
（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：030932      臨床研修病院の名称：福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ オオキ シンジ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

農村健診センター 

病院長 

 

センター長 

指導医 

 

研修実施責任者、指導医 

姓 大木 名 進司 

フリガナ サイトウ トミヨシ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

副院長兼第二内科部長 研修管理委員長、指導医 

プログラム責任者 姓 齋藤 名 富善 

フリガナ オカモト ヒロマサ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

副院長兼第一内科部長 副プログラム責任者、指導医 

姓 岡本 名 裕正 

フリガナ マエハラ カズヒラ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

名誉院長 指導医 

姓 前原 名 和平 

フリガナ ミタ マサユキ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

副院長兼血液腫瘍センター長 指導医 

 姓 三田 名 正行 

フリガナ スズキ ミキオ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

副院長兼手術部長 

 

指導医 

 姓 鈴木 名 幹夫 

フリガナ ドイ タカシ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

副院長兼外科部長 

兼医療福祉連携部長 

指導医 

 姓 土井 名 孝志 

フリガナ ウラベ シンペイ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

副院長兼放射線科部長 指導医 

 姓 浦部 名 真平 

フリガナ ノザワ ヨシヒロ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

病理センター長 指導医 

 姓 野沢 名 佳弘 

フリガナ ヤマウチ リュウジ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

産婦人科部長 指導医 

姓 山内 名 隆治 

※ 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） 

  病院施設番号：030932      臨床研修病院の名称：福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ クサノ ヨシロウ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

第三内科部長 指導医 

 姓 草野 名 良郎 

フリガナ オカザキ ミチヤ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

麻酔科部長 指導医 

 姓 岡崎 名 美智弥 

フリガナ キャン アツシ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

泌尿器科部長 指導医 

 姓 喜屋武 名 淳 

フリガナ アズマ テルヒサ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

総合診療科部長 指導医 

姓 東 名 光久 

フリガナ ムライ ヒロミチ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

小児科部長 指導医 

 姓 村井 名 弘通 

フリガナ イシカワ ヒロオ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

耳鼻咽喉科部長 指導医 

 姓 石川 名 浩男 

フリガナ モロ タカトモ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

整形外科部長 指導医 

 姓 茂呂 名 貴知 

フリガナ オオウチ ケイシ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

第一内科医員 チーフレジデント 

姓 大内 名 啓志 

フリガナ フジイ アユミ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

研修医 初期臨床研修医 2年次 

姓 藤井 名 あゆみ 

フリガナ セキネ モエ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

研修医 初期臨床研修医 1年次 

姓 関根 名 萌 

※ 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。 

 



（No.３） 

 

  病院施設番号：030932      臨床研修病院の名称：福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ キッタカ ハジメ 福島県立矢吹病院 病院長 研修実施責任者、指導医 

姓 橘髙 名 一 

フリガナ ナカジマ イツコ 社会福祉法人恵愛福祉会特別養

護老人ホーム寿光園 

園長 研修実施責任者、指導者 

 姓 中島 名 伊津子 

フリガナ カワハラ ケイジ 福島県県南保健福祉事務所 所長 研修実施責任者、指導医 

姓 河原 名 啓二 

フリガナ ホヅミ ショウイチ 白河在宅支援診療所 院長 研修実施責任者、指導医 

姓 穂積 名 彰一 

フリガナ サトウ ケン ニューロクリニック 院長 研修実施責任者、指導医 

姓  佐藤 名 健 

フリガナ ウジイエ ニロウ 福島県赤十字血液センター 所長 研修実施責任者、指導医 

 姓 氏家 名 二郎 

フリガナ サガワ ケイイチ 福島県厚生農業協同組合連合会

塙厚生病院 

病院長 研修実施責任者、指導医 

 姓 佐川 名 恵一 

フリガナ マツイ ジュンイチロウ 福島県厚生農業協同組合連合会

坂下厚生総合病院 

病院長 研修実施責任者、指導医 

 姓 松井 名 遵一郎 

フリガナ ワタナベ ゼンジロウ 福島県厚生農業協同組合連合会

鹿島厚生病院 

病院長 研修実施責任者、指導医 

 姓 渡邉 名 善二郎 

フリガナ ウエノ シュウイチ 福島県厚生農業協同組合連合会

高田厚生病院 

病院長 研修実施責任者、指導医 

 姓 上野 名 修一 

※ 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。 



（No.４） 

  病院施設番号：030932      臨床研修病院の名称：福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ シゲトミ シュウイチ 福島県厚生農業協同組合連合会

