
（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 3 年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号： 110001         臨床研修病院の名称： 新久喜総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ シダ ハルヒコ 新久喜総合病院 院長 臨床研修管理委員長 

指導医 姓 志田 名 晴彦 

フリガナ シダ カオル 新久喜総合病院 統括診療部長、形成外科部長 プログラム責任者 

指導医 姓 信太 名 薫 

フリガナ カマチ リョウヘイ 新久喜総合病院 副院長、消化器内科部長 指導医 

 姓 蒲池 名 良平 

フリガナ アリモト ヒロヒコ 新久喜総合病院 副院長、脳神経外科部長 指導医 

 姓 有本 名 裕彦 

フリガナ アキモト ヒサフミ 新久喜総合病院 副院長、外科部長、救急科医長 指導医 

 姓 秋元 名 寿文 

フリガナ カツオカ ヨウジ 新久喜総合病院 透析センター長 指導医 

姓 勝岡 名 洋治 

フリガナ ハヤカワ アツマサ 新久喜総合病院 婦人科部長 指導医 

姓 早川 名 篤正 

フリガナ シノザワ ヨウタロウ 新久喜総合病院 救急センター長 指導医 

 姓 篠澤 名 洋太郎 

フリガナ センダ ショウイチ 新久喜総合病院 総合内科部長 指導医 

 姓 千田 名 彰一 

フリガナ コサコ ユキオ 新久喜総合病院 総合診療部長 指導医 

 名 小迫 名 幸男 

フリガナ タナカ ヨシアキ 新久喜総合病院 心臓血管外科修練指導医 指導医 

 名 田中 名 良昭 
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（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 3 年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号： 110001       臨床研修病院の名称： 新久喜総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ オノ サトシ 新久喜総合病院 消化器センター長 指導医 

 名 小野 名 聡 

フリガナ サタケ ミツオ 新久喜総合病院 画像診断センター長 指導医 

 名 佐竹 名 光夫 

フリガナ アイカワ ケン 新久喜総合病院 泌尿器科部長 指導医 

 姓 相川 名 健 

フリガナ イワタ リョウコ 新久喜総合病院 放射線診断科部長 指導医 

 姓 岩田 名 良子 

フリガナ アオササ スエフミ 新久喜総合病院 消化器センター副センター長 

肝胆膵外科部長 

指導医 

 姓 青笹 名 季文 

フリガナ イワモト カズアキ 新久喜総合病院 消化器センター副センター長 

大腸肛門外科部長 

指導医 

 姓 岩本 名 一亜 

フリガナ オオカワ ヒロブミ 新久喜総合病院 麻酔科部長 指導医 

 姓 大川 名 浩文 

フリガナ タケノシタ ヒラク 新久喜総合病院 神経内科部長 指導医 

 姓 竹之下 名 拓 

フリガナ マエブチ ダイスケ 新久喜総合病院 循環器内科部長 指導医 

 姓 前淵 名 大輔 

フリガナ トコロ ヤスオ 新久喜総合病院 循環器内科部長 指導医 

姓 戸頃 名 康男 

フリガナ ハヤノ フミコ 新久喜総合病院 乳腺外科医長 指導医 

姓 早野 名 史子 
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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 3 年度開催回数 12 回）             （No.3） 

  病院施設番号： 110001       臨床研修病院の名称： 新久喜総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ カゲヤマ ヒロシ 新久喜総合病院 脳脊髄外科部長 指導医 

 姓 景山 名 寛志 

フリガナ シマウチ タカヒロ 新久喜総合病院 外科部長、救急科部長 指導医 

 姓 島内 名 貴弘 

フリガナ ミヤタ タケアキ 新久喜総合病院 副医局長、呼吸器外科部長、救急

科医長 

指導医 

 姓 宮田 名 剛彰 

フリガナ ヤマダ マサユキ 新久喜総合病院 整形外科部長 指導医 

 姓 山田 名 聖之 

フリガナ サガ トシフミ 新久喜総合病院 心臓血管外科部長 指導医 

 姓 佐賀 名 俊文 

フリガナ スエナガ シンゴ 新久喜総合病院 循環器内科医師、副医局長 指導医 

 姓 末永 名 慎吾 

フリガナ イチムラ タカヤ 新久喜総合病院 病理診断科部長 指導医 

病理担当医 姓 市村 名 隆也 

フリガナ イシカワ タツロウ 新久喜総合病院 研修医 研修医代表 

 姓 石川 名 達郎 

フリガナ シノカワ ナナミ 新久喜総合病院 研修医 研修医代表 

 姓 篠川 名 七海 

フリガナ ヤマモト リュウイチ 新久喜総合病院 事務局長 事務部門の責任者 

指導者 姓 山本 名 龍一 

フリガナ キシカワ ケイイチロウ 新久喜総合病院 医療技術部長 指導者 

 姓 岸川 名 圭一郎 

フリガナ アサホ ミキコ 新久喜総合病院 看護部長 指導者 

 姓 朝穂 名 美記子 
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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 3 年度開催回数 12 回）                 （No.4） 

