
（No.１） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（平成 31年度開催回数 7回） 

  病院施設番号：  030573      臨床研修病院の名称：  公立豊岡病院組合立豊岡病院                

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ナス ミチヒロ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 

副院長、呼吸器・心臓血管外科

部長、教育・診療支援部長 

研修管理委員長、プログラム責任者、 

研修実施責任者、臨床研修指導医 姓 那須 名 通寛 

フリガナ ナカジ ヒトシ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 呼吸器内科部長 副プログラム責任者・臨床研修指導医 

姓 中治 名 仁志 

フリガナ マツシマ カズシ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 脳神経内科部長  

姓 松島 名 一士 

フリガナ キシモト イチロウ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 内分泌・糖尿病内科部長 臨床研修指導医 

姓 岸本 名 一郎 

フリガナ ウエダ ミチマサ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 消化器科部長 臨床研修指導医 

姓 上田 名 通雅 

フリガナ ヤマベ ケンジ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 循環器内科医長 臨床研修指導医 

姓 山邊 名 健司 

フリガナ  ウエダ マサアキ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 新生児科部長 臨床研修指導医 

姓 上田 名 雅章 

フリガナ  ミキ アキラ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 外科部長 臨床研修指導医 

姓 三木 名 明 

フリガナ スミトモ マサヒロ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 産婦人科部長 臨床研修指導医 

姓 住友 名 理浩 

フリガナ アダチ ヤスシ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 病理診断科部長 臨床研修指導医 

姓 足立 名 靖 

※ 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：  030573      臨床研修病院の名称：  公立豊岡病院組合立豊岡病院                

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ショウダ タカヒロ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 麻酔科部長 臨床研修指導医 

姓 正田 名 丈裕 

フリガナ コバヤシ マコト 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 

救命救急センター長 

（救急集中治療科） 
臨床研修指導医 

姓 小林 名 誠人 

フリガナ ミワ ソウイチ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 病院長  

姓 三輪 名 聡一 

フリガナ ニシヤマ マサコ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 副看護部長  

姓 西山 名 眞佐子 

フリガナ シラヒゲ キヨヒサ 
公立豊岡病院組合立豊岡病院 管理部長 事務部門の責任者 

姓 白髭 名 清久 

フリガナ コマツ モトアキ  公立豊岡病院組合立豊岡病院 

日高医療センター 
部長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 小松 名 素明 

フリガナ ニシオカ アキラ  公立豊岡病院組合立豊岡病院 

出石医療センター 
病院長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 西岡 名 顯 

フリガナ キヤマ ヨシアキ 公立豊岡病院組合立豊岡病院 

朝来医療センター 
病院長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 木山 名 佳明 

フリガナ イシダ チョウジ 
公立村岡病院 院長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 石田 名 長次 

※ 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。 
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（No.３） 

  病院施設番号：  030573      臨床研修病院の名称：  公立豊岡病院組合立豊岡病院                

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ウラベ ケイタ 
公立香住病院 院長 研修実施責任者 

姓 浦辺 名 啓太 

フリガナ タカギ カズミツ 
公立浜坂病院 院長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 髙木 名 一光 

フリガナ コニシ ヤスヒコ 
京都大学医学部附属病院 教授 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 小西 名 靖彦 

フリガナ カワノ セイジ 
神戸大学医学部附属病院 特命教授 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 河野 名 誠司 

フリガナ ニシオカ ヒロアキ 神戸市立医療センター 

中央市民病院 
部長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 西岡 名 弘晶 

フリガナ ボウ マサキ 
加古川中央市民病院 理事・副院長・主任科部長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 房 名 正規 

フリガナ タケオカ ヒロヤ 
兵庫県立尼崎総合医療センター 部長・診療科長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 竹岡 名 浩也 

フリガナ クロダ タツミ 
公立八鹿病院 総合診療科部長 研修実施責任者、臨床研修指導医 

姓 黒田 名 達実 

フリガナ ヤナギ ヒサオ  
但馬県民局豊岡健康福祉事務所 所長 研修実施責任者 

姓 柳 名 尚夫 

フリガナ ナカゴヤ ヤスヒコ  
豊岡市消防本部 署長 研修実施責任者 

姓 中古谷 名 康彦 

フリガナ アカギ シゲノリ  

京丹後市立久美浜病院 病院長 外部委員 姓 赤木 名 重典 
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