
（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３回） 

  病院施設番号：030480     臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院      

フリガナ  マツバラ タメヒト 公益社団法人京都保健会京都民

医連中央病院 

院長 研修管理委員長 

臨床研修指導医 姓 松原 名 為人 

フリガナ イノウエ ヨシモト 公益社団法人京都保健会京都民

医連中央病院 

科長 プログラム責任者 

臨床研修指導医 姓 井上 名 賀元 

フリガナ タナカ ノリアキ 公益社団法人京都保健会京都民

医連中央病院 

副院長  

姓 田中 名 憲明 

フリガナ ナカガワ ヒロカズ 公益社団法人京都保健会京都民

医連中央病院 

副院長 臨床研修指導医 

姓 中川 名 洋寿 

フリガナ トットリ ヒロアキ 公益社団法人京都保健会京都民

医連中央病院 

医長 臨床研修指導医 

姓 鳥取 名 洋昭 

フリガナ アンドウ イチロウ 公益社団法人京都保健会京都民

医連中央病院 

科長 臨床研修指導医 

姓 安東 名 一郎 

フリガナ フルイタ ノリコ 公益社団法人京都保健会京都民

医連中央病院 

医長 臨床研修指導医 

姓 古板 名 規子 

フリガナ ヤマモト ミカ 公益社団法人京都保健会京都民

医連中央病院 

副看護部長 指導者 

姓 山本 名 美佳 

フリガナ ニシダ トキコ 公益社団法人京都保健会京都民

医連中央病院 

事務次長 事務部門の責任者 

姓 西田 名 時子 

フリガナ フクダ ワタル 京都第一赤十字病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 福田 名  亙 

 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（令和 ２年度 開催回数３回） 

  病院施設番号：030480     臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院     

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ シミズ サトシ 特定医療法人健康会 新京都南

病院 

院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 清水 名 聡 

フリガナ ヤク ヒトシ 京都府立医科大学附属病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 夜久 名 均 

フリガナ テラサカ ユウスケ 社会福祉法人京都社会事業財団 

京都桂病院 

室長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 寺坂 名 勇亮 

フリガナ オオヤ リョウ 医療法人同仁会 耳原総合病院 部長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 大矢 名 亮 

フリガナ ナカタ ヒトシ 尼崎医療生活協同組合 尼崎医

療生協病院 

医長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 中田 名 均 

フリガナ ヤマニシ コウゾウ 社会医療法人健生会 土庫病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 山西 名 行造 

フリガナ オチアイ コウタ 公益財団法人淀川勤労者厚生協

会 西淀病院 

副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 落合 名 甲太 

フリガナ ハタ ノブヒロ 和歌山中央医療生活協同組合 

和歌山生協病院 

部長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 畑 名 伸弘 

フリガナ ミヤガワ タクヤ 公益社団法人信和会 京都民医

連あすかい病院 

医長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 宮川 名 卓也 

フリガナ ミヤノ エイゾウ 社会医療法人平和会 吉田病院 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 宮野 名 栄三 

 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（令和 ２年度 開催回数３回） 

  病院施設番号：030480     臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院     

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  タカキ ユキオ 公益社団法人京都保健会 上京

診療所 

所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 高木 名 幸夫 

フリガナ  タナカ ヨシヒロ 公益社団法人信和会 川端診療

所 

所長 研修実施責任者 

姓 田中 名 義浩 

フリガナ ミズノ タカモト 公益社団法人信和会 東山診療

所 

所長 研修実施責任者 

姓 水野 名 隆元 

フリガナ フジモト シンジ 公益社団法人信和会 大宅診療

所 

所長 研修実施責任者 

性 藤本 名 眞次 

フリガナ タマキ チサト 公益社団法人京都保健会 京都

協立病院 

院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 玉木 名 千里 

フリガナ テラモト ケイイチ 公益社団法人京都保健会 ふく

ちやま協立診療所 

所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 寺本 名 敬一 

フリガナ カワサキ シゲル 公益社団法人京都保健会 たん

ご協立診療所 

所長 研修実施責任者 

姓 川崎 名 繁 

フリガナ タカツカ コウジロウ 公益社団法人京都保健会 まい

づる協立診療所 

所長 研修実施責任者 

姓 高塚 名 光二郎 

フリガナ キヨス ハヤキ 公益社団法人京都保健会 吉祥

院病院 

院長 研修実施責任者 

姓 清州 名 早紀 

フリガナ オダガキ アイコ 公益社団法人京都保健会 吉祥

院こども診療所 

所長 研修実施責任者 

姓 小田垣 名 愛子 

 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。 
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（No.4） 

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：030480     臨床研修病院の名称：京都民医連中央病院        

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ スガノ トモコ 公益社団法人京都保健会 かど

の三条こども診療所 

所長 研修実施責任者 

 姓 菅野 名 知子 

フリガナ サワダ イヅミ 公益社団法人京都保健会 仁和

診療所 

所長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 澤田 名 いづみ 

フリガナ タカハシ アキラ 公益社団法人京都保健会 春日

診療所 

所長 研修実施責任者 

性 高橋 名 朗 

フリガナ ミヤオカ ヒロユキ 公益社団法人京都保健会 京都

民医連太子道診療所 

所長 研修実施責任者 

姓 宮岡 名 博之 

フリガナ ミキ ショウサク 公益社団法人京都保健会 京都

民医連中央病院 

 外部委員（中右京健康友の会） 

姓 三木 名 昭作 

フリガナ タカシマ ヒロフミ 公益社団法人京都保健会 京都

民医連中央病院 

 外部委員（右京医師会） 

姓 高島 名 啓文 

フリガナ     

姓  名 

フリガナ     

姓  名 

フリガナ     

姓  名 

フリガナ     

姓  名  

 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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