
（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２年度開催回数 1  回） 

  病院施設番号： 030528       臨床研修病院の名称：  西日本旅客鉄道株式会社 大阪鉄道病院  

氏名 所属 役職 備考 

ｳｴﾀﾞ          ﾕｳｼﾞ 
大阪鉄道病院 外科 院長 研修管理委員長 

上田 祐二 

 ｼﾐｽﾞ            ｾｲｼﾞﾞ 
大阪鉄道病院 消化器内科 統括副院長 プログラム責任者（主） 

清水 誠治 

 ｺﾆｼ           ｻﾀﾞﾋｺ 
大阪鉄道病院 整形外科 副院長 プログラム責任者（副） 

小西 定彦 

ﾌｼﾞｲ            ﾀﾂｵ 
大阪鉄道病院 呼吸器内科 部長 研修実施責任者 指導医 

藤井 達夫 

ﾅﾘﾔﾏ           ｼﾞﾝ 
大阪鉄道病院 循環器内科 部長 研修実施責任者 指導医 

成山 仁 

ﾄﾐｵｶ            ﾋﾃﾞｵ 
大阪鉄道病院 消化器 部長 研修実施責任者 指導医 

富岡 秀夫 

ｺｳ            ｷﾘｬﾝ 
大阪鉄道病院 血液内科 部長 研修実施責任者 指導医 

高 起良 

ｵｵﾆｼ           ﾏｻﾖｼ 
大阪鉄道病院 糖尿病代謝内科 部長 研修実施責任者 指導医 

大西 正芳 

ｶﾄｳ            ﾀｹﾊﾙ 
大阪鉄道病院 放射線科 部長 研修実施責任者 指導医 

加藤 武晴 

ﾀﾏｲ          ﾋﾃﾞﾏｻ 
大阪鉄道病院 外科 部長 研修実施責任者 指導医 

玉井 秀政 

※ 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.2） 

別紙１ 

別紙１ 



６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和２年度開催回数 1  回） 

  病院施設番号： 030528       臨床研修病院の名称：  西日本旅客鉄道株式会社 大阪鉄道病院  

氏名 所属 役職 備考 

ｱｶﾐ          ﾄｼｶｽﾞ 
大阪鉄道病院 外科 診療部長 研修実施責任者 指導医 

赤見 敏和 

ｸﾏｶﾞｲ           ｺｳｼﾞ 
大阪鉄道病院 婦人科 部長 研修管理委員長 指導医 

熊谷 広治 

ｴﾑﾗ                  ﾅﾙﾂｸﾞ 
大阪鉄道病院 精神神経科 部長 研修管理委員長 指導医 

江村 成就 

ﾖﾈﾀﾞ          ﾕｷｵ 
大阪鉄道病院 泌尿器科 部長 研修管理委員長 指導医 

米田 幸生 

ｲﾜｻｶ         ﾄﾓﾋﾛ 
大阪鉄道病院 麻酔科 副院長 研修実施責任者 指導医 

岩坂 友俗 

ｲﾉﾘ          ﾌﾐｱｷ 
大阪鉄道病院 整形外科 部長 指導者 

祷 史明 

ﾔﾏﾓﾄ         ﾀｶﾉﾘ 
大阪鉄道病院 リハビリ科 部長 指導者 

山本 孝徳 

ｸﾆﾓﾄ          ﾅﾂｺ 
大阪鉄道病院 皮膚科 部長 指導者 

國本 奈津子 

ﾎｿﾊﾀ         ｼﾞｭﾝ 
大阪鉄道病院 眼科 部長 研修実施責任者 指導医 

細畠 淳 

ﾀｹｳﾁ         ｼﾞｭﾝ 
大阪鉄道病院 神経内科 医長 研修実施責任者 指導医 

竹内 潤 

※ 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） 

別紙１ 



６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和２年度開催回数 1  回） 

  病院施設番号： 030528       臨床研修病院の名称：  西日本旅客鉄道株式会社 大阪鉄道病院  

氏名 所属 役職 備考 

ｽｽﾞｷ          ﾉﾘｵ 
大阪鉄道病院 耳鼻咽喉科 医長 指導医 

鈴木 倫雄 

ﾏｻﾞｷ          ﾀｹｼ 
大阪鉄道病院 病理診断科 部長 指導者 

眞嵜 武 

    ﾐｽﾞｼﾏ         ﾔｽｱｷ 
大阪警察病院 救命救急科 部長 指導医 

水島 靖明 

ｺｼﾊﾞﾞ              
松下記念病院 産婦人科 部長 指導医 

小柴 寿人 

ｲｿﾀﾞ         ｹﾝｲﾁ 
松下記念病院 小児科 部長 指導医 

磯田 賢一 

ｻｶﾓﾄ          ｻｶｴ 
大阪さやま病院 精神科 院長 指導医 

坂本 栄 

ﾌｸﾅﾐ 
帝塚山病院 総院長 指導者 

福並 正剛 

ｼﾝﾄｳ         ﾖｼﾀｶ 
しんとう整形外科・リウマチクリニック 院長 指導者 

神藤 佳孝 

ﾏﾂｲ          ｽｸﾞﾙ 
あべの松井クリニック 院長 指導者 

松井 英 

ﾏｴﾀﾞ          ﾀｶｵ  
医療法人マエダクリニック 院長 指導者 

前田 孝雄 

※ 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） 

別紙１ 



６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和２年度開催回数 1  回） 

構成員の氏名等  病院施設番号： 030528   臨床研修病院の名称：  大阪鉄道病院          

氏名 所属 役職 備考 

ﾕﾔ          ﾋﾛﾐﾁ 
医療法人社団ラムピリカセセッカ診療所 院長 指導医 

湯屋 博通 

ｽｷﾞﾉ         ｼｹﾞﾙ 
八幡中央病院 院長 外部委員 

杉野 成 

ﾆｼﾔﾁ          ﾕﾐ 
大阪鉄道病院  看護部長 委員 

西谷内 由美 

ﾐﾔﾓﾄ         ﾋﾛﾕｷ 
大阪鉄道病院 事務部長 委員 

宮本 博之 

ﾋﾄﾐ          ﾀｶｼ 
大阪鉄道病院 企画課長 委員 

人見 高史 

    ｶﾝﾀﾞ         ﾐｷﾔ 
大阪鉄道病院 総務課長 委員 

    神田      幹也 

    ﾖｼﾐﾂ         ﾄｼﾋﾛ 
大阪鉄道病院 総務課長代理 委員  

吉光 敏洋 

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。 


