
別紙４
（№1）

臨床研修病院の名称：筑波記念病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習
会等の受講

経験
有：○
無：×

資格等 プログラム番号

備考
１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
３ 研修実施責任者
４ 臨床研修指導医
 （指導医）

神経内科 玉岡　晃 筑波記念病院
脳神経センター　セン
ター長

42 ○

日本内科学会認定内科医、日本神経学会神経内科
専門医、日本老年医学会認定老年病専門医、日本
医師会認定産業医、日本老年精神医学会専門医、
日本認知症学会専門医、日本内科学会総合内科専
門医、茨城県指導者養成講習会修了

4

救急科 入山　大希 筑波記念病院 10 ×

日本内科学会認定内科医、日本救急医学会専門
医、日本集中治療医学会専門医、日本専門医機構
総合診療領域特任指導医講習会修了

救急科 小森　大輝 筑波記念病院 9 ×
日本内科学会認定内科医、日本救急医学会専門
医、日本集中治療医学会集中治療専門医

小児外科 上岡　克彦 筑波記念病院 小児外科診療部長 40 ○
日本泌尿器学会泌尿器科専門医、日本泌尿器学会
泌尿器科指導医、茨城県指導医講習会修了

4

整形外科 堤　亨介 筑波記念病院 6 × 日本整形外科学会専門医
内科 加藤　佑介 筑波記念病院 5 ×

リウマチアレル
ギー科

山根　一秀 筑波記念病院 55 ×

日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業
医、人間ドック学会認定医、難病指定医、人間ドック
健診専門医、人間ドック健診指導医、日本リウマチ
財団リウマチ登録医

リハビリテーション 川原田　晴通 筑波記念病院 42 ×

呼吸器内科 坂本　透 筑波記念病院 呼吸器内科診療部長 40 ○

日本呼吸器学会専門医、日本呼吸器学会指導医、
日本内科学会認定内科医、日本呼吸器内視鏡学会
気管支鏡専門医、日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡
指導医、日本医師会認定産業医、難病指定医、茨
城県指導医養成講習会修了

4

リハビリテーション
科

伊佐地　隆 筑波記念病院
副院長、リハビリテーショ
ン統括部長

39 ○

日本リハビリテーション医学会リハビリテーション専
門医、日本リハビリテーション医学会指導責任者、
日本リハビリテーション医学会認定臨床医、義肢装
具等適合判定医師研修会修了、日本体育協会公認
スポーツドクター、難病指定医、日本体力医学会健
康科学アドバイザー、日本リハビリテーション医学会
指導医、茨城県指導医講習会修了

4

血液内科 佐藤　祐二 筑波記念病院
副院長・血液内科診療
部長

37 ○

日本内科学会認定内科医、日本血液学会血液専門
医、日本血液学会血液指導医、日本内科学会総合
内科専門医、日本内科学会指導医、インフェクション
コントロールドクター、日本血液学会認定医、緩和ケ
ア研修会修了、がんのリハビリテーション研修会修
了、日本老年医学会高齢者医療研修会修了、難病
指定医、茨城県指導医講習会修了

4

リハビリテーション 遠山　晋一郎 筑波記念病院 11 ×
リハビリテーション 村上　真慧 筑波記念病院 8 × 日本整形外科学会専門医
眼科 萩原　希望 筑波記念病院 10 ×

血液内科 長澤　俊郎 筑波記念病院 管理者 52 ×

日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、
日本血液学会血液専門医、日本血液学会指導医、
日本血液学会認定医、インフェクションコントロール
ドクター、難病指定医、日本内科学会指導医

3

麻酔科 田島　啓一 筑波記念病院
副院長・麻酔科診療部
長

37 ○
日本専門医機構麻酔科専門医、麻酔科標榜医、日
本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ専門医、緩和ケア研修
会修了、茨城県指導医講習会修了

4

血液内科 鈴木　幸恵 筑波記念病院 21 ×
日本内科学会認定内科医、日本血液学会血液専門
医、難病指定医

循環器内科 榎本　強志 筑波記念病院 院長補佐 36 ○
難病指定医、茨城県指導医講習会修了 4

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　　　　病院施設番号：030098
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血液内科 渡邉　真威 筑波記念病院 12 ○

