
（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 ３回） 

  病院施設番号：030588       臨床研修病院の名称： 和歌山県立医科大学附属病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ナカオ ナオユキ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

病院長 研修管理委員長 

姓  中尾 名  直之 

フリガナ カトウ セイヤ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

副院長 研修管理副委員長 

姓 加藤 名  正哉 

フリガナ キタノ マサユキ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

卒後臨床研修センター長  

姓 北野 名 雅之 

フリガナ ウエノ マサミ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

卒後臨床研修センター参与 プログラム責任者（医科）、地域医療支援

センター長 姓 上野 名  雅巳 

フリガナ ムラタ ケンヤ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

教授 教育研究開発センター長 

姓 村田 名 顕也 

フリガナ フジイ タカオ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

教授  

姓 藤井 名 隆夫 

フリガナ イトウ ヒデフミ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

教授  

姓 伊東  名 秀文 

フリガナ アサムラ シンイチ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

教授  

姓 朝村 名 真一 

フリガナ ハラ イサオ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

教授  

姓 原  名 勲 

フリガナ フジヨシ アキラ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

教授  

姓 藤吉 名 朗 

フリガナ ムラタ シンイチ 和歌山県立医科大学附属病院  

 

教授  

姓 村田  名 晋一 

※ 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。 

別紙１ 



（No.２） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名等  病院施設番号： 030588     臨床研修病院の名称：和歌山県立医科大学附属病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ カトウ セイヤ 和歌山県立医科大学附属病院  教授 救急・集中治療部 

姓 加藤 名 正哉 

フリガナ ナカイ    クニオ 和歌山県病院協会 副会長 外部委員 

姓 中井 名 國雄 

フリガナ スミモト カズキ 和歌山県立医科大学附属病院  地域医療支援センター事務長 事務部門の責任者 

姓 住本 名 和紀 

フリガナ マツムラ タツシ 和歌山県立医科大学附属病院  歯科口腔外科准教授 プログラム責任者 

（歯科口腔外科） 姓 松村 名 達志 

フリガナ ナカニシ   タカノリ 和歌山県歯科医師会 会長 外部委員 

姓 中西 名 孝紀 

フリガナ キノシタ タカヒロ 国立病院機構 南和歌山医療センタ

ー 

副院長 研修実施責任者 

姓 木下 名 貴裕 

フリガナ ヤナオカ キミヒコ 国保野上厚生総合病院 病院長 

 

 

姓 柳岡  名 公彦 

フリガナ タカハシ   ケンイチ 岸和田市民病院 
消化器内科部長 

研修実施責任者 

姓 髙橋  名 憲一    

フリガナ カラスノ タカヒロ りんくう総合医療センター 

  

臨床研修センター長 研修実施責任者 

姓 烏野 名 隆博 

フリガナ ウメオカ シゲアキ 日本赤十字和歌山医療センター 放射線診断科部長 研修実施責任者 

姓 梅岡   名 成章 

※ 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。 

 

 



（No.３） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名等  病院施設番号： 030588     臨床研修病院の名称：和歌山県立医科大学附属病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヒロニシ マサヤ 和歌山県立医科大学附属病院紀北

分院 

分院長 研修実施責任者 

姓 廣西   名 昌也 

フリガナ キムラ  ケイゾウ 紀南病院 副院長 研修実施責任者 

姓 木村 名 佳三 

フリガナ イワサキ ヒサオ 和歌山ろうさい病院 副院長 研修実施責任者 

姓 岩﨑 名 久生 

フリガナ ナカイ ミツカズ 新宮市立医療センター 

 

院長 研修実施責任者 

姓 中井  名  三量 

フリガナ ニシモリ ケイジ ひだか病院 産婦人科部長 研修実施責任者 

姓 西森 名  敬司 

フリガナ ナカムラ コウキ 橋本市民病院 外科部長 研修実施責任者 

姓 中村  名  公紀 

フリガナ ハタ ノブヒロ 和歌山生協病院 内科部長 研修実施責任者 

姓 畑  名  伸弘 

フリガナ ナカオ タイセイ 公立那賀病院 院長 研修実施責任者 

姓 中尾 名  大成 

フリガナ カワグチ マサノリ 済生会和歌山病院 消化器内科部長 研修実施責任者 

姓 川口 名  雅功 

フリガナ キダ   ヨウヘイ 海南医療センター 

 

内科部長 研修実施責任者 

姓 喜田 名  洋平 

※ 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。 

 



（No.４） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名等  病院施設番号： 030588     臨床研修病院の名称：和歌山県立医科大学附属病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ マガリ ヒロヒト 有田市立病院 

 

病院長 研修実施責任者 

姓 曲里 名  浩人 

フリガナ タキフジ カツナリ 済生会有田病院 

 

院長 研修実施責任者 

姓 瀧藤 名  克也 

フリガナ モリタ ヨシヒロ 和歌山県立こころの医療センター 

 

院長 研修実施責任者 

姓 森田 名  佳寛 

フリガナ タナカ  エイイチロウ 高野山総合診療所 

 

院長 研修実施責任者 

姓 田中 名  瑛一朗 

フリガナ クバ カネタカ 八重山病院 医師  

姓 久場 名 兼昂 

フリガナ タカガキ ユウサク 国保すさみ病院 病院長 研修実施責任者 

姓 高垣 名 有作 

フリガナ ミナカタ ヨシアキ 国立病院機構 和歌山病院 院長 研修実施責任者 

姓 南方 名 良章 

フリガナ ツジモト トシヒデ 白浜はまゆう病院 病院長 研修実施責任者 

姓 辻本  名 登志英 

フリガナ ヤギタ カズオ 町立松前病院 病院長 研修実施責任者 

姓 八木田 名 一雄 

フリガナ ササキ ノブヒコ 町立厚岸病院 病院長 研修実施責任者 

姓 佐々木 名 暢彦 

フリガナ サナダ  ジュンイチ 大島郡医師会病院 院長 研修実施責任者 

姓 眞田 名 純一 

フリガナ ミヤシタ リツコ 泉大津市立病院 病院長  

姓 宮下 名 律子 

※ 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 



（No.５） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名等  病院施設番号： 030588     臨床研修病院の名称：和歌山県立医科大学附属病院    

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ナカ ノリフミ 那智勝浦町立温泉病院 病院長 研修実施責任者 

姓 中 名 紀文 

フリガナ カサマツ ミエ 和歌山市保健所 所長 研修実施責任者 

姓 笠松 名 美惠 

フリガナ  イケダ カズノリ 海南保健所 所長 研修実施責任者 

姓 池田 名 和功 

フリガナ シンタニ ヒロコ 御坊保健所 所長 研修実施責任者 

姓 新谷 名 浩子    

フリガナ マツモト マサノブ 橋本保健所 所長 研修実施責任者 

姓 松本 名 政信    

フリガナ サイカ ヒロコ 岩出保健所 所長 研修実施責任者 

姓 雑賀 名 博子    

フリガナ イケダ カズノリ 湯浅保健所 所長 研修実施責任者 

姓 池田 名 和功    

フリガナ ギョウブ ヒロアキ 田辺保健所 所長 研修実施責任者 

姓 形部 名 裕昭    

 


