
（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 3回） 

  病院施設番号：030887       臨床研修病院の名称：千葉メディカルセンター                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヤマカミ イワオ 千葉メディカルセンター 研修トレーニングセンター長 研修管理委員長 

研修実施責任者 

プログラム責任者 

姓 山上 名 岩男 

フリガナ カゲヤマ ユウスケ 千葉メディカルセンター 院長  病院管理者 

姓 景山 名 雄介 

フリガナ イチカワ ハルヒコ 千葉メディカルセンター 副院長  プログラム責任者 

姓 市川 名  治彦 

フリガナ タカイシ サトル 千葉メディカルセンター 副院長  副プログラム責任者 

姓 髙石 名  聡 

フリガナ アオキ ナオト 千葉メディカルセンター 副院長  

姓 青木 名 直人 

フリガナ サエグサ ヒロアキ 千葉メディカルセンター 副院長 臨床研修指導医 

姓 三枝 名 宏彰 

フリガナ アマノ ヨシコ 千葉メディカルセンター 部長 臨床研修指導医 

姓 天野  名 佳子 

フリガナ アライ ヒロシ 千葉メディカルセンター 診療部長 臨床研修指導医 

姓 新井 名  洋 

フリガナ フクダ ヨシヒロ 千葉メディカルセンター 部長 臨床研修指導医 

姓 福田 名 吉宏 
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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 2年度開催回数 3回） 

  病院施設番号：030887       臨床研修病院の名称：千葉メディカルセンター                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ コウノ ツグアキ 千葉メディカルセンター 副部長 臨床研修指導医 

姓 河野 名 世章 

フリガナ ヒラヤマ ジロウ 千葉メディカルセンター 副院長 臨床研修指導医 

姓 平山 次郎 

フリガナ ミツハシ シゲオ 千葉メディカルセンター 副院長 臨床研修指導医 

姓 三ツ橋 名 茂雄 

フリガナ カトウ タカコ 千葉メディカルセンター 部長 臨床研修指導医 

姓 嘉藤 名 貴子 

フリガナ ミハラ ワヘイ 千葉メディカルセンター 診療部長  

姓 三原 名 和平 

フリガナ ナカザワ トモコ 千葉メディカルセンター 主任医長 臨床研修指導医 

姓 中澤 名 僚子 

フリガナ ナカザワ マユミ 千葉メディカルセンター 看護副部長  

姓 中澤 名 真由美 

フリガナ フジタ アキノリ 千葉メディカルセンター 薬剤科主任  

姓 藤田 名 晃則 

フリガナ サイトウ マサオミ 千葉メディカルセンター 検査科主任  

姓 齊藤 名 真臣 

フリガナ ミズノ サトシ 千葉メディカルセンター 放射線科長  

姓 水野 名 哲 
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（No.3） 

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：030887       臨床研修病院の名称：千葉メディカルセンター                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ハカマダ カズヒロ 千葉メディカルセンター 事務部長 事務部責任者 

姓 廣田 名 晃伸 

フリガナ ミヤマ フサエ 千葉メディカルセンター 総務人事課係員 

 

 

姓 深山 名 布佐江 

フリガナ クドウ チヒロ 千葉メディカルセンター 総務人事課係員  

姓 工藤 千尋 

フリガナ アサヒナ マユミ 千葉大学医学部附属病院 

総合医療教育研修センター 

特任教授 外部委員 

姓 朝比奈 名 真由美 

フリガナ オナヤ ミツモト 下総精神医療センター 院長 研修実施責任者 

姓 女屋 名 光基 

フリガナ スズキ ヒトシ 袖ヶ浦さつき台病院 診療部長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 鈴木 名 均 

フリガナ ヨコヤマ ダイスケ 千葉病院 医長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 横山 名 大輔 

フリガナ ソガイ ダイチ さんむ医療センター 主任医長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 曽我井 名 大地 

フリガナ マツバ ヨシロウ 千葉中央メディカルセンター 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 松葉 名 芳郎 

フリガナ アゼモト リョウサク 君津中央病院 病院長代理 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 畦元 名 亮作 

フリガナ スズキ シュウイチ 下志津病院 小児科医長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 鈴木  名 修一 
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（No.4） 

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：030887       臨床研修病院の名称：千葉メディカルセンター                  

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ホシ セイイチロウ セコメディック病院 院長 臨床研修指導医 

姓 星 名 誠一郎  

フリガナ トウノウ シゲタカ セコメディック病院 副院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 東納 名 重隆 

フリガナ ナヤ ユキオ 帝京大学ちば総合医療センター 教授 研修実施責任者 

姓 納谷 名 幸男 

フリガナ ナガシマ マサハル 浜野長嶋内科 院長 研修実施責任者 

姓 長嶋 名 理晴 

フリガナ オキタ シンヤ 黒砂台診療所 院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 沖田 名 伸也 

フリガナ シノザキ ナツキ 

篠崎医院 
院長 研修実施責任者 

臨床研修指導医 姓 篠崎 姓 夏樹 

フリガナ  カナイ テツヤ かない内科 院長 研修実施責任者 

姓 金井 姓 哲也 

フリガナ イノウエ マサミ 株式会社マック千葉中央営業所 営業所長 外部有識者 

姓 井上 姓 正己 

フリガナ    

姓 名 

※ 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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