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科
専門医、日本内科学会指導医、日本血液学会血液
専門医、日本血液学会指導医

4

消化器外科 上田　和光 筑波記念病院
消化器外科部長・肝胆
膵センター長

36 ○

日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会消
化器外科指導医、日本消化器外科学会消化器外科
専門医、日本外科学会外科指導医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本外科学会外科認定医、日本
肝胆膵外科学会肝胆膵外科高度技能専門医、日本
肝臓学会肝臓専門医、茨城県指導医講習会修了

4

脳神経外科 谷中　清之 筑波記念病院 脳卒中センター長 36 ○

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医、日本脳卒
中学会脳卒中専門医、日本脳卒中の外科学会技術
指導医、日本脳神経外科学会指導医、茨城県指導
医講習会修了

4

呼吸器内科 渡邉　裕子 筑波記念病院 14 ×
日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会呼吸器
専門医、日本内科学会総合内科専門医

呼吸器内科 石川　宏明 筑波記念病院 12 ×
日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会呼吸器
専門医

呼吸器内科 乾　年秀 筑波記念病院 11 ×
呼吸器内科 川島　海 筑波記念病院 7 × 日本内科学会認定内科医

放射線科 鯨岡　結賀 筑波記念病院
副院長・放射線科診療
部長

35 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医、日本医学
放射線学会放射線科専門医、日本医学放射線学会
研修指導医、日本超音波医学会超音波専門医、日
本超音波医学会超音波指導医、日本乳癌健診精度
管理中央機構マンモグラフィ読影認定医A、茨城県

4

呼吸器外科 吉田　進 筑波記念病院 呼吸器外科診療部長 34 ○

日本外科学会外科専門医、日本外科学会認定医、
呼吸器外科専門医合同委員会呼吸器外科専門医、
日本胸部外科学会認定医、難病指定医、身障指定
医、日本癌治療認定機構がん治療認定医、肺がん
CT検診認定医、日本緩和医療学会緩和医療認定
医、茨城県指導医養成講習会修了

4

リハビリテーション
科

安岡　利一 筑波記念病院
地域リハビリテーション
部長

33 ○

日本リハビリテーション医学会リハビリテーション専
門医、日本リハビリテーション医学会指導医、身体
障害者福祉法指定医、義肢装具等適合判定医師研
修会修了、茨城県指導医講習会修了

4

消化器内科 池澤　和人 筑波記念病院 副院長 33 ○

日本内科学会認定内科医、日本ヘリコバクター学会
ピロリ菌感染症認定医、日本消化管学会胃腸科専
門医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視
鏡学会専門医、日本消化器病学会指導医、日本消
化器内視鏡学会指導医、日本内科学会指導医、茨
城県指導医養成講習会終了、嚥下機能評価研修会
修了、緩和ケア研修会修了、身体障害者指定医、医
療安全管理者養成研修会修了、日本消化器病学会
支部会評議員、筑波大学附属病院臨床教授（病
院）、日本消化器内視鏡学会学術評議員、茨城県指

4

循環器内科 我妻　賢司 筑波記念病院 つくばハートセンター長 34 ×

日本内科学会認定内科医、、日本内科学会指導
医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本心血
管インターベンション治療学会認定医、日本心血管
インターベンション治療学会専門医、日本心血管内
視鏡学会認定心臓血管内視鏡認定医、日本医師会
認定産業医、臨床修練指導医、首都医科大学付属

皮膚科 照沼　篤 筑波記念病院 皮膚科診療部長 33 ○
再生医療認定医、難病指定医、茨城県指導医講習
会修了

4
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循環器内科 新居　秀郎 筑波記念病院 循環器内科診療科長 24 ×

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科
専門医、日本内科学会指導医、日本循環器学会認
定循環器専門医、日本心血管インターベンション治
療学会認定医、日本心血管インターベンション治療

循環器内科 内田　靖人 筑波記念病院 循環器内科診療医長 21 ×

日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循
環器専門医、日本心血管インターベンション治療学
会認定医、日本心血管インターベンション治療学会
専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本内科
学会指導医、3学会構成心血外科認定機構修練指

循環器内科 竹井　義純 筑波記念病院 19 ×

日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循
環器専門医、日本心血管インターベンション治療学
会認定医、日本救急医学会救急科専門医、日本医
師会認定産業医

