
（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 4年度開催回数 １回） 

  病院施設番号： ０３０６７２  臨床研修病院の名称： 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヨコタ      イチロウ 独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
 院長 

 研修管理委員長 

 指導医 姓    横田 名   一郎 

フリガナ マエダ      カズヒサ  独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
副院長 

 研修管理委員 

 指導医 姓    前田  名   和寿   

フリガナ ヒガシノ     コウサク   独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
 統括診療部長 

研修管理委員 

 指導医 姓    東野 名   恒作   

フリガナ タケタニ      ヨシオ  独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
 内科系診療部長 

研修管理委員 

 プログラム責任者・指導医 姓    竹谷  名   喜雄  

フリガナ イマイ      ツヨシ  独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
 小児血液腫瘍内科医長 

研修管理委員 

 指導医 姓    今井 名   剛  

フリガナ イワムラ     ヨシノブ        独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
外科系診療部長 

研修管理委員 

 指導医 姓    岩村 名   喜信    

フリガナ オカダ      タカフミ 独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
 感染制御対策室長 

研修管理委員 

 プログラム責任者・指導医 姓    岡田   名   隆文  

フリガナ ヨコイ      ヒロミチ  独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
 整形外科医長  

研修管理委員 

 指導医 姓    横井 名   広道   

フリガナ ナカドイ     ヨシヒロ  独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
 精神科医長 

研修管理委員  

 指導医 姓    中土井  名   芳弘   

フリガナ ニイ       アキラ 独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
 小児外科医長 

研修管理委員  

指導医 姓    新居 名   章 

※ 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。 

 

別紙１ 



 

（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 4年度開催回数 １回） 

  病院施設番号： ０３０６７２  臨床研修病院の名称： 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ タダ       フミヒコ 独立行政法人国立病院機構     

四国こどもとおとなの医療センター 
 中央診療部長 

研修管理委員  

指導医 姓    多田 名   文彦  

フリガナ クボイ      トオル 独立行政法人国立病院機構     

四国こどもとおとなの医療センター 
 新生児内科医長 

研修管理委員  

指導医 姓    久保井 名   徹  

フリガナ ミナト      タクヤ 独立行政法人国立病院機構     

四国こどもとおとなの医療センター 
外科医長 

研修管理委員  

指導医 姓    湊 名   拓也 

フリガナ ヤマニシ      カズナリ 
香川県立丸亀病院  精神科部長 

 研修管理委員 

 研修実施責任者・指導医 姓    山西  名   一成   

フリガナ ヨシノ      シゲフミ 独立行政法人国立病院機構 

関門医療センター  
統括診療部長             

 研修管理委員        

研修実施責任者・指導医 姓    吉野  名    茂文 

フリガナ カドタ      ムネユキ     
徳島大学病院   徳島大学病院特任助教 

研修管理委員               

研修実施責任者・指導医 姓    門田 名   宗之 

フリガナ タキモト   ヒデタカ   
香川労災病院  副院長 

 研修管理委員              

研修実施責任者・指導医 姓    滝本 姓    秀隆 

フリガナ オザキ      タカシ 
おざきこどもクリニック  院長 

 研修管理委員              

研修実施責任者・指導医 姓    尾崎   名   貴視   

フリガナ ヤマグチ     マサヒロ 
小豆島中央病院 院長 

 研修管理委員              

研修実施責任者・指導医 姓    山口 名   真弘 

フリガナ モリモト     ユウジ  
もりもとこどもクリニック  院長 

研修管理委員               

研修実施責任者・指導医 姓    森本  名   雄次  

※ 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。  

別紙１ 



（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 4年度開催回数 １回） 

  病院施設番号： ０３０６７２  臨床研修病院の名称： 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ イマガワ     アツシ 
今川内科医院     院長 

 研修管理委員        

研修実施責任者・指導医                              姓    今川   名   敦  

フリガナ モリ       シロウ 
森医院                               院長 

研修管理委員        

研修実施責任者・指導医      姓    森  名   史郎     

フリガナ ナカガワ     ヨシノブ 
丸亀市国民健康保険本島診療所   所長 

 研修管理委員        

研修実施責任者・指導医 姓    中川 名   義信    

フリガナ ミノ       マサヒロ 
三野小児科医院  院長 

研修管理委員            

研修実施責任者・指導医  姓    三野     名   正博    

フリガナ オオスギ     タモツ  
大杉脳神経外科医院 理事長 

研修管理委員         

研修実施責任者・指導医  姓    大杉 名   保 

フリガナ オグラ      エイコ 
香川県中讃保健福祉事務所   

次長           

中讃保健所長             

研修管理委員         

研修実施責任者・指導医  姓    小倉   名   永子  

フリガナ オカダ      タカシゲ 
おかだ小児クリニック  院長 

研修管理委員         

研修実施責任者・指導医   姓    岡田 名   隆滋 

フリガナ イシハラ     シンイチ   
石原消化器内科クリニック    院長 

研修管理委員         

研修実施責任者・指導医   姓    石原  名   慎一 

フリガナ カタナカ     ジュンイチ 
三豊市立永康病院     院長                                 

研修管理委員         

研修実施責任者・指導医                姓    潟中   名   淳一     

フリガナ ヒラバ      カズミ 
杢保小児科医院    院長 

研修管理委員         

研修実施責任者・指導医 姓    平場     名   一美  

※ 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。 

 

別紙１ 



 

（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 4年度開催回数 １回） 

  病院施設番号： ０３０６７２  臨床研修病院の名称： 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ カワダ   ヒロシ 
三船病院 副院長 

研修管理委員 

研修実施責任者・指導医 姓    川田 名   浩 

フリガナ イワノ      ケンゾウ   
仲多度郡・善通寺市医師会  前会長 外部委員 

姓    岩野   名   健造    

フリガナ モリタ      トシロウ 
仲多度郡・善通寺市医師会 会長 外部委員  

姓    森田  名   敏郎  

フリガナ アイザワ     イサオ  
四国学院大学 

文学部教育学科 

教授   
外部委員   

姓    会澤 名   勲 

フリガナ オオクボ    ナオヤ 独立行政法人国立病院機構 

四国こどもとおとなの医療センター 
 事務部長 研修管理委員 

姓    大久保 名   直矢 

フリガナ ヤスダ      サネユキ 
香川大学医学部附属病院 

 卒後臨床研修センター 

 センター長 

研修管理委員         

研修実施責任者・指導医 姓      安田 名   真之 

フリガナ マエダ     ジュン 
善通寺前田病院  副院長 

研修管理委員        

研修実施責任者・指導医 姓    前田 名  純 

 

※ 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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