
（No.１） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和元年度開催回数 １回） 

  病院施設番号： ０３０６６６ 臨床研修病院の名称： 香川大学医学部附属病院                              

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  タミヤ  タカシ 香川大学医学部附属病院 病院長 

脳神経外科 教授 

研修管理委員会委員長 

プログラム責任者  

オリーブかがわ卒後臨床研修（MANDEGAN） 姓  田宮  名  隆 

フリガナ  マツバラ シュウジ 香川大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター長 副プログラム責任者 

オリーブかがわ卒後臨床研修（MANDEGAN）） 

プログラム責任者  

オリーブかがわ卒後臨床研修（小児科）、（産婦人科） 

姓  松原 名  修司 

フリガナ  シラカミ ゴウタロウ 香川大学医学部附属病院 麻酔科 教授 
副プログラム責任者 

オリーブかがわ卒後臨床研修（MANDEGAN） 姓  白神 名  豪太郎 

フリガナ  マサキ ツトム 香川大学医学部附属病院 消化器内科 教授 
副プログラム責任者 

オリーブかがわ卒後臨床研修（MANDEGAN） 姓  正木 名  勉 

フリガナ  マスガタ ヒサシ  香川大学医学部附属病院 総合内科 教授 
副プログラム責任者 

オリーブかがわ卒後臨床研修（MANDEGAN） 姓  舛形 名  尚 

フリガナ  クサカ タカシ  香川大学医学部附属病院 小児科 教授 
副プログラム責任者 

オリーブかがわ卒後臨床研修（MANDEGAN） 姓  日下 名  隆 

フリガナ  カドワキ ノリミツ 香川大学医学部附属病院 血液内科 教授 
副プログラム責任者 

オリーブかがわ卒後臨床研修（MANDEGAN） 姓  門脇 名  則光 

フリガナ  ミナミノ テツオ 香川大学医学部附属病院 臨床教育研修支援部 部長 

循環器内科 教授  

姓  南野 名 哲男   

フリガナ  ヨコイ ヒデト 香川大学医学部附属病院 臨床教育研修支援部副部長 

医療情報部長  

姓  横井 名  英人 

フリガナ  ナカジマ カズヒロ 香川大学医学部 事務部長  

姓  中島 名  一浩 

※ 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及び開催回数（令和元年度開催回数 １回） 

  病院施設番号： ０３０６６６ 臨床研修病院の名称： 香川大学医学部附属病院                        

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  クメガワ  ヒラク 香川県医師会 会長 当該病院群以外の施設に所属する医師 

外部委員 姓  久米川 名  啓 

フリガナ  サトウ  ヒトシ こころの医療センター 五色台 院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  佐藤 姓 仁 

フリガナ  コジマ  カンジ 医療法人財団博仁会キナシ大林病院 部長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  児島 名   完治 

フリガナ  ワタナベ  トモユキ 医療法人社団以和貴会 

いわき病院 

院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  渡辺 名  朋之 

フリガナ  マツヤマ タケヒコ 医療法人社団厚仁会 厚仁病院 理事長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  松山 名  毅彦 

フリガナ  ウミノ シュン 医療法人社団光風会 三光病院 院長 研修実施責任者 

姓  海野 名  順 

フリガナ  カワダ  ヒロシ 医療法人社団三愛会 三船病院 副院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  川田 名  浩 

フリガナ  ハスイ  ヒロキ 香川医療生活協同組合 高松平和病院 院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  蓮井 名  宏樹 

フリガナ  イノウエ  ヒデユキ 香川県厚生農業協同組合連合会 

滝宮総合病院 

副院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  井上 名  秀幸 

フリガナ  マツオカ ヒロシ 香川県厚生農業協同組合連合会 

屋島総合病院 

副院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 
姓  松岡 名  裕士 

※ 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.３） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和元年度開催回数 １回） 

  病院施設番号： ０３０６６６ 臨床研修病院の名称： 香川大学医学部附属病院                        

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  ニシカド  アキヨシ 香川県立白鳥病院 内科部長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  西角 名  彰良 

フリガナ  カワウチ マサミツ 香川県立中央病院 院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  河内 名   正光 

フリガナ  モリ  ヨシヒロ ＫＫＲ高松病院 病院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  森 名  由弘 

フリガナ  ナカオ  カツユキ さぬき市民病院 診療部長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  中尾 名  克之 

フリガナ  ワカバヤシ  ヒサオ 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 

香川県済生会病院  

病院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  若林 名  久男 

フリガナ  オオモリ  コウジ 独立行政法人地域医療機能推進機構 

りつりん病院 

病院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  大森 名  浩二 

フリガナ  ミイチ ノボル 宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教修

道女会 坂出聖マルチン病院 

外科部長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  見市 名  昇 

フリガナ  タオカ  テルヒサ 坂出市立病院 副院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  田岡 名  輝久 

フリガナ  フジイ エミコ  高松市立みんなの病院 診療部長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  藤井 名  笑子 

フリガナ  ニシムラ カズノブ 高松赤十字病院 病院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  西村 名  和修 

フリガナ カタナカ  ジュンイチ 三豊市立永康病院 病院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  潟中 名  淳一 

※ 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。
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６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和元年度開催回数 １回）                  （No.４） 

  病院施設番号： ０３０６６６ 臨床研修病院の名称： 香川大学医学部附属病院                        

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ  マルカワ マサオミ 独立行政法人労働者健康安全機構 

香川労災病院 

副院長 

 

研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  丸川 名  將臣 

フリガナ  ヨコタ   イチロウ 四国こどもとおとなの医療センター 病院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  横田   名  一郎 

フリガナ  トウジョウ ヤスノリ 独立行政法人国立病院機構 

高松医療センター 

診療部長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  東條 名  泰典 

フリガナ  ヤマダ  ダイスケ 三豊総合病院 副院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  山田 名  大介 

フリガナ  ババ シンジ 医療法人社団玉藻会 馬場病院 副院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  馬場 名  信二 

フリガナ  オオツカ  トモタケ 三豊市立西香川病院 院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  大塚 名   智丈 

フリガナ  オオハラ  マサキ 綾川町国民健康保険 陶病院 院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  大原 名  昌樹 

フリガナ  ニシモン コウイチ 医療法人社団中和会 西紋病院 院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  西紋 名  孝一 

フリガナ  キネカワ フミヒコ 社会医療法人財団大樹会  

総合病院回生病院 

院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  杵川 名  文彦 

フリガナ  イシハマ ヒデノブ 医療法人社団雙和会 

クワヤ病院 

院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

姓  石濱 名  英暢 

フリガナ  ヤマグチ マサヒロ 小豆島中央病院 院長 研修実施責任者、臨床研修指導医（指導医） 

 姓  山口 名  真弘 

※ 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 