双葉厚生病院 

病院長 研修実施責任者、指導医 

 姓 重富 名 秀一 

フリガナ スズキ ヒロユキ 福島県立医科大学附属病院 病院長 研修実施責任者、指導医 

 姓 鈴木 名 弘行 

フリガナ イシバシ トシユキ 一般財団法人大原記念財団 

大原綜合病院 

副院長 研修実施責任者、指導医 

姓 石橋 名 敏幸 

フリガナ ワタナベ ヨウイチ 福島赤十字病院 

 

病院長 

 

研修実施責任者、指導医 

姓 渡部 名 洋一 

フリガナ イノウエ ミノル 一般財団法人太田綜合病院附属

太田西ノ内病院 

副院長 研修実施責任者、指導医 

 姓 井上 名 実 

フリガナ ノミズ タダシ 公益財団法人 

星総合病院 

病院長 研修実施責任者、指導医 

姓 野水 名 整 

フリガナ イトウ コウイチ 白河市 保健福祉部長 外部委員 

姓 伊藤 名 公一 

フリガナ コムロ シンイチ ＪＡ夢みなみ 代表理事専務 外部委員 

姓 小室 名 信一 

フリガナ スズキ シゲキ 白河医師会 会長 外部委員 

姓 鈴木 名 茂毅 

フリガナ コジョウ カズアキ 白河医師会 事務局長 外部委員 

姓 小城 名 和明 

※ 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。 

 



（No.５） 

  病院施設番号：030932      臨床研修病院の名称：福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヨコヤマ シュウジ 福島県立宮下病院 病院長 研修実施責任者、指導医 

 姓 横山 名 秀二 

フリガナ サタケ マサタカ 福島県立南会津病院 病院長 研修実施責任者、指導医 

 姓 佐竹 名 賢仰 

フリガナ ワカヤマ タカシ 只見町国民健康保険朝日診療所 所長 研修実施責任者、指導医 

姓 若山 名 隆 

フリガナ オオノ ミツハル 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

事務長  

 姓 大野 名 満春 

フリガナ ニイダ シュウコ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

看護部長  

 姓 仁井田 名 秀子 

フリガナ ヒサミツ ケンイチ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

薬剤課長補佐 指導者 

 姓 久光 名 健一 

フリガナ クマダ リョウジ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

放射線科副技師長 指導者 

姓 熊田 名 良二 

フリガナ イシカワ ヒロミ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

検査科技師長 指導者 

 姓 石川 名 弘己 

フリガナ コンドウ カズヒロ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

リハビリテーション科主任 指導者 

 姓 近藤 名 和弘 

フリガナ ヒシヌマ スミエ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

栄養科主任 指導者 

姓 菱沼 名 純恵 

※ 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。 

 



（No.６） 

  病院施設番号：030932      臨床研修病院の名称：福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ノザキ テツヤ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

事務次長兼総務課長  

名 野崎 名 哲也 

フリガナ ホソダ ツトム 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

社会福祉担当課長  

姓 細田 名 勉 

フリガナ ヤマダ スグル 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

総務課長 

臨床研修教育担当 

事務局 

姓 山田 名 卓 

フリガナ タカハシ リエ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

総務課 事務局 

姓 髙橋 名 理恵 

フリガナ オグラ シヅカ 福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院 

総務課  

 姓 小椋 名 詩津花 

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  

※ 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。 

 


