
（No.1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和元年度開催回数２回） 

  病院施設番号： ０３０２８５  臨床研修病院の名称： 平塚市民病院           

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヤマダ ケンイチロウ 平塚市民病院 病院長 研修管理委員長 

臨床研修指導医 姓   山田 名  健一朗 

フリガナ アツカワ カズヒロ 平塚市民病院 

消化器内科 

副病院長 副研修管理委員長 

臨床研修指導医 姓   厚川 名  和裕 

フリガナ タカギ シュンスケ 平塚市民病院 

循環器内科 

循環器内科部長 臨床研修プログラム責任者兼 

臨床研修指導室長 

臨床研修指導医 

姓 

   高木 

姓 

   俊介 

フリガナ  オオノ  シロウ 研水会 平塚病院 病院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓   大野 名  史郎 

フリガナ  カシワギ ヒロノブ 神奈川県厚生農業協同組合連合

会 伊勢原協同病院 

外科乳腺担当 診療部長 研修実施責任者 

姓   柏木 姓  浩暢 

フリガナ  ナガセ   タケシ 一般社団法人平塚市医師会 

永瀬医院 

理事 

院長 

研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓   永瀬 名  剛司 

フリガナ  ナカマル マサシ 湘南真田クリニック 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓   中丸 名  真志 

フリガナ  キクチ  ヒデユキ 菊池小児科 院長 研修実施責任者 

姓    菊池 名  英之 

フリガナ  クボタ  ワタル 久保田整形外科医院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓    久保田 名  亘 

フリガナ  トウジョウ  マサヒロ とうじょう小児科 院長 研修実施責任者 

姓    東條 姓  雅宏 
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氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  モリタ   ダイ もりた眼科クリニック 院長 研修実施責任者 

姓    森田 名  大 

フリガナ  ウチカド ヒロタケ 湘南いなほクリニック 院長 研修実施責任者 

姓    内門 姓  大丈 

フリガナ  オガタ   ケイ ひまわりレディース＆ 

マタニティクリニック 

院長 研修実施責任者 

 姓    尾形 姓  慶 

フリガナ コミヤマ   マナブ ありがとうみんなファミリーク

リニック平塚 

院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓   小宮山 姓  学 

フリガナ  ハマノ   ヒトシ はまの内科・脳神経クリニック 院長 研修実施責任者 

 姓   浜野 姓  均 

フリガナ  タニグチ シロウ 横内中央医院 院長 研修実施責任者 

 姓   谷口 姓  志郎 

フリガナ  クボタ   タケシ 内科・久保田医院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓   久保田 姓   毅 

フリガナ  ムカワ ケンイチロウ 武川医院 院長 研修実施責任者 

姓   武川 名 賢一郎 

フリガナ  ミタ ヒロシ 平塚市民病院 副病院長兼事務局長 事務部門の責任者 

姓  三田 名 浩史 

フリガナ  ヤマザキ シンイチ 平塚市消防本部 

消防救急課 

消防次長兼消防救急課長 外部委員 

姓  山崎 名  伸一 

フリガナ  ミヤザキ ヒロミチ 平塚市民病院 

脳神経外科 

副病院長兼医療安全管理部長 臨床研修指導医 

姓  宮崎 名 宏道 

フリガナ ナカガワ モトヒト 平塚市民病院 

外科 

診療部長 臨床研修指導医 

姓  中川 名 基人 
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氏名 所属 役職 備考 

フリガナ マツバラ タカシ 平塚市民病院 

循環器内科 

診療部長 臨床研修指導医 

姓  松原 名  隆 

フリガナ  モトタニ  ナオコ 平塚市民病院 

看護科 

副病院長兼看護部長 指導者 

姓  本谷 名  菜穂子 

フリガナ  タカダ ミユキ 平塚市民病院 

薬剤科 

薬剤部長 指導者 

姓  高田 名  みゆき 

フリガナ  イソガイ  マコト 平塚市民病院 

リハビリテーション技術科 

医療技術部長 指導者 

姓  磯谷 姓  誠 

フリガナ  ノガミ マサシ 平塚市民病院 

病院総務課 

病院総務課長 指導者 

姓  野上  名  正志 

※ 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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