循環器内科 木村　弥生 筑波記念病院 10 × 日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業医

循環器内科 沼田　るり子 筑波記念病院 8 ×
日本内科学会認定内科医、がんのリハビリテーショ
ン研修修了、日本静脈経腸栄養学会TNTコース修
了、緩和ケア研修会修了

小児科 右田　琢生 筑波記念病院
副院長、小児科診療部
長

48 ×
日本小児科学会専門医、インフェクションコントロー
ルドクター、身体障害指定医

呼吸器外科 木村　正樹 筑波記念病院 総合外科診療部長 31 ○
日本外科学会外科専門医、日本外科学会認定医、
茨城県指導医講習会修了

4

循環器内科 井川　昌幸 筑波記念病院 循環器内科診療部長 31 ○

日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循
環器専門医、日本不整脈心電学会不整脈専門医、
日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会指導
医、身体障害者指定医、茨城県指導医講習会修了

4

神経内科 星野　幸子 筑波記念病院 神経内科診療医長 30 ○

日本内科学会認定内科医、日本神経学会神経内科
専門医、日本神経学会指導医、身体障害者指定
医、難病指定医、日本内科学会総合内科専門医、
日本内科学会指導医、茨城県指導医講習会受講修

4

消化器外科 菅野　優貴 筑波記念病院 13 ×

日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会消
化器外科専門医、日本消化器病学会専門医、日本
消化器内視鏡学会専門医、日本消化器がん外科治
療認定医、腹部救急医学会認定医、内痔核治療法
研究会ジオン認定医

消化器外科 永井　健 筑波記念病院 11 × 日本外科学会外科専門医
消化器外科 山田　亮太郎 筑波記念病院 3 ×

消化器内科 中原　朗 筑波記念病院
つくばﾄｰﾀﾙﾍﾙｽﾌﾟﾗｻﾞ施
設長・消化器健診セン
ター長

50 ×

日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会専門
医、日本消化器病学会指導医、日本消化器内視鏡
学会指導医、日本東洋医学会漢方専門医、日本消
化器がん検診学会認定医、日本消化器がん検診学
会指導医、日本医師会認定産業医

消化器内科 設楽　佐代子 筑波記念病院 消化器内科診療科長 35 ×

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科
専門医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本総合検診医学会認定人間
ドック専門医、日本総合健診医学会人間ドック健診
指導医、日本医師会健康スポーツ医、日本医師会
産業医、日本病院会・人間ドック認定指定医、日本
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心臓血管外科 末松　義弘 筑波記念病院 副院長・総括診療部長 28 ○

日本外科学会外科専門医、三学会構成心臓血管外
科専門医認定機構心臓血管外科専門医、三学会構
成心臓血管外科専門医認定機構修練指導者、日本
脈管学会専門医、日本外科学会認定医、植込型補
助人工心臓実施医、小児慢性特定疾病指定医、難
病指定医、身体障害者指定医、茨城県指導医講習

4

消化器内科 本橋　歩 筑波記念病院
つくばﾄｰﾀﾙﾍﾙｽﾌﾟﾗｻﾞ副
施設長

29 ×
日本消化器内視鏡学会専門医

小児科 岩松　雅子 筑波記念病院 27 ○
日本小児科学会専門医、がんのリハビリテーション
研修会修了、茨城県指導医講習会修了

4

耳鼻咽喉科 及川　慶子 筑波記念病院 耳鼻咽喉科診療科長 25 ○

日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医、日本耳鼻
咽喉科学会専門研修指導医、日本耳鼻咽喉科学会
補聴器相談医、身体障害者指定医、茨城県指導医
講習会修了

4

消化器内科 丹下　善隆 筑波記念病院 9 × 日本内科学会認定内科医

消化器内科 根本　絵美 筑波記念病院 7 ×

日本外科学会外家専門医、日本消化器外科学会消
化器外科専門医、日本消化器外科学会消化器がん
治療認定医、日本消化器病学会消化器病専門医、
日本消化器内視鏡学会専門医、腹部救急学会腹部
救急認定医、内痔核治療法研究会ジオン認定医

