
（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 12回） 

  病院施設番号：030100        臨床研修病院の名称：医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ イシヅ タカシ 医療法人社団 常仁会 

牛久愛和総合病院 

副院長 

 

研修管理委員長  

研修実施責任者 姓 石津 名 隆 

フリガナ サイトウ シゲユキ 筑波学園病院 副院長 

 

臨床研修指導医 

姓 齋藤 名 重行 

フリガナ ホシノ ヨシノリ 医療法人精光会 

みやざきホスピタル 

院長 研修実施責任者 

姓 星野 名 惠則 

フリガナ タカハシ ハジメ 医療法人社団 常仁会 

介護老人保健施設 春秋園 

施設長 研修実施責任者 

姓 高橋 名 元 

フリガナ コモリ マキコ 東京女子医科大学付属足立医療

センター 

教授 研修実施責任者 

姓 小森 名 万希子 

フリガナ サカイ ケン 東邦大学医療センター大森病院 教授 プログラム責任者 

臨床研修指導医 姓 酒井 名 謙 

フリガナ マツオカ カツヨシ 東邦大学医療センター佐倉病院 教授 プログラム責任者 

臨床研修指導医 姓 松岡 名 克善 

フリガナ ヤマシタ タカヒロ 社会福祉法人恩賜財団母子愛育

総合母子保健センター愛育病院 

副院長・部長 研修実施責任者 

姓 山下 名 隆博 

フリガナ ドイ トシキ さくら台土肥クリニック 病院長 研修実施責任者 

姓 土肥 名 敏樹 

フリガナ タカハシ アキラ 東邦大学医療センター大橋病院 教授 プログラム責任者 

臨床研修指導医 姓 高橋 名 啓 

※ 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（ 2021年度開催回数 12回） 

  病院施設番号：030100        臨床研修病院の名称：医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ セオ エミコ 筑波大学付属病院 総合臨床教育センター部長 

 

一般プログラム責任者 

姓 瀬尾 名 恵美子 

フリガナ ヤラ ショウイチロウ 東京医科大学茨城医療センター 助教 臨床研修指導医 

姓 屋良 名 昭一郎 

フリガナ ヒラツカ ケイスケ 医療法人社団 青洲会 

神立病院 

理事長 研修実施責任者 

姓 平塚 名 圭介 

フリガナ ウト ヒロフミ 医療法人社団 晴緑会 

宮崎医療センター病院 

副院長 兼 消化器・肝臓病セン

ター・センター長 

臨床研修指導医 

姓 宇都 名 浩文  

フリガナ タナカ ナミ 社会医療法人 若竹会 

つくばセントラル病院 

部長 臨床研修指導医 

姓 田中 名 奈美 

フリガナ トグラ テルアキ 地方独立行政法人 

さんむ医療センター 

総務課人事庶務係長 外部委員 

姓 戸倉 名 輝明 

フリガナ サカイ シュウジ 東京女子医科大学病院 教授・基幹分野長 臨床研修指導医 

 姓 坂井 名 修二 

フリガナ セシモ アキヨシ 医療法人社団 常仁会 

牛久愛和総合病院 

病院長 臨床研修指導医 

姓 瀬下 名 明良 

フリガナ セグチ マサヒト 医療法人社団 常仁会 

牛久愛和総合病院 

副院長 臨床研修指導医 

姓 瀬口 名 雅人 

フリガナ フジナワ マナブ 医療法人社団 常仁会 

牛久愛和総合病院 

循環器内科主任部長 プログラム責任者 

姓 藤縄 名 学 

※ 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（ 2021年度開催回数 12回） 

  病院施設番号：030100        臨床研修病院の名称：医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病院                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ノグチ タケハル 医療法人社団 常仁会 

牛久愛和総合病院 

外科部長 臨床研修指導医 

姓 野口 名 岳春 

フリガナ サトウ タカユキ 医療法人社団 常仁会 

牛久愛和総合病院 

救急科部長 臨床研修指導医 

姓 佐藤 名 孝幸 

フリガナ ナカノ タツヤ 医療法人社団 常仁会 

牛久愛和総合病院 

事務長 事務部門の責任者 

姓 中野 名 達也 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

※ 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 


