
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 3回） 

  病院施設番号：031043        臨床研修病院の名称：総合病院 水戸協同病院                (No.1) 

別紙１ 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ コバヤシ   ヒロユキ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

筑波大学附属病院水戸地域医療教育

センター副部長 総合診療科教授 

研修管理委員長 

プログラム責任者  姓 小林 名 裕幸 

フリガナ ワタナベ   シゲユキ  茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

病院長  

姓 渡辺 名 重行 

フリガナ ヤギュウ   ヒロアキ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

筑波大学附属病院水戸地域医療教育セ

ンター 内分泌代謝糖尿病内科教授 

 

姓 野牛 名 宏晃 

フリガナ ハギワラ   ショウタロウ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

筑波大学附属病院水戸地域医療教育セ

ンター 血液内科教授 

副プログラム責任者  

姓 萩原 名 將太郎 

フリガナ カシムラ   ジュンヤ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

筑波大学附属病院水戸地域医療教育

センター 消化器内科准教授 

 

姓 鹿志村 名 純也 

フリガナ コダマ    ユキコ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

総合診療科 科長  

姓 児玉 名 祐希子 

フリガナ オオハラ   ゲン 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

呼吸器内科 部長  

姓 大原 名 元 

フリガナ タグチ   シジマ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

皮膚科部長 医局長 副プログラム責任者  

姓 田口 名 詩路麻 

フリガナ トビタ    ノボル 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

事務部長  

姓 飛田 名 昇 

フリガナ イイツカ   マユミ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

看護部長  

姓 飯塚 名 真弓 

フリガナ オオテキ      タカコ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

薬剤部長  

姓 樗木 名 多佳子 

フリガナ ナカガワ      ヨシツグ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

リハビリテーション部 主任  

姓 中川 姓 義嗣 
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別紙１ 

フリガナ イイジマ   ユキヒロ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

事務次長 事務部門の責任者 

姓 飯島 名 幸広 

フリガナ フクヤ    サトミ 茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院水戸協同病院 

医局秘書 事務担当者 

姓 福家 名 聡美 

フリガナ トクダ        ヤスハル 群星沖縄臨床研修センター センター長 外部委員（医師） 

姓 徳田 名 安春 

フリガナ カツモト       マコト 茨城大学 教育学部 教授 外部委員（有識者） 

姓 勝本 名 真 

フリガナ イワキリ   マサヒコ 財団法人報恩会石崎病院 院長 研修実施責任者 

姓 岩切 雅彦 

フリガナ チバ     ヨシロウ 社会福祉法人恩賜財団済世会支部茨

城県済世会水戸済生会総合病院 

臨床研修センター長 研修実施責任者 

姓 千葉 名 義郎 

フリガナ イイツカ   タダシ 茨城西南医療センター病院 内科部長 研修実施責任者  

姓 飯塚 名 正 

フリガナ コバヤシ   ハジメ 小林医院 院長 研修実施責任者  

姓 小林 名 肇 

フリガナ ホリゴメ   ヒトシ 茨城県立こども病院 副院長 研修実施責任者  

姓 堀米 名 仁志 

フリガナ キクチ    シュウジ 城南病院 院長 研修実施責任者  

姓 菊地 名 修司 

フリガナ カワベ    アズサ 城南病院附属クリニック 院長 研修実施責任者  

姓 川辺 名 あずさ 

フリガナ サトウ    ヒロキ 日本赤十字社水戸赤十字病院 院長 研修実施責任者  

姓 佐藤 名 宏喜 
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フリガナ タテ     ヤスオ 社団法人地域医療振興協会石岡第一

病院 

管理者 研修実施責任者 

 姓 舘 名 泰雄 

フリガナ コンドウ   タダシ 県北医療センター高萩協同病院 院長 研修実施責任者  

姓 近藤 名 匡 

フリガナ ヤマグチ   タカシ 水戸医療センター 院長 研修実施責任者 

姓 山口 名 高史 

フリガナ フジタ    トシユキ 茨城県立こころの医療センター 医長 研修実施責任者 

姓 藤田 名 俊之 

フリガナ サカイ    マサヒロ 社団法人地域医療振興協会東京ベ

イ・浦安市川医療センター 

腎臓・内分泌・糖尿病内科/医長 

 

研修実施責任者 

姓 坂井 名 正弘 

フリガナ ヤマノウチ  タカヨシ ひたちなか総合病院 副院長 研修実施責任者 

姓 山内 名 孝義 

フリガナ セオ   エミコ 筑波大学附属病院 総合臨床教育センター部長 研修実施責任者 

姓 瀬尾 名 恵美子 

フリガナ オオモリ   ヒデトシ 大森医院 院長 研修実施責任者 

姓 大森 名 英俊 

フリガナ イシガミ   スミヤ 鹿児島県立大島病院 院長 研修実施責任者 

姓 石神 名 純也 

フリガナ ニシムラ   ヨシヒロ 茨城診療所みと 院長 研修実施責任者 

姓 西村 名 嘉裕 

フリガナ アズハタ   タケオ 小豆畑病院 院長 研修実施責任者 

姓 小豆畑 名 丈夫 

フリガナ クガイ タダオ 沖縄県立北部病院 院長 研修実施責任者 

姓 久貝 名 忠男 
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フリガナ テルヤ   エリコ 沖縄県立北部病院附属伊是名診療所 所長 研修実施責任者 

姓 照屋 名 瑛莉子 

フリガナ マエダ   コノミ 沖縄県立北部病院附属伊平屋診療所 所長 研修実施責任者 

姓 真栄田 名 この実 

フリガナ ワタナベ  アキミツ 土浦協同病院 副院長 研修実施責任者 

姓 渡辺 名 章充 

フリガナ ソガハタ  カツヤ 広域紋別病院 院長 研修実施責任者 

姓 曽ヶ端 名 克哉 

 

※ 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。 


