
（No.1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2021年度開催回数 4回） 

  病院施設番号： 030629     臨床研修病院の名称： JR広島病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ナカヤマ ヒロフミ JR 広島病院 教育研修部長/臨床検査科主任部長 研修管理委員長  プログラム責任者 

研修実施責任者  臨床研修指導医 姓 中山 名 宏文 

フリガナ テラガワ ヒロキ JR 広島病院 循環器内科主任部長 研修管理副委員長 

臨床研修指導医 姓 寺川 名 宏樹 

フリガナ ミエノ  ヒロシ JR 広島病院 副院長 

 

研修管理委員 

 姓 三重野 名 寛 

フリガナ タオ   セイシ JR 広島病院 消化器内科主任部長 研修管理委員 

臨床研修指導医 姓 峠 名 誠司 

フリガナ タオオカ ヤスユキ JR 広島病院 呼吸器内科主任部長 研修管理委員 

姓 峠岡 名 康幸 

フリガナ コウノ  ヒロキ JR 広島病院 リウマチ・膠原病内科医長 研修管理委員 

姓 河野 名 紘輝 

フリガナ ヤノ   マサツグ JR 広島病院 外科主任部長 研修管理委員 

姓 矢野 名 正嗣 

フリガナ シモゾノ サイコ JR 広島病院 小児科主任部長 研修管理委員 

臨床研修指導医 姓 下薗 名 彩子 

フリガナ ヨシダ  シゲト JR 広島病院 救急センター主任部長 研修管理委員 

臨床研修指導医 姓 吉田 名 成人 

フリガナ クボタ  ミノル JR 広島病院 麻酔科主任部長 研修管理委員 

姓 久保田 名 稔 
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（No.2） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2021年度開催回数 4回） 

  病院施設番号： 030629     臨床研修病院の名称： JR広島病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ タナカ  ノブヒロ JR 広島病院 整形外科主任部長 研修管理委員 

臨床研修指導医 姓 田中 名 信弘 

フリガナ キダニ  ユキエ JR 広島病院 産婦人科主任部長 研修管理委員 

姓 木谷 名 由希絵 

フリガナ ホリエ  レイコ JR 広島病院 看護部長 研修管理委員 

姓 堀江 名 玲子 

フリガナ ナカガワ ヒロミ JR 広島病院 看護師長 研修管理委員 

姓 中川 名 裕美 

フリガナ オカイ  ユミコ JR 広島病院 薬剤部長 研修管理委員 

姓 岡井 名 由美子 

フリガナ ウエキ  ナオトミ JR 広島病院 事務部長 研修管理委員 

事務部門の責任者 姓 植木 名 直富 

フリガナ アサカワ サトシ JR 広島病院 事務部総務企画課課長 臨床研修事務担当者 

姓 浅川 名 聡 

フリガナ コウノ  ユウキ JR 広島病院 事務部総務企画課課員 臨床研修事務担当者 

姓 河野 名 有紀 

フリガナ コウハタ シンイチ 県立広島病院 精神神経科主任部長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 高畑 名 紳一 

フリガナ ダテ   ケンジロウ 広島赤十字・原爆病院 産婦人科部長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 伊達 名 健二郎 
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（No.3） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2021年度開催回数 4回） 

  病院施設番号： 030629     臨床研修病院の名称： JR広島病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ フジモト ヒデオ 市立三次中央病院 産婦人科主任医長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 藤本 名 英夫 

フリガナ ミゾウエ タツヤ 翠清会梶川病院 病院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 溝上 名 達也 

フリガナ ヤダ   ヒロキ 草津病院 副院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 矢田 名 博己 

フリガナ シングウ テツジ 医療法人たかまさ会 山﨑病院 

(介護老人保健施設ウェルフェア) 

病院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 新宮 名 哲司 

フリガナ ミキ   トシフミ 社会医療法人近森会 

近森病院 

救急科長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 三木 名 俊史 

フリガナ ケンジョウ マサヒロ 広島がん高精度放射線治療センター 

（HIPRAC） 

副センター長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 権丈 名 雅浩 

フリガナ ナカオケ リョウタ 平戸市民病院 副院長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 中桶 名 了太 

フリガナ ウエダ  クニコ 広島市役所 健康福祉局 衛生研究所長 研修管理委員 

研修実施責任者 姓 上田 名 久仁子 

フリガナ カナヤ  タケオ 医療法人社団 

金谷医院 

院長 研修管理委員 

外部委員 姓 金谷 名 雄生 
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