  病院施設番号： 110001       臨床研修病院の名称： 新久喜総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ フジイ シゲル 福岡新水巻病院 院長 研修実施責任者 

 姓 藤井 名 茂 

フリガナ カイ ヒデノブ 新小文字病院 院長 研修実施責任者 

 姓 甲斐 名 秀信 

フリガナ ショウキュウ ヤスヒコ 新行橋病院 院長、救命救急主任部長 研修実施責任者 

 姓 正久 名 康彦 

フリガナ フジタ ヒロマサ 新武雄病院 院長 研修実施責任者 

 姓 藤田 名 博正 

フリガナ イトウ ヒロシ 深谷赤十字病院 院長 研修実施責任者 

 姓 伊藤 名 博 

フリガナ セキ シンイチ 済生会鴻巣病院 院長 研修実施責任者 

 姓 関 名 紳一 

フリガナ ワタナベ ケンイチ 土屋小児病院 病院長 研修実施責任者 

 姓 渡邉 名 健一 

フリガナ ツマドリ ゲンタロウ 八千代リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 妻鳥 名 元太郎 

フリガナ シブヤ テツオ 狭山中央病院 院長 研修実施責任者 

 姓 渋谷 名 哲男 

フリガナ マツオ ヨシタカ 香椎丘リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 松尾 名 義孝 

フリガナ ハヤシ ケンジ 下関リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 林 名 研二 
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（No.5） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和 3 年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号： 110001       臨床研修病院の名称： 新久喜総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヤナギダ シゲキ 明生リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 柳田 名 茂樹 

フリガナ マエハラ タダアキ 蒲田リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 前原 名 正明 

フリガナ ミサワ ヨシオ 宇都宮リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 三澤 名 吉雄 

フリガナ カタヤマ カオル 千葉みなとリハビリテーション

病院 

院長 研修実施責任者 

 姓 片山 名 薫 

フリガナ オカダ ヒトシ 松戸リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 岡田 名 仁 

フリガナ オオヤマ オサム みどり野リハビリテーション病

院 

院長 研修実施責任者 

 姓 大山 名 治 

フリガナ キム リュンジ 小金井リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 金 名 隆志 

フリガナ スギタ ユキヒロ 赤羽リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 杉田 名 之宏 

フリガナ ヨヅ リョウヘイ 原宿リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 四津 名 良平 

フリガナ マツタニ マサオ 五反田リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

姓 松谷 名 雅生 

フリガナ ウメキタ ノブタカ 江東リハビリテーション病院 院長 研修実施責任者 

 姓 梅北 名 信孝 
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（No.6） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和 3 年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号： 110001       臨床研修病院の名称： 新久喜総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ワタナベ タカシ 芳賀赤十字病院 副院長 研修実施責任者 

 姓 渡辺 名 尚 

フリガナ シンカイ マサハル 東京品川病院 副院長 研修実施責任者 

 姓 新海 名 正晴 

フリガナ マルヤマ マサノリ 丸山記念総合病院 副院長、産婦人科部長 研修実施責任者 

 姓 丸山 名 正統 

フリガナ イワサキ リュウヒコ 羽生総合病院 部長 研修実施責任者 

 姓 岩﨑 名 竜彦 

フリガナ サイトウ マサヒコ 熊谷総合病院 部長 研修実施責任者 

 姓 斎藤 名 雅彦 

フリガナ ナカガミ リョウイチ 久喜すずのき病院 診療部長 研修実施責任者 

 姓 仲神 名 龍一 

フリガナ チク キミコ 司法書士ちく事務所 代表 外部委員 

姓 知久 名 公子 

フリガナ スズキ ショウイチロウ 所沢明生病院 院長 研修実施責任者 

 姓 鈴木 名 昭一郎 

フリガナ オオカミ ヒトシ 新上三川病院 院長 研修実施責任者 

 姓 大上 名 仁志 

フリガナ マスダ ムネタカ 福岡和白病院 院長 研修実施責任者 

 姓 益田 名 宗孝 

フリガナ イシイ マサノブ ふたば在宅クリニック 理事長 研修実施責任者 

 姓 石井 名 成伸 
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（No.7） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和 3 年度開催回数 12 回） 

  病院施設番号： 110001       臨床研修病院の名称： 新久喜総合病院                 

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ウリウダ ヨウゾウ 第 2 宇都宮リハビリテーション

病院 

院長 研修実施責任者 

 姓 瓜生田 姓 曜造 
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