
（No. ） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ ３１年度開催回数 ２回） 

  病院施設番号： ０３０２４８     臨床研修病院の名称： 横浜労災病院            

 

氏名 所属 役職 備考 

ﾌﾘｶﾞﾅ ヒラサワ        アキラ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
医師臨床研修センター長、副院長 

研修管理委員会委員長 

プログラム責任者、指導医 姓   平澤 名    晃 

ナカモリ       トモキ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 

医師臨床研修副センター長 

救急災害医療部長 
副プログラム責任者、指導医 

姓   中森 名   知毅 

ﾌﾘｶﾞﾅ  ミヨシ       コウタ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
整形外科部長 指導医 

姓   三好 名   光太 

ﾌﾘｶﾞﾅ サイトウ       ジュン 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
内分泌・糖尿病センター長 指導医 

姓   齊藤 名    淳 

ﾌﾘｶﾞﾅ  キタ       ヤスヒコ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
リウマチ・膠原病センター長 指導医 

姓    北 名   靖彦 

ﾌﾘｶﾞﾅ エチゴ       ノリユキ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
麻酔科部長 指導医 

姓   越後 名   憲之 

ﾌﾘｶﾞﾅ カワナ      ケンイチ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
内視鏡部部長 指導医 

姓   川名 名   憲一 

ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマモト      ヤスシ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
形成外科部長 指導医 

姓   山本 名    康 

ﾌﾘｶﾞﾅ ナカヤマ      タカヒロ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
神経筋疾患部部長 指導医 

姓   中山 名   貴博 

ﾌﾘｶﾞﾅ キクチ       ノブユキ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
小児科部長 指導医 

姓   菊池 名   信行 

ﾌﾘｶﾞﾅ  カメイ     カズトシ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
歯科口腔外科部長 指導医 

姓    亀井 名   和利 

 

別紙１ 



氏名 所属 役職 備考 

ﾌﾘｶﾞﾅ  シノトウ   コウイチ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
外科部長 指導医 

姓   篠藤 名   浩一 

ﾌﾘｶﾞﾅ シバヤマ      オサム 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
心療内科部長 指導医 

姓   柴山 名    修 

ﾌﾘｶﾞﾅ カサイ      ジュンコ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
分娩部部長 指導医 

姓   笠井 名   絢子 

ﾌﾘｶﾞﾅ ナナオ      タイカン 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
中央集中治療室副部長 指導医 

姓   七尾 名   大観 

ﾌﾘｶﾞﾅ タナカ      シンイチ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
循環器内科副部長 指導医 

姓   田中 名   真吾 

ﾌﾘｶﾞﾅ ワタナベ     ジュンコ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
看護部長   

姓   渡辺 名   潤子 

ﾌﾘｶﾞﾅ トミヤマ     ジュンコ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
看護師長   

姓   富山 名   絢子 

ﾌﾙｶﾞﾅ ヤマシタ      アツシ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
薬剤部長   

姓   山下  名   敦志 

ﾌﾘｶﾞﾅ トリス       ケンジ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
中央放射線部長   

姓   鳥巣 名   健二 

ﾌﾘｶﾞﾅ ナカムラ     カズユキ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
中央検査部長   

姓   中村 名   和之 

ﾌﾘｶﾞﾅ アキヤマ     コウイチ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
事務局次長 事務部門責任者  

姓   秋山 名   幸一 

ﾌﾘｶﾞﾅ トミザワ     マキコ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
医師臨床研修センター主任   

姓   富沢 名   巻子 

 

 



氏名 所属 役職 備考 

ﾌﾘｶﾞﾅ イワサキ     モトキ 独立行政法人労働者健康安全機構 

横浜労災病院 
総務課員   

姓   岩崎 名  元希 

ﾌﾘｶﾞﾅ シオザキ     カズマサ 
横浜市総合保険医療センター センター長 研修実施責任者 

姓   塩﨑 名  一昌 

ﾌﾘｶﾞﾅ オオノ      トシミ 
横浜市総合保険医療財団 総務部長 外部委員 

姓   大野 名  敏美 

ﾌﾘｶﾞﾅ コイデ      シゲヨシ 
横浜市リハビリテーション事業団 事務局長 外部委員 

姓   小出 名  重佳 

ﾌﾘｶﾞﾅ フクザワ     クニヤス 医療法人社団久遠会 

福澤クリニック 
院長 研修実施責任者 

姓   福澤 名  邦康 

ﾌﾘｶﾞﾅ フクムラ     モトユキ 医療法人一誠会 

福村内科 
院長 研修実施責任者 

姓   福村 名   基之 

ﾌﾘｶﾞﾅ ナカオケ     リョウタ 国民健康保険 

平戸市民病院 
内科医長 研修実施責任者 

姓   中桶 名  了太 

ﾌﾘｶﾞﾅ タカハシ     ヤスヒロ 独立行政法人労働者健康福祉機構 

秋田労災病院 
整形外科副部長 研修実施責任者 

姓   高橋 名   靖博 

ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマシタ      マサミ 
平戸市立生月病院 院長 研修実施責任者 

姓   山下 名   雅巳 

ﾌﾘｶﾞﾅ ジョウコウ    ノブマサ 社会医療法人青洲会 

青洲会病院 
院長 研修実施責任者 

姓   常光 名   信正 

ﾌﾘｶﾞﾅ オザワ       アツシ 
神奈川県立精神医療センター 副院長 研修実施責任者 

姓   小澤 名   篤嗣 

ﾌﾘｶﾞﾅ コヤマ       ユウジ 
東横惠愛病院 副院長 研修実施責任者 

姓   小山 名   雄史 

 


