
（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 ２回） 

  病院施設番号： ０３００２４     臨床研修病院の名称： 市立旭川病院      

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ サイトウ    ユウスケ  市立旭川病院  院長 研修管理委員長 

指導医 姓    斉藤 名  裕輔 

フリガナ スズキ     サトシ  市立旭川病院  内科（総合内科）診療部長 

教育研修課長 

研修管理副委員長 

プログラム責任者、指導医 姓    鈴木 名  聡 

フリガナ イシイ     ヨシナオ  市立旭川病院  副院長 指導医 
姓    石井 名  良直 

フリガナ ササムラ    ユウジ  市立旭川病院  副院長 指導医 
姓    笹村 名  裕二 

フリガナ カキノキ    ヤスタカ  市立旭川病院  副院長 指導医 
姓    柿木 名  康孝 

フリガナ ハナワ     マコト  市立旭川病院  副院長 指導医 
姓    花輪 名   真 

フリガナ タルイシ    マサキ  市立旭川病院  内科（消化器）診療部長 指導医 

 姓    垂石 名  正樹 

フリガナ カンノ     タカヤス  市立旭川病院  内科（循環器）診療部長 指導医 
姓    菅野 名  貴康 

フリガナ ミヤモト    ヨシヒロ  市立旭川病院  内科（糖尿病・代謝）診療部長 指導医 

 姓    宮本 名  義博 

フリガナ フジノ     タカユキ  市立旭川病院  内科（腎臓）診療部長 指導医 
姓    藤野    貴行 

フリガナ フクイ     ヨシノブ  市立旭川病院  内科（呼吸器）診療部長 指導医 
姓    福居 名  嘉信 

フリガナ カタヤマ    タカユキ  市立旭川病院  内科（神経内科）診療部長 指導医 
姓    片山 名  隆行 

フリガナ マツオカ     サトミ  市立旭川病院  内科（血液）医長 指導医 
姓    松岡 名  里湖  

 

別紙１ 

研修プログラム変更届出書 



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 ２回）                                       （No.2） 

  病院施設番号： ０３００２４     臨床研修病院の名称： 市立旭川病院      

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ムラカミ    ヨシヒロ  市立旭川病院  外科診療部長 指導医 
姓    村上 名 慶洋  

フリガナ ムラカミ    タツヤ  市立旭川病院  胸部外科診療部長 指導医 
姓    村上 名  達哉 

フリガナ サトウ     マサキ  市立旭川病院  耳鼻咽喉科診療部長 指導医 
姓    佐藤 名  公輝 

フリガナ イノ      ヨシヒコ  市立旭川病院  産婦人科医長 指導医 
姓    伊野 名  喜彦 

フリガナ ナカジマ    マサヒデ  市立旭川病院  小児科診療部長 指導医 
姓    中嶋 名  雅秀 

フリガナ サカイ     ヒロユキ  市立旭川病院  皮膚科診療部長 指導医 

姓    坂井 名  博之 

フリガナ カンノ     ハルミ  市立旭川病院  眼科診療部長 指導医 
姓    菅野 名  晴美 

フリガナ サトウ     ユズル  市立旭川病院  精神神経科診療部長 指導医 
姓    佐藤 名  譲 

フリガナ ナンバ     ヒトシ  市立旭川病院  麻酔科診療部長 指導医 
姓    南波 名  仁 

フリガナ カマダ     ヒロシ  市立旭川病院  放射線科診療部長 指導医 
姓    鎌田 名  洋  

フリガナ カワシマ    カズユキ  市立旭川病院  放射線科治療科診療部長 指導医 
姓    川島 名  和之 

フリガナ アズミ     マコト  市立旭川病院  泌尿器科診療部長 指導医 
姓    安住 名   誠 

フリガナ タカダ     アキオ  市立旭川病院  病理診断科診療部長 指導医 
姓    髙田 名  明生 

フリガナ タンポ     アキヒト 市立旭川病院 救急診療科診療部長 指導医 
姓    丹保 名  亜希仁 
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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２年度 開催回数 ２回）                   （No.3） 

  病院施設番号： ０３００２４     臨床研修病院の名称： 市立旭川病院      

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ミズナガ    タケシ 市立旭川病院 医局研修医 チーフレジデント 

姓    水永 名   健志 

フリガナ キムラ     ナオキ 市立旭川病院 事務局長  

姓    木村   直樹 

フリガナ スズキ     ナオキ 旭川市保健所 旭川市保健所長 研修実施責任者 

姓    鈴木 名  直己 

フリガナ ヤマガタ    カズオ 旭川市医師会 やまがた内科クリニック院長 外部委員 
姓    山縣 名  一夫 

フリガナ アオキ     ヒロユキ 独立行政法人国立病院機構 

旭川医療センター 

臨床教育研修部長 研修実施責任者 
姓    青木 名  裕之 

フリガナ アベ      マサヒコ 道立羽幌病院 院長 研修実施責任者 
姓    阿部 名  昌彦 

フリガナ シライ     ノブマサ 枝幸町国民健康保険病院 院長 研修実施責任者 
姓    白井 名  信正 

フリガナ トミヤマ    ミツヒロ  江別市立病院 院長 研修実施責任者 
姓    富山 名  光広 

フリガナ マキノ     ユウイチ 旭川医科大学付属病院 卒後臨床研修センター長 研修実施責任者 
姓    牧野 名  雄一 

フリガナ ヒラノ     サトシ 北海道大学病院 卒後臨床研修センター長 研修実施責任者 
姓    平野 名  聡 

フリガナ ツチハシ    カズフミ  札幌医科大学付属病院  院長 研修実施責任者 

 姓    土橋 名  和文 

フリガナ ハシモト    ヨシオ  旭川厚生病院  臨床研修センター長 研修実施責任者 
姓    橋本 名  喜夫 

フリガナ ハセベ     チトミ  旭川赤十字病院  副院長  

 研修管理委員会委員長 

研修実施責任者 
姓   長谷部 名  千登美  

※ 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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