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NO.1 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  ヤマダ    ヒデキ 社会医療法人社団 健生会 

立川相互病院 
副院長・救急科部長 

研修管理委員長 

研修プログラム責任者 姓  山田 名  秀樹 

フリガナ  タカハシ  マサヤ 社会医療法人社団 健生会 

立川相互病院 
院長 研修実施責任者 

姓  高橋 名  雅哉 

フリガナ  カラサワ  トモユキ  社会医療法人社団 健生会 

立川相互病院 
 研修委員長・指導医 

姓  唐沢 名  知行 

フリガナ  ナンジョウ  ヨシヒロ 社会医療法人社団 健生会 

立川相互病院 
総合診療科科長 副研修委員長・指導医 

姓  南條 名  嘉宏 

フリガナ  ナカムラ   ミサコ 社会医療法人社団 健生会 

立川相互病院 
看護部長・副院長 コメディカル代表 

姓  中村 名  美佐子 

フリガナ  タケノ   ノブコ 社会医療法人社団 健生会 

立川相互病院 
事務次長 事務部門の責任者 

姓  竹野 名  伸子 

フリガナ タメノリ   タカヒト 社会医療法人社団 健生会 

立川相互病院 
放射線技師 コメディカル代表 

姓  為則 名 貴仁 

フリガナ  タムラ   ヒデトシ 社会医療法人社団 健生会 

健生会ふれあい相互病院 
院長 研修実施責任者、指導医 

姓  田村 名  英俊 

フリガナ ヤマダ     マサカズ 社会医療法人社団 健生会 

あきしま相互病院 
院長  

姓 山田 名  正和 

フリガナ  ヤマモト   エイジ 医療法人社団健友会 

中野共立病院 
院長 研修実施責任者、指導医 

姓  山本 姓  英司 

フリガナ  ニシゾノ   チフミ 医療法人財団城南福祉医療協会 

大田病院 
医長 研修実施責任者、指導医 

姓  西園 名  千史 

フリガナ  ヤバナ     タカフミ 医療法人財団東京勤労者医療会 

みさと協立病院 
副院長、研修指導担当 研修実施責任者、指導医 

姓  矢花 名  孝文 
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 NO.2 

  

フリガナ  ウシオ     タカシ 医療法人社団 翠会 

陽和病院 
副院長 研修実施責任者、指導医 

姓   牛尾 名  敬 

フリガナ  コウダ    ミホ 東京ほくと医療生活協同組合 

王子生協病院 
診療部長 研修実施責任者、指導医 

姓   神田 名  美穂 

フリガナ シモ      マサムネ 医療法人財団東京勤労者医療会  

東葛病院 
法人理事長 研修実施責任者、指導医 

姓   下 名  正宗 

フリガナ オカムラ    ヒロシ 特定医療法人財団健和会 

みさと健和病院 
院長 研修実施責任者、指導医 

姓   岡村 名  博 

フリガナ イチノセ    タカヒロ 医療法人財団健康文化会  

小豆沢病院 
院長 研修実施責任者、指導医 

姓   一瀬 名  隆広 

フリガナ サイトウ    フミヒロ 東京保健生活協同組合 

大泉生協病院 
院長 研修実施責任者、指導医 

姓   齋藤 名  文洋 

フリガナ  ノギ   カズヤ    川崎医療生活協同組合 

川崎協同病院 
小児科部長 研修実施責任者、指導医 

姓  能城 名  一矢 

フリガナ  コニシ    トシユキ 社団法人山梨勤労者医療協会 

甲府共立病院 
院長 研修実施責任者、指導医 

姓  小西 名  利幸 

フリガナ スズキ     ヨシオ 公益財団法人横浜勤労者福祉協会 

汐田総合病院 
副院長 研修実施責任者、指導医 

姓  鈴木 名  義夫 

フリガナ  ホリ    トオル 医療法人社団碧水会 

長谷川病院 
副院長 研修実施責任者、指導医 

姓  堀 名  達 

フリガナ モリヤマ    ヤスシ 

駒木野病院 副院長 研修実施責任者、指導医 
姓  森山 名  泰 

フリガナ  カワベ    ヒロマサ 医療法人財団東京勤労者医療会 

代々木病院 
院長 研修実施責任者、指導医 

姓   河邉 名  博正 
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NO.3 

フリガナ  アンザイ    フミオ 

昭島相互診療所 所長 研修実施責任者、指導医 
姓  安西 名  史雄 

フリガナ カジオ     フサエ 
中野共立病院附属中野共立診療所 所長 研修実施責任者、指導医 

姓  梶尾 名  房枝 

フリガナ  クサジマ   ケンジ 

立川相互ふれあいクリニック 所長、法人理事長 研修実施責任者、指導医 
姓  草島 名  健二 

フリガナ  オオクボ   セツシロウ 

立川相互病院附属子ども診療所 所長 研修実施責任者、指導医 
姓  大久保 名  節士郎 

フリガナ  コイズミ   タケシ 

国分寺ひかり診療所 所長 研修実施責任者、指導医 
姓  小泉 名  豪 

フリガナ アオヤギ    モリオ 

府中診療所 所長 研修実施責任者、指導医 
姓  青柳 名  守男 

フリガナ  テラシ    セイゴ 

日野台診療所 所長 研修実施責任者、指導医 
姓  寺師 名  聖吾 

フリガナ  ミヤチ    ヒデアキ 

大南ファミリークリニック 所長 研修実施責任者、指導医 
姓  宮地 名  秀彰 

フリガナ  コバヤシ   シゲオ 

羽村相互診療所 所長 研修実施責任者 
姓  小林 名  重雄 

フリガナ  キド     ナオキ 

谷保駅前相互診療所 所長 研修実施責任者 
姓  木戸 名  直樹 

フリガナ ワタベ    ヒロユキ 

多摩立川保健所 保健所長 研修実施責任者、指導医 
姓  渡部 名  裕之 

フリガナ タケイ     ダイ 
栃木保健医療生活協同組合 

宇都宮協立診療所 
所長代行 研修実施責任者、指導医 姓  武井 名  大 
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NO.4 

フリガナ  オクノ   カイト 

八王子共立診療所 所長 研修実施責任者 
姓  奥野 名 開斗 

フリガナ ハマダ    ジュンイチ 

多摩みなみクリニック 所長 研修実施責任者 
姓 濵田 名 隼一 

フリガナ  ウメツ    ヒトシ   

おおくぼ戸山診療所 所長 研修実施責任者 
姓  梅津 名  仁 

フリガナ  タカツ    ツカサ 

農大通り診療所 所長 研修実施責任者 
姓  高津 名  司 

フリガナ  クボタ    ユキヨシ 

日野市民法律事務所 弁護士 外部委員 
姓  窪田 名  之善 

フリガナ  シオヤス   ヨシキ 

はごろも内科・小児科 はごろも内科・小児科所長 外部委員 
姓  塩安 名  佳樹 

２年目研修医 立川相互病院 研修医代表 委員 

１年目研修医 立川相互病院 研修医代表 委員 

※ 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。 


