
（No.1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2019 年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号：030291      臨床研修病院の名称：海老名総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ﾊｯﾄﾘ     ﾄﾓﾀｶ 海老名総合病院 病院長 臨床研修管理委員会委員長 

姓 服部 名 智任 

フリガナ ﾐﾉｳﾗ     ｶﾂﾉﾘ 海老名総合病院 小児科部長 臨床研修管理委員会副委員長 

姓 箕浦 名 克則 

フリガナ ﾐﾔﾏｴ      ﾀｸ 海老名総合病院 外科部長 指導医 

姓 宮前 名 拓 

フリガナ ﾋﾋﾞﾉ      ﾀｹﾉﾘ 海老名総合病院 総合診療科部長代理 指導医 

プログラム責任者 姓 日比野 名 壮功 

フリガナ ｸﾆｼｹﾞ     ｺｳｼﾞ 海老名総合病院 産婦人科医長 指導医 

姓 國重 名 浩二 

フリガナ ﾖｼﾀﾞ     ﾖｼﾕｷ 海老名総合病院 放射線科医長 指導医 

姓 吉田 名 慶之 

フリガナ ｲﾅｾ      ﾏｻﾐ 海老名総合病院 消化器内科部長代理 指導医 

姓 稲瀨 名 誠実 

フリガナ ｲﾉｸﾁ      ｻﾀﾞｷ 海老名総合病院 救急科 顧問 

姓 猪口 名 貞樹 

フリガナ ﾖｼﾀﾞ      ｸﾐｴ 海老名総合病院 看護部科長  

姓 吉田 名 久美恵 

フリガナ ﾋｷ      ｹﾝｲﾁ 海老名総合病院 管理部部長  

姓 樋木 名 健一 

※ 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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（No.2） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2019 年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号：030291      臨床研修病院の名称：海老名総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ﾅｶﾀ     ｼｮｳｺﾞ 法人本部 医師人事課長  

姓 中田 名 昇吾 

フリガナ ｳﾒｻﾞﾜ    ﾘｮｳ 海老名総合病院 管理課係長  

姓 梅沢 名 亮 

フリガナ ｱｻｲ      ﾖｳｺ 海老名総合病院 管理課主任  

姓 浅井 名 陽子 

フリガナ ｼﾞｮｳｸﾗ    ﾀｹｼ 横浜市立脳卒中・神経脊椎センタ

ー 

副院長 研修実施責任者 

姓 城倉 名 健 

フリガナ ｲｼｲ      ﾀﾂﾉﾘ 相模台病院 診療部長 研修実施責任者 

姓 石井 名 達範 

フリガナ ﾜﾀﾅﾍﾞ     ﾏｻﾋｺ 東海大学医学部附属病院 病院長 研修実施責任者 

姓 渡辺 名 雅彦 

フリガナ ﾀﾄﾞｺﾛ     ﾋﾛｼ 座間総合病院 副院長 研修実施責任者 

姓 田所 名 浩 

フリガナ ﾐｼﾏ      ﾋﾃﾞﾔｽ 東埼玉総合病院 病院長 研修実施責任者 

姓 三島 名 秀康 

フリガナ ｵｵﾂﾎﾞ     ﾀｹﾋﾄ 聖マリアンナ医科大学病院 病院長 研修実施責任者 

姓 大坪 名 毅人 

フリガナ ﾜﾀﾅﾍﾞ     ｼｹﾞｷ 海老名メディカルプラザ 院長 研修実施責任者 

姓 渡邉 名 茂樹 

※ 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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（No.3） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2019 年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号：030291      臨床研修病院の名称：海老名総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ﾀｶﾊｼ      ﾕｳｲﾁﾛｳ 腎健クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 髙橋 姓 裕一郎 

フリガナ ﾎﾞｸ      ｻﾞｲｾﾞﾝ 海老名呼吸器科クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 朴 名 在善 

フリガナ ﾀｼﾞﾏ     ﾋﾛﾄ 海老名田島クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 田島 名 博人 

フリガナ ﾊﾅｼ     ﾕｷﾄｼ 葉梨整形外科 院長 研修実施責任者 

姓 葉梨 名 之紀 

フリガナ ﾔﾏﾓﾄ     ｲｿﾄｼ 湘南真田クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 山本 名 五十年 

フリガナ ｱﾗｵｶ     ｺｳｽｹ 下田メディカルセンター 医局長 研修実施責任者 

姓 荒岡 名 浩輔  

フリガナ ﾉｼﾞﾏ     ﾀﾞｲｽｹ さがみ野内科・呼吸器クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 野島 名 大輔 

フリガナ ﾅｶｼﾞﾏ     ﾀｶﾕｷ   綾瀬消化器内科クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 中島 名 貴之  

フリガナ ﾀﾅｶ      ｴｲﾀﾛｳ 海老名西口糖尿病クリニック 院長 研修実施責任者 

姓 田中 名 栄太郎 

    

  

※ 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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