
    （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 １回） 

  病院施設番号：030593    臨床研修病院の名称：独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ワカサキ ヒサオ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

副院長 

糖尿病・内分泌内科部長 

研修管理委員長 

プログラム責任者 医師 姓 若﨑 名 久生 

フリガナ ナンジョウ キシオ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

病院長 研修管理委員 

医師 姓 南條 名 輝志男 

フリガナ オガワ コウジ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

副院長 

麻酔科部長 

研修管理委員長 

医師 姓 小川 名 幸志 

フリガナ ハヤシ ヤスシ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

循環器内科部長 研修管理委員 

医師 姓 林 名 泰 

フリガナ タマイ ヒデユキ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

肝臓内科部長 

 

研修管理委員 

医師 姓 玉井 名 秀幸 

フリガナ ウエダ ミナ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

小児科部長 研修管理委員 

医師 姓 上田 名 美奈 

フリガナ ナイトウ コマ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

呼吸器・乳腺外科部長 研修管理委員 

医師 姓 内藤 名 古真 

フリガナ ナカタニ ナオキ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

整形外科部長 研修管理委員 

医師 姓 中谷 名 如希 

フリガナ ツボタ ユカリ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

病理診断科部長 研修管理委員 

病理指導医 姓 坪田 名 ゆかり 

フリガナ ナカザワ タエミ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

副院長 

看護部長 

研修管理委員 

 姓 仲澤 名 妙美 

※ 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。 
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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（令和 ３年度開催回数 １回） 

  病院施設番号：030593    臨床研修病院の名称：独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ナガオ ヒサキ 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

事務局長 研修管理委員 

事務部門の責任者 姓 長尾 名 久幹 

フリガナ ヤマナカ ハジム 独立行政法人労働者健康安全機

構和歌山労災病院 

給与係長 研修管理委員 

事務員 姓 山中 名 元 

フリガナ タマキ テツヤ 愛徳医療福祉センター 副理事 外部委員 

医師 姓 玉置 名 哲也 

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 研修管理委員 

研修実施責任者 医師 姓 上野 名 雅巳 

フリガナ ウメオカ シゲアキ 日本赤十字社和歌山医療センタ

ー 

放射線診断科部長 研修管理委員 

研修実施責任者 医師 姓 梅岡 名 成章 

フリガナ ハタ ノブヒロ 和歌山生協病院 内科部長 研修管理委員 

研修実施責任者 医師 姓 畑 名 伸弘 

フリガナ ナカムラ マサキ 橋本市民病院 外科部長 研修管理委員 

研修実施責任者 医師 姓 中村 名 公紀 

フリガナ ニシモリ ケイジ ひだか病院 副院長 研修管理委員 

研修実施責任者 医師 姓 西森 名 敬司 

フリガナ キノシタ タカヒロ 独立行政法人国立病院機構南和

歌山医療センター 

副院長 研修管理委員 

研修実施責任者 医師 姓 木下 名 貴裕 

フリガナ キムラ ケイゾウ 紀南病院 副院長 研修管理委員 

研修実施責任者 医師 姓 木村 名 桂三 

※ 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。 
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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（令和 ３年度開催回数 １回） 

  病院施設番号：030593    臨床研修病院の名称：独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ナカイ ミツカズ 新宮市立医療センター 病院長 研修管理委員 

研修実施責任者 医師 姓 中井 名 三量 

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 

病院長 研修管理委員 

研修実施責任者 医師 姓 森田 名 佳寛 

フリガナ モリ ヨシオ 医療法人 青松会 河西田村病

院 

院長 研修管理委員 

医師 姓 森 名 義雄 

フリガナ ナツミ ヤスヒロ 夏見整形外科院長 院長 研修管理委員 

医師 姓 夏見 名 和完 

フリガナ キムラ タカアキ 医療法人オレンジクリニック木

村耳鼻咽喉科 

院長 研修管理委員 

医師 姓 木村 名 貴昭 

フリガナ ウエナカ ヤスヒロ ひまわりこどもクリニック 院長 研修管理委員 

医師 姓 上中 名 保博 

フリガナ ミナカタ ヒロアキ みなかた内科 院長 研修管理委員 

医師 姓 南方 名 宏朗 

フリガナ ウジタ タクジ 宇治田循環器科内科 院長 研修管理委員 

医師 姓 宇治田 名 卓司 

フリガナ クボ カズキ 西和歌山病院 院長 研修管理委員 

医師 姓 久保 名 一紀 

フリガナ ナカ ノリフミ 那智勝浦町立温泉病院 院長 研修管理委員 

医師 姓 中 名 紀文 

※ 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。 
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（No.4 ） 

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 １回） 

  病院施設番号：030593    臨床研修病院の名称：独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ キタヤマ タケシ 北山健医院 院長 研修管理委員 

医師 姓 北山 名 健 

フリガナ サナダ ジュンイチ 大島郡医師会病院 院長 研修管理委員 

医師 姓 眞田 名 純一 

フリガナ サカモト シゲル くしもと町立病院 院長 研修管理委員 

医師 姓 阪本 名 繁 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

※ 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。 
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