
（No.１） 

６．研修管理研修管理委員会（令和 元年度開催回数 ２回） 

構成員の氏名等  病院施設番号： ０３０８０１     臨床研修病院の名称： 十和田市立中央病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  ｽｷﾞﾀ    ｼﾞｭﾝｲﾁ 十和田市立中央病院 診療部長 研修管理委員長 

プログラム責任者 指導医 姓     杉田 名 純一 

フリガナ  ﾌｶﾀﾞ    ﾕｳｻｸ 十和田市立中央病院 診療部長 副研修管理委員長 

指導医 姓     深田 名 祐作 

フリガナ  ﾀﾝﾉ     ﾋﾛｱｷ 十和田市立中央病院 院長 研修管理委員 

研修実施責任者 指導医 姓     丹野 名 弘晃 

フリガナ  ｸﾄﾞｳ     ﾏｻﾙ 十和田市立中央病院 副院長 研修管理委員 

姓     工藤 名 優 

フリガナ  ﾔﾁﾓﾘ     ｺｳｼﾞ 十和田市立中央病院 診療部長 研修管理委員 

指導医 姓    谷地森 名 康二 

フリガナ  ｳﾁ      ﾐﾄﾞﾘ 十和田市立中央病院 診療部長 研修管理委員 

指導医 姓     内 名 緑 

フリガナ  ﾃﾞﾏﾁ     ｼﾞｭﾝ 十和田市立中央病院 診療部長 研修管理委員 

指導医 姓     出町 名 順 

フリガナ  ｽｽﾞｷ    ﾅｵﾔ 十和田市立中央病院 診療部長 研修管理委員 

指導医 姓     鈴木 名 直也 

フリガナ  ｵﾔﾏ      ｼｹﾞﾄ 十和田市立中央病院 診療部長 研修管理委員 

指導医 姓      小山 名 滋豊 

フリガナ  ｸﾄﾞｳ     ﾏｻﾉﾌﾞ 十和田市立中央病院 診療部長 研修管理委員 

指導医 姓      工藤 名 雅庸 

フリガナ  ﾔﾅﾊﾞ     ﾘｴｺ 十和田市立中央病院 看護局長 研修管理委員 

看護局代表者 姓     簗場 名 理利子 
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（No.２） 

６．研修管理研修管理委員会（令和 元年度開催回数 ２回） 

構成員の氏名等  病院施設番号： ０３０８０１     臨床研修病院の名称： 十和田市立中央病院             

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  ｸﾘﾔﾏ     ﾐﾉﾙ 十和田市立中央病院 薬局長 研修管理委員 

薬局代表者 姓     栗山 名 稔 

フリガナ  ﾃﾗﾔﾏ      ﾖｼｵ 十和田市立中央病院 技師長 研修管理委員 

診療放射線科代表者 姓     寺山 名 義男 

フリガナ   ｺｸﾌﾞﾝ     ｼﾝ 十和田市立中央病院 技師長心得 研修管理委員 

臨床検査科代表者 姓     國分 名 慎 

フリガナ  ｾｯﾀｲ    ﾀｶﾄｼ 十和田市立中央病院 事務局長 研修管理委員 

事務部門責任者 姓     接待 名 隆敏 

フリガナ  ﾀｶﾊｼ     ｹﾝｲﾁ 青森県立中央病院 副院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     高橋 名 賢一 

フリガナ  ﾄｳ       ｻﾄｼ （独）国立病院機構弘前病院 院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     藤 名  哲 

フリガナ  ｱﾝﾄﾞｳ    ﾄｼﾉﾘ 国民健康保険五戸総合病院 院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     安藤 名 敏典 

フリガナ  ｺｼﾞﾏ     ﾔｽﾋｺ 小嶋外科胃腸科医院 院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     小嶋 名 泰彦 

フリガナ  ﾀｹﾊﾞﾔｼ    ｸﾚﾅｲ 上北地域県民局地域健康福祉部

保健総室 

総室長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     竹林 名 紅 

フリガナ  ﾔﾏﾓﾄ     ｺｳｼﾞ 介護老人保健施設みのり苑 理事長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     山本 名 孝司 

フリガナ  ｲｻｲ     ﾋﾃﾞﾔ 医療法人徳洲会日高徳洲会病院 院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     井齋 名 偉矢 
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（No.３） 

６．研修管理研修管理委員会（令和 元年度開催回数 ２回） 

構成員の氏名等  病院施設番号： ０３０８０１     臨床研修病院の名称： 十和田市立中央病院             

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  ｻｻﾉ      ﾋﾛﾉﾌﾞ 東北大学病院 教授 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     笹野 名 公伸 

フリガナ   ﾋﾛﾀ      ｶｽﾞﾖｼ 弘前大学医学部附属病院 教授 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     廣田 名 和美 

フリガナ  ﾏﾙﾔﾏ     ﾋﾃﾞﾄｼ 三沢市立三沢病院 医長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     丸山 名 英俊 

フリガナ  ｺｲｽﾞﾐ    ﾄｼﾐﾂ 医療法人岑俊会しんクリニック

産婦人科・皮ふ科 

院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     小泉 名 俊光 

フリガナ  ｶｻｲ     ﾖｼﾀｹ 十和田湖診療所 所長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓     葛西 姓 孝健 

フリガナ  ｲﾜｵﾘ     ﾚｲｺ   研修管理委員（外部委員） 

（元十和田市立中央病院薬局長） 姓     岩織 名 玲子 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

※ １ページ目の最上欄には、研修管理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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