
（別紙１）

（No.　１　）

所属 役職 備考

名　　　雅樹姓　　　中山

フリガナ　ナカヤマ　マサキ

※　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。欄が足りない場合は、No.2以降のシートをご使用ください。

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和２年度開催回数　３回）

病院施設番号：０３０５８２　　臨床研修病院の名称：奈良県総合医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　　

フリガナ　アカイ　ヤスヒロ

名　　　靖宏姓　　　赤井

フリガナ　ニシムラ　キミオ

名　　　公男姓　　　西村

フリガナ　ムラセ　ナガコ

名　　　永子姓　　　村瀬

フリガナ　カミノ　アキヒト

姓　　　紙野 名　　　晃人

フリガナ　モリモト　カツヒコ

名　　　勝彦

フリガナ　カワテ　ケンジ

名　　　健次

フリガナ　オカザキ　アイコ

姓　　　岡﨑 名　　　愛子

姓　　　川手

西奈良中央病院 院長 研修実施責任者、指導医

氏名

フリガナ　マツヤマ　タケシ

名　　　武

フリガナ　ヒサナガ　ミチヨシ

名　　　倫聖

奈良県立医科大学附属病院 臨床研修センター長 研修実施責任者、指導医

高の原中央病院 院長 研修実施責任者、指導医

奈良医療センター 特命副院長

やまと精神医療センター 院長 研修実施責任者、指導医

奈良県総合リハビリテーションセンター 院長 研修実施責任者、指導医

南奈良総合医療センター
副院長
教育研修センター長

研修実施責任者、指導医

奈良県西和医療センター
腎臓内科部長
臨床研修医支援室長

研修実施責任者、指導医
姓　　　森本

研修実施責任者、指導医

奈良県総合医療センター
副院長
救命救急センター長

プログラム責任者、研修管理委員長、指導医
姓　　　松山

済生会奈良病院 院長 研修実施責任者、指導医
姓　　　久永



（別紙１）

（No.　２　）

所属 役職 備考

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和２年度開催回数　３回）

病院施設番号：０３０５８２　　臨床研修病院の名称：奈良県総合医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名

フリガナ　サイトウ　キヨヒサ
西の京病院 院長 研修実施責任者、指導医

姓　　　齊藤 名　　　精久

フリガナ　ヨネザワ　タイジ
阪奈中央病院 院長 研修実施責任者、指導医

姓　　　米澤 名　　　泰司

フリガナ　ヤマグチ　ミカ
奈良西部病院 脳神経内科医長 研修実施責任者、指導医

姓　　　山口 名　　　美香

フリガナ　ミズノ　ワタル
おかたに病院 副院長 研修実施責任者、指導医

姓　　　水野 名　　　渉

フリガナ　ハヤシ　トシヒロ
あやめ池診療所 所長 研修実施責任者、指導医

姓　　　林 名　　　俊宏

フリガナ　サイトウ　マサヒロ
いこま駅前クリニック 所長 研修実施責任者、指導医

姓　　　齋藤 名　　　昌宏

フリガナ　アサクラ　ケンタロウ
大福診療所 所長 研修実施責任者、指導医

姓　　　朝倉 名　　　健太郎

フリガナ　ドイ　マチコ
河合診療所 所長 研修実施責任者、指導医

姓　　　土井 名　　　真知子

フリガナ　タナカ　アケミ
ならやま診療所 所長 研修実施責任者、指導医

姓　　　田中 名　　　明美

※　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。

フリガナ　タナカ　シゲキ
佐保川診療所 所長 研修実施責任者、指導医

姓　　　田中 名　　　茂樹



（別紙１）

（No.　３　）

所属 役職 備考

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和２年度開催回数　３回）

病院施設番号：０３０５８２　　臨床研修病院の名称：奈良県総合医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名

