
（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３年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号：０３１０６３    臨床研修病院の名称：南砺市民病院            

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ シミズ ユキヒロ 南砺市民病院 院長 研修管理委員長 

 姓 清水  名 幸裕 

フリガナ オトワ カンイチ 富山県立中央病院  内科部長 研修実施責任者 

姓 音羽 名 勘一 

フリガナ ナカツジ ユウジ 富山大学附属病院 卒後臨床研修センター長 研修実施責任者 

姓 中辻 名 裕司 

フリガナ カワイ ヒロシ 市立砺波総合病院 院長 研修実施責任者 

姓 河合  名 博志 

フリガナ イイヌマ ヨシツグ 金沢医科大学病院 臨床研修センター部長 研修実施責任者 

姓 飯沼 名 由嗣 

フリガナ イナキ ノリユキ 金沢大学附属病院 研修医・専門医総合教育センター

長 

研修実施責任者 

姓 稲木 名 紀幸 

フリガナ ヤマギシ フミノリ 新潟県厚生連糸魚川総合病院 院長 研修実施責任者 

姓 山岸 名 文範 

フリガナ カリノ  シゲヒコ 厚生連高岡病院 卒後臨床研修管理運営委員委員

長 総合診療科・感染症内科 

研修実施責任者 

姓 狩野 名 恵彦 

フリガナ シライシ ジュン 独立行政法人国立病院機構 

北陸病院 

統括診療部長 研修実施責任者 

姓 白石 名 潤 

フリガナ ミヤケ サナエ ふくの若葉病院  院長 研修実施責任者 

姓 三宅 名 早苗 

フリガナ マツクラ トモハル 富山県砺波厚生センター 所長 研修実施責任者 

姓 松倉 名 知晴 

※ 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
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り対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

 

（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３年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号：０３１０６３    臨床研修病院の名称：南砺市民病院            

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヨシダ マサヒコ 特別養護老人ホームいなみ 施設長 研修実施責任者 

姓 吉田 名 雅彦 

フリガナ スギモト タツホ ケアポート庄川 施設長 研修実施責任者 

姓 杉本 名 立甫 

フリガナ ゲンダ  ハルノブ 県北西部地域医療センター 

国保白川診療所 

所長 研修実施責任者 

姓 元田 名 晴伸 

フリガナ サトウ ノブヒコ ものがたり診療所 所長 研修実施責任者 

姓 佐藤 名 伸彦 

フリガナ シミズ ヨウスケ 南砺家庭・地域医療センター センター長 研修実施責任者 

姓 清水 名 洋介 

フリガナ カネコ トシロウ 産婦人科内科金子医院 院長 外部委員（地域医療） 

姓 金子 名 利朗 

フリガナ ヤマシロ セイジ 富山大学医学部 富山プライマリ・ケア講座 外部委員（地域医療） 

姓 山城 名 清二 

フリガナ ヨシザワ タマキ 南砺市訪問看護ステーション 所長 研修実施責任者 

姓 南部 名 郁子 

フリガナ サワヤマ エリ 南砺市井波在宅介護支援 

センター 

副主幹 研修実施責任者 

姓 澤山 名 絵里 

フリガナ マツムラ ヨウコ 井波ホームヘルプステーション 副主幹 研修実施責任者 

姓 松村 名 陽子 

※ 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
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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） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和３年度開催回数 2 回） 

  病院施設番号：０３１０６３    臨床研修病院の名称：南砺市民病院            

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ カタタ マサヒロ  有識者 外部委員 

 姓 片田 名 昌宏 

フリガナ アラハタ マサヒサ 南砺市民病院 臨床教育・研究センター長 研修管理委員 

プログラム責任者 姓 荒幡 名 昌久 

フリガナ タケザワ カズミ 南砺市民病院 看護部長 研修管理委員 

姓 吉澤 名 環 

フリガナ フジイ  ヒロユキ 南砺市民病院 事務局長 事務部門の責任者 

姓 藤井 名 博之 

フリガナ ヨシオカ ワタル 南砺市民病院 

 

総務課長 研修管理委員 

姓 吉岡 名 亘 

フリガナ ジョウホウ マナブ 南砺市民病院 臨床教育・研究センター主任 研修管理委員 

姓 城寶 名 学 

※ 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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