトウ ヨシマサ 秋田県仙北市立角館総合病院 院長 研修実施責任者 

姓 伊藤 名 良正 

フリガナ ハナブサ ヒロオ 医療法人社団 三育会新宿ヒロクリ

ニック 

院長 研修実施責任者 

姓 英 名 裕雄 

※ １ページ目の最上欄には、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。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。 

 



 

 

（No.３） 

６．会の構成員の氏名及び開催回数（令和３年度 開催回数２回、ただし研修管理小委員会は毎月開催） 

病院施設番号： ０３０２０８  臨床研修病院の名称： 国立国際医療研究センター病院   

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヤゴウ ユウゾウ 医療法人社団 優やごうクリニック 理事長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 矢郷 名 祐三 

フリガナ シミズ トシオ 堀ノ内病院 

 

院長 

 

研修実施責任者 

 姓 清水 名 利夫 

フリガナ マツウラ カズヒロ 岩手県立東和病院 

 

院長 

 

研修実施責任者 

 姓 松浦 名 和博 

フリガナ ムナカタ ヒデキ 岩手県立千厩病院 

 

院長 

 

研修実施責任者 

 姓 宗像 名 秀樹  

フリガナ ミゾフチ トシミ 渭南病院 

 

院長 

 

研修実施責任者 

 姓 溝渕 名 敏水  

フリガナ タナカ キミアキ 大井田病院 

 

院長 

 

研修実施責任者 

 姓 田中 名 公章 

フリガナ ウスイ ダイスケ 田野病院 

 

小児科部長 

 

研修実施責任者 

 姓 臼井 名 大介  

フリガナ オオクボ ヒデナオ 大月病院 

 

院長 

 

研修実施責任者 

 姓 大窪 名 秀直  

フリガナ ワダ ユキヒサ 高北国民健康保険病院 院長 研修実施責任者 

姓 和田        名 幸久 

フリガナ サノ マサユキ 本山町立国保嶺北中央病院 院長 研修実施責任者 

姓 佐野 名 正幸  

※ １ページ目の最上欄には、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。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。 

 

６．会の構成員の氏名及び開催回数（令和３年度 開催回数２回、ただし研修管理小委員会は毎月開催） 

病院施設番号： ０３０２０８  臨床研修病院の名称： 国立国際医療研究センター病院   

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ イケダ ミキヒコ 梼原病院 院長 研修実施責任者 

姓 池田 名 幹彦  

フリガナ ショウダ リョウスケ 国立病院機構東埼玉病院 院長 研修実施責任者 

姓 正田 名 良介 

フリガナ ナンゴウ エイシュウ 聖母病院 総合診療科部長 研修実施責任者 

姓 南郷 名 栄秀  

フリガナ オザワ ユウイチ 石井法律事務所 

 

弁護士 

 

外部委員 

 姓 小澤 名 優一 

フリガナ シミズ タカコ 社会福祉法人聖隷福祉事業団 

 

顧問 

 

外部委員 

 姓 清水 名 貴子  

フリガナ シミズ タロウ 獨協医科大学病院 総合診療科診療科長 外部委員 

姓 志水 名 太郎 

  
 

 

  

  
  

  

  
  

  

※ １ページ目の最上欄には、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。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。 

 

 



 