フリガナ　オカモト　テツ
とみお診療所 所長 研修実施責任者、指導医

姓　　　岡本 名　　　撤

フリガナ　ヨシカワ　トモコ
高畑診療所 所長 研修実施責任者、指導医

姓　　　吉川 名　　　智子

フリガナ　タカギ　ヨシアキ
夕陽ヶ丘診療所 所長 研修実施責任者、指導医

姓　　　髙木 名　　　美昭

フリガナ　ハヤシ　リョウスケ
樹陽法律事務所 弁護士 外部委員

姓　　　林 名　　　良介

フリガナ　キクチ　エイリョウ
奈良県総合医療センター 院長 病院の管理者

姓　　　菊池 名　　　英亮

フリガナ　ナカムラ　フミヒコ
奈良県総合医療センター

臨床検査部長
輸血部長

副プログラム責任者、指導医
姓　　　中村 名　　　文彦

フリガナ　ムラタ　ショウジ
奈良県総合医療センター

特命院長補佐
事務部長

事務部門の責任者
姓　　　村田 名　　　庄司

フリガナ　スギモト　カズヤ
奈良県総合医療センター 副院長 指導医

姓　　　杉本 名　　　和也

フリガナ　コウ　サイホウ
奈良県総合医療センター

副院長
消化器・肝胆膵外科部長

指導医
姓　　　高 名　　　済峯

※　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。

フリガナ　シモムラ　トシユキ
奈良県総合医療センター 副院長 指導医

姓　　　下村 名　　　俊行



（別紙１）

（No.　４　）

所属 役職 備考

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和２年度開催回数　３回）

病院施設番号：０３０５８２　　臨床研修病院の名称：奈良県総合医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名

フリガナ　ハシモト　ヒロユキ
奈良県総合医療センター

副院長
脳神経センター長

指導医
姓　　　橋本 名　　　宏之

フリガナ　キタ　ツネカズ
奈良県総合医療センター 周産期母子医療センター長 指導医

姓　　　喜多 名　　　恒和

フリガナ　ヤマナカ　イチロウ
奈良県総合医療センター 心臓血管センター長 指導医

姓　　　山中 名　　　一朗

フリガナ　カワタ　ヒロユキ
奈良県総合医療センター 循環器内科部長 指導医

姓　　　川田 名　　　啓之

フリガナ　イトウ　タケフミ
奈良県総合医療センター 呼吸器内科部長 指導医

姓　　　伊藤 名　　　武文

フリガナ　ナカタニ　トシヤ
奈良県総合医療センター 消化器内科部長 指導医

姓　　　中谷 名　　　敏也

フリガナ　マツイ　マサル
奈良県総合医療センター 腎臓内科部長 指導医

姓　　　松井 名　　　勝

フリガナ　ウエジマ　マサカズ
奈良県総合医療センター 糖尿病・内分泌内科部長 指導医

姓　　　上嶋 名　　　昌和

フリガナ　ヤギ　ヒデオ
奈良県総合医療センター 血液・腫瘍内科部長 指導医

姓　　　八木 名　　　秀男

※　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。

フリガナ　マエダ　コウイチ
奈良県総合医療センター 感染症内科部長 指導医

姓　　　前田 名　　　光一



（別紙１）

（No.　５　）

所属 役職 備考

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和２年度開催回数　３回）

病院施設番号：０３０５８２　　臨床研修病院の名称：奈良県総合医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名

フリガナ　カワハラ　マコト
奈良県総合医療センター 脳神経内科部長 指導医

姓　　　川原 名　　　誠

フリガナ　ウエムラ　　ヒデキ
奈良県総合医療センター 精神科部長 指導医

姓　　　上村 名　　　秀樹

フリガナ　サドウ　トシユキ
奈良県総合医療センター 産婦人科部長 指導医

姓　　　佐道 名　　　俊幸

フリガナ　ヨシダ　サヤカ
奈良県総合医療センター 小児科部長 指導医

姓　　　吉田 名　　　さやか

フリガナ　ミノワ　ヒデキ
奈良県総合医療センター 新生児集中治療部長 指導医

姓　　　箕輪 名　　　秀樹

フリガナ　クズモト　ナオヤ
奈良県総合医療センター 麻酔科部長 指導医

姓　　　葛本 名　　　直哉

フリガナ　セキ　クニヒコ
奈良県総合医療センター 救急科部長 指導医

姓　　　關 名　　　匡彦

フリガナ　ハマダ　アスカ
奈良県総合医療センター 看護部看護副部長 看護部門代表

姓　　　濱田 名　　　明日香

フリガナ　フクタニ　マリコ
奈良県総合医療センター 看護部師長 看護部門代表

姓　　　福谷 名　　　まり子

※　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。

フリガナ　イクシマ　ヒデキ
奈良県総合医療センター 薬剤部長 メディカル部門責任者

姓　　　生島 名　　　繁樹



（別紙１）

（No.　６　）

所属 役職 備考

※　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。

フリガナ

姓 名

フリガナ

姓 名

フリガナ

姓 名

フリガナ

姓 名

フリガナ

姓 名

フリガナ

姓 名

フリガナ

姓 名

フリガナ　モリ　タカヒロ
奈良県総合医療センター 研修医代表 研修医代表

姓　　　森 名　　　宇宏

メディカル部門責任者
姓　　　中田 名　　　恵美子

フリガナ　タカギ　ミツル
奈良県総合医療センター 放射線部技師長 メディカル部門責任者

姓　　　髙木 名　　　充

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和２年度開催回数　３回）

病院施設番号：０３０５８２　　臨床研修病院の名称：奈良県総合医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名

フリガナ　ナカタ　エミコ
奈良県総合医療センター 臨床検査部技師長


