
（No.1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2020年度開催回数 3回） 

  病院施設番号：040061        臨床研修病院の名称：医療法人医誠会 医誠会病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ハスイケ ヤスノリ 医療法人医誠会 医誠会病院 院長補佐 

消化器外科 部長 

臨床研修管理委員会 委員長 

プログラム責任者 姓 蓮池 名 康徳 

フリガナ マツモト カツミ 医療法人医誠会 医誠会病院 病院長 

脳卒中センター長 センター長 

臨床研修管理委員会 副委員長 

 姓 松本 名 勝美 

フリガナ タナカ トオル 医療法人医誠会 医誠会病院 麻酔科 主任部長 指導医 

姓 田中 姓 暢 

フリガナ モリタ リュウヘイ 医療法人医誠会 医誠会病院 副院長 

総合診療センター センター長 

指導医 

姓 森田 姓 龍平 

フリガナ マスダ ヒロシ 医療法人医誠会 医誠会病院 糖尿病内科 部長 指導医 

姓 増田 名 浩史 

フリガナ ツチダ ヤスアキ 医療法人医誠会 医誠会病院 病理診断科 医長 

病理検査センター 

上級医 

姓 土田 名 泰昭 

フリガナ フクチ タクミ 医療法人医誠会 医誠会病院 消化器内科 主任部長 

消化器内科/内視鏡センター センター長 

指導医 

姓 福知 名 工 

フリガナ トヤマ ヤスユキ 医療法人医誠会 医誠会病院 循環器内科 主任部長 

心臓血管センター センター長代行 

指導医 

姓 外山 名 康之 

フリガナ モリ ヨシヒロ 医療法人医誠会 医誠会病院 消化器外科 医長 

消化器センター 

指導医 

姓 森 名 至弘 

フリガナ オカダ アユミ 医療法人医誠会 医誠会病院 形成・美容外科 医長 上級医 

姓 岡田 名 愛弓 

※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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  病院施設番号：040061        臨床研修病院の名称：医療法人医誠会 医誠会病院                  

 

 

 

 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ サヤマ マサヒロ 医療法人医誠会 医誠会病院 整形外科 医長 上級医 

姓 猿山 名 雅博 

フリガナ モウリ ケイジ 医療法人医誠会 医誠会病院 呼吸器内科 部長 指導医 

姓 毛利 名 圭二 

フリガナ ヤスイ タイガ 医療法人医誠会 医誠会病院 救急診療科 部長 

 

上級医 

姓 安井 名 大雅 

フリガナ タカダ ヤスヒロ 医療法人医誠会 医誠会病院 放射線治療科 部長 指導医 

姓 高田 名 康弘 

フリガナ ミネマツ カズオ 医療法人医誠会 医誠会病院 医療法人医誠会 理事・臨床顧問 上級医 

姓 峰松 名 一夫 

フリガナ タハラ ハルミ 医療法人医誠会 医誠会病院 医療法人医誠会 理事・臨床顧問 看護部門代表者 

姓 田原 名 晴美 

フリガナ タムラ カズコ 医療法人医誠会 医誠会病院 看護部 師長 

医療安全管理室 

看護部門代表者 

姓 田村 名 一子 

フリガナ ヒガシ マナミ 医療法人医誠会 医誠会病院 看護部 師長 

感染管理認定 

看護部門代表者 

姓 東 名 麻奈美 

フリガナ タジマ ナオト 医療法人医誠会 医誠会病院 臨床検査科 統括次長 コメディカル代表者 

姓 田島 名 直人 

フリガナ クロダ   マイコ 医療法人医誠会 医誠会病院 医療法人医誠会 医師対策部 

医誠会病院 臨床研修管理室 

事務部門代表者 

姓 黒田 名 舞子 
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（No.3） 

  病院施設番号：040061        臨床研修病院の名称：医療法人医誠会 医誠会病院                  

 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ アカイ ケイジ 赤井クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 赤井 名 啓二 

フリガナ ヒジヤ カズユキ 土屋医院 院長 研修実施責任者 

姓 土屋 名 和之 

フリガナ ニイ ヤスオ 新居脳神経外科クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 新居 名 康夫 

フリガナ オカベ トシオ 岡部内科クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 岡部 名 登志男 

フリガナ バン ヒデトシ ばん呼吸器内科クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 伴 名 秀利 

フリガナ ツジ マサズミ 辻クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 辻 名 正純 

フリガナ ニシダ ヨシフミ 西田医院 院長 研修実施責任者 

姓 西田 名 佳史 

フリガナ ゴトウ ヤスカズ ごとう内科・消化器内科 院長 研修実施責任者 

姓 後藤 名 靖和 

フリガナ フクダ サトシ ふくだ形成外科クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 福田 名 智 
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（No.4） 

  病院施設番号：040061        臨床研修病院の名称：医療法人医誠会 医誠会病院                  

 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ イワタ ノリオ 摂津医誠会病院  研修実施責任者 

姓 岩田 名 徳男 

フリガナ カネコ カズナリ 関西医科大学付属病院 医学部 小児科学講座 教授 

卒後臨床研修センター センター長 

研修実施責任者 

姓 金子 名 一成 

フリガナ オカダ エイコウ 関西医科大学付属病院 医学部 産科学・婦人科学講座 教授 研修実施責任者 

姓 岡田 名 英考 

フリガナ キノシタ トシヒコ 関西医科大学付属病院 精神神経科診療部長、教授 

卒後臨床研修センター 副センター長 

研修実施責任者 

姓 木下 名 利彦 

フリガナ フジタ ヒサノリ 大阪大学 

レーザーエネルギー学研究センター 

元・准教授 外部委員 

姓 藤田 姓 尚徳 

フリガナ モンデン タクシ 介護老人保健施設 エスペラル東淀川 施設長 研修実施責任者 

姓 門田 姓 卓士 

フリガナ サイトウ タカシ 東春病院 院長 研修実施責任者 

姓 齋藤 名 隆司 
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