消化器内科 宇野　広隆 筑波記念病院 3 ×

消化器内科 江南　ちあき 筑波記念病院 13 ×
日本内科学会認定医、日本消化器病学会専門医、
日本消化器内視鏡学会専門医

消化器内科 湯原　貴美子 筑波記念病院 3 ×

消化器外科 岩﨑　喜実 筑波記念病院
消化器外科科長・大腸
肛門病センター長

25 ○

日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会消
化器外科指導医、日本消化器外科学会消化器外科
専門医、日本消化器癌学会指導医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本消化器内視鏡学会指導医、
日本消化器癌学会消化器病専門医、日本消化器病
学会指導医、日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門
医、日本大腸肛門学会大腸肛門病指導医、日本消
化器外科学会消化器癌外科治療認定医、日本癌治
療認定医機構がん治療認定医、日本消化器外科学
会認定医、身体障害者指定医、難病指定医、マンモ
グラフィ独泳試験成績認定証、緩和ケア研修会修
了、PEG・在宅医療研究会嚥下機能評価研修会修
了、内痔核治療法研究会四段階注射法講習会受講
証、独協医科大学病院指導医講習会修了

4

整形外科 相野谷　武士 筑波記念病院
副院長・整形外科診療
部長

25 ○

日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科
学会認定脊椎脊髄病医、日本脊椎脊髄病学会脊椎
脊髄外科指導医、茨城県指導医養成講習会修了

4

心臓血管外科 西　智史 筑波記念病院
つくば大動脈血管内治
療センター センター長・
心臓血管外科診療科長

15 ×

日本外科学会外科専門医、三学会構成心臓血管外
科専門医認定機構心臓血管外科専門医、日本脈管
学会専門医、中信緩和ケア研修会修了、下肢静脈
瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による指導医
認定証、Forth Distal Bypass WorkShop　修了、胸部
ステントグラフト実施医、胸部ステントグラフト指導
医、腹部ステントグラフト実施医、腹部ステントグラフ
ト指導医、浅大腿動脈ステントグラフト実施医、下肢
静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による指
導医、日本血管外科学会血管内治療認定医

2

心臓血管外科 倉橋　果南 筑波記念病院 7 × 厚労省指定オンライン診療研修修了
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臨床研修病院の名称：筑波記念病院

担当分野 氏名 所属 役職
臨床経験
年数

指導医講習
会等の受講

経験
有：○
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１　プログラム責任者
２　副プログラム責任者
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４ 臨床研修指導医
 （指導医）

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等　　　　　　病院施設番号：030098

放射線科 高𣘺　信幸 筑波記念病院 放射線科診療科長 24 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医、日本医学
放射線学会放射線科専門医、日本インターベンショ
ナルラジオロジー学会認定IVR専門医、茨城県指導
医講習会修了

4

麻酔科 髙瀬　肇 筑波記念病院 麻酔科診療科長 23 ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医、日本麻酔科学会麻
酔科認定指導医、日本手術器経食道心エコー認定
医、茨城県指導医講習会修了

4

耳鼻咽喉科 中森　暁子 筑波記念病院 22 ○
日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医、身体障害
者指定医、茨城県指導医講習会修了

4

消化器内科 添田　敦子 筑波記念病院
消化器内科診療部長・
化学療法部長

22 ○

日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会専門
医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器内視鏡
学会専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本
内科学会指導医、茨城県指導医講習会受講済、難
病指定医、日本消化器病学会指導医

4

神経内科 武田　勇人 筑波記念病院 7 ×
難病指定医

放射線科 岩田　賢 筑波記念病院 放射線科診療医長 22 ○

日本医学放射線学会放射線診断専門医、日本医学
放射線学会放射線科専門医、日本医学放射線学会
研修指導医、茨城県指導医講習会修了

4

糖尿病・内分泌代
謝内科

片山　暁子 筑波記念病院 20 ○

日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業
医、がんのリハビリテーション研修会課程修了、茨
城県指導医講習会修了

4

整形外科 新井　規仁 筑波記念病院 12 ×
日本整形外科学会整形外科専門医、日本体育協会
公認スポーツドクター、

整形外科 村上　浩平 筑波記念病院 8 ×
日本医師会認定健康スポーツ医、日本スポーツ協
会公認スポーツドクター

整形外科 岡本　千尋 筑波記念病院 8 ×
整形外科 水草　真実 筑波記念病院 5 ×

心臓血管外科 吉本　明浩 筑波記念病院 心臓血管外科診療部長 19 ○
日本外科学会外科専門医、三学会構成心臓血管外
科専門医認定機構心臓血管外科専門医、日本脈管
学会専門医、茨城県指導者養成講習会修了

