
（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 12 回） 

  病院施設番号：  030957      臨床研修病院の名称：医療法人社団武蔵野会ＴＭＧあさか医療センター                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ムラタ ジュン 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

名誉院長 研修管理委員長・医師 

姓 村田 名 順 

フリガナ イイダ ソウジュ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

院長 研修管理委員会 

プログラム責任者 姓 飯田 名 惣授 

フリガナ ヨシノ モリヒコ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

副院長 研修管理委員会 

臨床研修指導医（指導医） 姓 吉野 名 守彦 

フリガナ フジタ リョウイチ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

副院長 研修管理委員会 

臨床研修指導医（指導医） 姓 藤田 名 竜一 

フリガナ ナルシマ ミツヒロ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

副院長 研修管理委員会 

臨床研修指導医（指導医） 姓 成島 名 光洋 

フリガナ スガ ヒロヤス 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

院長補佐 研修管理委員会・救急指導者 

臨床研修指導医（指導医） 姓須賀 名弘泰 

フリガナ ミズノ コウスケ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

内科部長 研修管理委員会 

臨床研修指導医（指導医） 姓 水野 名 耕介 

フリガナ コバヤシ マスミ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

小児科部長 研修管理委員会 

姓小林 名 真澄 

フリガナ ナカモト ヒデトシ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

脳外科部長 研修管理委員会 

姓 中本 名 英俊 

フリガナ クドウ イツヒロ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

耳鼻咽喉科部長 研修管理委員会 

姓 工藤 名 逸大 

※ 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（ 2020年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号：  030957      臨床研修病院の名称：医療法人社団武蔵野会ＴＭＧあさか医療センター          

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ キマタ ナツコ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

眼科部長 研修管理委員会 

姓 木全 名 奈都子 

フリガナ カナイ ヨシアキ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

緩和ケア部長 研修管理委員会 

姓 金井 姓 金井 名  良晃 

フリガナ オウギ ヒロノ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

形成外科部長 研修管理委員会 

姓 扇 名 博之 

フリガナ ナカニシ クニアキ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

防衛医大第一病理教授 研修管理委員会 

姓 中西 名 邦昭  

フリガナ  カサイ メグミ 医療法人社団武蔵野会 サテライトクリ

ニック朝霞台 

院長 研修管理委員 

姓 笠井 名 恵 

フリガナ  ケンペ カズオ 医療法人社団武蔵野会 サテライトクリ

ニック朝霞台 

内科 研修実施責任者・研修管理委員 

臨床研修指導医（指導医） 姓 建部 名 一夫 

フリガナ アサイ アキヒサ 医療法人社団武蔵野会 サテライトク

リニック朝霞台 

在宅医療部 

 

研修管理委員会 

 姓 浅井 名 彰久 

フリガナ フクラ ヨウイチ 医療法人壽鶴会 菅野病院 医員 研修実施責任者・研修管理委員 

 姓 福良 名 洋一 

フリガナ サノ ヨウ 医療法人社団東光会 戸田中央産院 院長 研修実施責任者・研修管理委員 

臨床研修指導医（指導医） 姓 佐野 名 養 

フリガナ マツナガ タモツ 医療法人社団東光会 戸田中央総合病

院 

小児科部長 研修実施責任者・研修管理委員 

臨床研修指導医（指導医） 姓 松永 名 保 

※ 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（ 2020年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号：  030957      臨床研修病院の名称：医療法人社団武蔵野会ＴＭＧあさか医療センター          

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ネモト マナブ 医療法人根本整形外科 院長 研修実施責任者・研修管理委員 

 姓 根本 名 学 

フリガナ カジ マサヒコ 医療法人社団時正会 佐々総合病院 医長 研修実施責任者・研修管理委員 

臨床研修指導医（指導医） 姓 嘉治  名 真彦 

フリガナ スギウラ マコト 医療法人社団伊豆七海会 

熱海所記念病院 

名誉院長 研修実施責任者・研修管理委員 

 姓 杉浦 名 誠 

フリガナ ハンダ タカシ 医療法人財団厚生協会  

大泉病院 

院長 研修実施責任者・研修管理委員 

姓  半田 名 貴士 

フリガナ ユラ アキラ 埼玉県朝霞保健所 所長 研修実施責任者 

姓 湯尾 名 明 

フリガナ スズキ ヒロシ 医療法人桜花会 鈴木内科 理事長 外部委員 

姓  鈴木 名  洋 

フリガナ セキグチ アサジ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

事務部長 研修管理委員 

事務部門の責任者 姓 関口 名   浅次 

フリガナ ケラカワウチ アヤミ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

看護部長 研修管理委員 

姓 螻川内 名  亜也美 

フリガナ コバヤシ ヒロキ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

事務職 研修担当事務 

姓 小林 名 大輝 

フリガナ ツツミ リョウ 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医

療センター 

事務職 研修担当事務 

姓 堤 名 亮  

※ 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 


