
（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 4回） 

  病院施設番号：030430        臨床研修病院の名称：刈谷豊田総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヨシダ    ノリオ 刈谷豊田総合病院 臨床研修センター 総括 

院長代理 

研修管理委員長 

臨床研修指導医 姓  吉田 名  憲生 

フリガナ ニワ     ヒサヨシ 刈谷豊田総合病院 参事、脳神経内科 部長 研修管理委員会 副委員長 

臨床研修指導医 姓  丹羽 名  央佳 

フリガナ タナカ    モリツグ 刈谷豊田総合病院 病院長 臨床研修指導医 

姓  田中 名  守嗣 

フリガナ ハマジマ   エイジ 刈谷豊田総合病院 院長代理 臨床研修指導医 

姓  濱島 名  英司 

フリガナ ヤマダ    タツヤ 刈谷豊田総合病院 事務部長 事務部門の責任者 

姓  山田 名  達也 

フリガナ マツバラ   ユウジ 刈谷豊田総合病院 副院長、整形外科 統括部長 臨床研修指導医 

 姓  松原 名  祐二 

フリガナ コバヤシ   ケンジ 刈谷豊田総合病院 副院長、外科 統括部長 臨床研修指導医 

姓  小林 名  建司 

フリガナ ナカエ    ヤスユキ 刈谷豊田総合病院 副院長、総合内科 部長 臨床研修指導医 

姓  中江 名  康之 

フリガナ イソワ    ヒデコ 刈谷豊田総合病院 看護部長 臨床研修指導医 

姓  磯和 名  秀子 

フリガナ タケダ    ナオヤ 刈谷豊田総合病院 呼吸器内科 部長 

臨床研修センター センター長 

臨床研修指導医 

プログラム責任者 姓  武田 名  直也 

フリガナ カミオカ   ツグオ 刈谷豊田総合病院 消化器内科 部長 臨床研修指導医 

姓  神岡 名  諭郎 
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（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 4回） 

  病院施設番号：030430        臨床研修病院の名称：刈谷豊田総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ナイキ   ミキト 刈谷豊田総合病院 耳鼻咽喉科 部長 臨床研修指導医 

姓  内木 名  幹人  

フリガナ ヤマウチ  ヒロキ 刈谷豊田総合病院 麻酔科 部長 臨床研修指導医 

姓  山内 名  浩揮 

フリガナ アンドウ  マサキ 刈谷豊田総合病院 救命救急センター センター長 臨床研修指導医 

姓  安藤 名  雅樹 

フリガナ ハラダ    ミツノリ 刈谷豊田総合病院 循環器内科 部長 臨床研修指導医 

姓  原田 名 光徳   

フリガナ ミズノ    タツオ 刈谷豊田総合病院 糖尿病・内分泌内科 部長 臨床研修指導医 

姓  水野 名 達央  

フリガナ ヤマモト   ミノル 刈谷豊田総合病院 消化器外科 部長 臨床研修指導医 

姓  山本 名 稔   

フリガナ ユキウエ   ハルヒロ 刈谷豊田総合病院 呼吸器外科 部長 臨床研修指導医 

姓  雪上 名  晴弘   

フリガナ カワグチ   ノブコ 刈谷豊田総合病院 乳腺外科 部長 臨床研修指導医 

姓  川口 名  暢子 

フリガナ サイトウ   タカユキ 刈谷豊田総合病院 心臓血管外科 部長 臨床研修指導医 

姓  斉藤 名  隆之   

フリガナ キタセ    マサノリ 刈谷豊田総合病院 放射線科 部長 臨床研修指導医 

姓  北瀬 名  正則 

フリガナ ニシザワ   トシヒサ 刈谷豊田総合病院 脳神経外科 部長 臨床研修指導医 

姓  西澤 名  俊久 
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（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 4回） 

  病院施設番号：030430        臨床研修病院の名称：刈谷豊田総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ コンドウ   アツヤ 刈谷豊田総合病院 泌尿器科 部長 臨床研修指導医 

姓  近藤 名  厚哉 

フリガナ マエダ    タマキ 刈谷豊田総合病院 皮膚科 医員 皮膚科指導医 

姓  前田 名  珠希 

フリガナ モクノ    クミコ 刈谷豊田総合病院 眼科 部長 臨床研修指導医 

姓  杢野 名  久美子  

フリガナ オグチ    カズヨ 刈谷豊田総合病院 リハビリテーション科 部長 臨床研修指導医 

姓  小口 名  和代  

フリガナ ヤマダ     ミドリ 刈谷豊田総合病院 小児科 部長 臨床研修指導医 

姓  山田    緑 

フリガナ ウメヅ     トモカズ 刈谷豊田総合病院 産婦人科 部長 臨床研修指導医 

姓  梅津 名  朋和 

フリガナ カジノ     トモヨ 刈谷豊田総合病院 疼痛緩和ケア科 部長 臨床研修指導医 

姓  梶野 名  友世 

フリガナ ヨネヤマ   アキコ 刈谷豊田総合病院 病理診断科 医長 病理指導医 

姓  米山 名  亜紀子 

フリガナ イマダ     カズミ 高浜豊田病院 院長  

姓  今田 名  数実 

フリガナ モクノ       シンジ 高浜豊田病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（地域医療） 姓  杢野 名  晋司 

フリガナ コヤマ    カツシ 刈谷豊田東病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（地域医療） 姓  小山 名  勝志   
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（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 4回） 

  病院施設番号：030430        臨床研修病院の名称：刈谷豊田総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ミウラ     マサナオ ハビリス一ツ木 施設長 臨床研修指導医 

姓  三浦 名  政直 

フリガナ アンドウ     カツヒサ 刈谷病院 病棟部長 研修実施責任者 

臨床研修指導医（精神科） 姓  安藤 名  勝久 

フリガナ スズキ     カズマサ さくらクリニック 院長 外部委員 

姓  鈴木 名  一正 

フリガナ キンバラ    ヒロシ 刈谷市教育委員会 教育長 外部委員 

姓  金原 名  宏 

フリガナ フジイ     タカシ   外部委員 

姓  藤井 名  孝 

フリガナ タキモト    ノリオ 刈谷豊田総合病院 薬剤部 部長  

姓  滝本 名  典夫  

フリガナ オオシマ    タケシ 刈谷豊田総合病院 臨床検査科 部長  

姓  大嶋 名  剛史  

フリガナ コウノ     ヤスヒサ 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 部長  

姓  河野 名  泰久 

フリガナ イワナガ    ショウ 刈谷豊田総合病院 初期研修医 2年目 初期研修医代表 

姓  岩永 名  渉 

フリガナ  ヤジマ    キョウカ 刈谷豊田総合病院 初期研修医 1年目 初期研修医代表 

姓  矢島 名  京佳 

※ 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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