
（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２年度開催回数 1回） 

  病院施設番号：030334    臨床研修病院の名称： 福井赤十字病院   

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ タカギ ハルキ 
福井赤十字病院 院長 研修管理委員長 

姓 髙木 名 治樹 

フリガナ コニシ ヤスヒコ 
京都大学医学部・附属病院 教授 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 小西 名 靖彦 

フリガナ ヨシダ ユキヒコ 
名古屋第二赤十字病院 副院長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 吉田 名 幸彦 

フリガナ タケガミ テツロウ 
京都第一赤十字病院 救急科部長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 竹上 名 徹郎 

フリガナ ヤマモリ ショウジ 
公益財団法人 松原病院 院長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 山森 名 正二 

フリガナ オオサト カズオ 
福井循環器病院 院長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 大里 名 和雄 

フリガナ  ネモト トモユキ 
越前町国民健康保険織田病院  院長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 根本 名 朋幸 

フリガナ  アキノ  ヒロノブ 独立行政法人地域医療機能推進機構 

若狭高浜病院 
院長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 秋野 名 裕信 

フリガナ オオニシ ヨシユキ 

福井県丹南健康福祉センター  所長 研修管理委員・研修実施責任者 
姓 大西 名 良之 

※ 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） 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ムトウ シン 
福井県赤十字血液センター 所長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 武藤 名 眞 

フリガナ イベ アキヒロ 
福井県医師会  理事 研修管理委員・外部委員 

姓 伊部 名 晃裕 

フリガナ スギサカ ナツコ 
医療法人 厚生会 福井厚生病院 センター長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 杉坂 名 夏子 

フリガナ ハギノ マサキ 
南越前町国民健康保険今庄診療所 所長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 萩野 名 正樹 

フリガナ モリ ミツホ 
国民健康保険 池田町診療所 所長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 森 名 満穂 

フリガナ ナカガワ ヒロキ 
医療法人福仁会 福仁会病院 理事長兼院長 研修管理委員・研修実施責任者 

姓 中川 名 博幾 

フリガナ タカノ セイイチロウ 
福井赤十字病院 副院長・神経内科部長 プログラム責任者・研修管理委員 

姓 髙野 名 誠一郎 

フリガナ コマツ カズト 
福井赤十字病院 副院長・腎臓泌尿器科部長 研修管理委員 

姓 小松 名 和人 

フリガナ イマムラ シン 
福井赤十字病院 副院長 研修管理委員 

姓 今村 名 信 

フリガナ カミヤ ケンイチ 

福井赤十字病院 内科部長 研修管理委員 
姓 神谷 名 健一 
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氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ドウジョウ マナブ 
福井赤十字病院 総合診療科部長 研修管理委員 

姓 道上 名 学 

フリガナ ヨシダ ヒロユキ 
福井赤十字病院 循環器内科部長 研修管理委員 

姓 吉田 名 博之 

フリガナ フクオカ タダシ 
福井赤十字病院 麻酔科部長 研修管理委員 

姓 福岡 名 直 

フリガナ シマダ ヨシミツ 
福井赤十字病院 救急部長 研修管理委員 

姓 嶋田 名 喜充 

フリガナ ワタナベ ヤスヒロ 
福井赤十字病院 小児科部長 研修管理委員 

姓 渡邉 名 康宏 

フリガナ タジマ キミヒサ 
福井赤十字病院 産婦人科部長 研修管理委員 

姓 田嶋 名 公久 

フリガナ キムラ ショウジ 
福井赤十字病院 事務部長 研修管理委員・事務部門の責任者 

姓 木村 名 正二 

フリガナ ウチダ トモミ 
福井赤十字病院 副院長・看護部長 研修管理委員 

姓 内田 名 智美 

フリガナ オガワ ジュンヤ 
福井赤十字病院 薬剤部長 研修管理委員 

姓 小川 名 純也 

フリガナ カワシマ ユウイチ 

福井赤十字病院 人事課長 研修管理委員 
姓 川島 名 勇一 
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