4

糖尿病・内分泌代
謝内科

清水　郁子 筑波記念病院 29 × 日本内科学会認定内科医、日本医師会産業医

整形外科 箱岩　篤生 筑波記念病院 整形外科診療科長 19 ○

日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科
学会認定脊椎脊髄病医、日本脊椎脊髄病学会脊椎
脊髄外科指導医、難病指定医、身体障害者指定
医、茨城県指導医養成講習会修了

4

救急科 阿部　智一 筑波記念病院 救急科診療部長 18 ○

日本救急医学会救急科専門医、日本救急医学会指
導医、日本集中治療医学会集中治療専門医、日本
プライマリケア連合学会認定医、日本プライマリケア
連合学会認定指導医、日本病院総合診療医学会病
院総合診療医、社会医学系専門医協会社会医学系
専門医、日本医師会認定健康スポーツ医、日本医
師会認定産業医、茨城県指導医養成講習会修了

1,4

脳神経外科 佐浦　南 筑波記念病院 7 ×

血液内科 一色　雄裕 筑波記念病院
化学療法センター長・血
液内科診療科長

17 ○
日本内科学会認定内科医、、日本内科学会指導
医、日本血液学会血液専門医、日本内科学会総合
内科専門医、茨城県指導医講習会修了

2,4
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病理科 臺　勇一 筑波記念病院 33 × 日本病理学会専門医、日本外科学会認定医

婦人科 小松　あかね 筑波記念病院
つくばﾄｰﾀﾙﾍﾙｽﾌﾟﾗｻﾞ副
施設長・婦人科診療科
長

34 ×
日本産科婦人科学会専門医

脳神経外科 相山　仁 筑波記念病院 17 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本脳神経外科学会
指導医、日本脊髄外科学会認定医、脊椎脊髄外科
専門医、茨城県指導医養成講習会修了、難病指定
医

4

麻酔科 富田　絵美 筑波記念病院 17 ○

日本麻酔科学会麻酔科専門医、日本心臓血管麻酔
学会、心臓血管麻酔専門医、ICLSインストラクター、
ACLSプロバイダー、日本周術期経食道心エコー認
定医、茨城県指導医講習会修了

4

消化器内科 越智　大介 筑波記念病院
消化器内科診療医長・
内視鏡センター長

16 ○

日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科
専門医、日本消化器病学会認定消化器病専門医、
日本内科学会指導医、日本消化器内視鏡学会消化
器内視鏡専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本
消化器内視鏡学会指導医、難病指定医、日本がん
治療認定医機構認定がん治療認定医、茨城県指導
者養成講習会修了

4

婦人科 小關　剛 筑波記念病院 理事長 16 ○

日本産科婦人科学会専門医、新生児蘇生法Aコー
スインストラクター(日本周産期新生児医学会)、日本
医師会認定産業医、DMAT隊員、AMAT隊員、プロ
グラム責任者養成講習会修了、茨城県指導医講習
会修了

4

放射線科 渋谷　陽子 筑波記念病院 17 ×

日本乳癌健診精度管理中央機構マンモグラフィ読影
認定医、日本医学放射線学会放射線診断専門医、
日本医学放射線学会研修指導医

リハビリテーション
科

目崎　直美 筑波記念病院 13 ○

日本内科学会認定内科医、日本神経学会神経内科
専門医、日本宇宙航空環境医学会宇宙航空医学認
定医、日本内科学会JMECCインストラクター、日本
内科学会総合内科専門医、茨城県指導医講習会受
講修了

4

心臓血管外科 井上　尭文 筑波記念病院 12 ○
茨城県指導医養成講習会修了 4

神経内科 柳葉　久実 筑波記念病院 11 ○
日本内科学会認定内科医、日本神経学会神経内科
医、日本病院協会指導医養成講習会修了

4

麻酔科 新里　恵美菜 筑波記念病院 9 ×
日本麻酔科学会認定医、日本麻酔科学会専門医、
日本周術期経食道心エコー認定医

麻酔科 堀北　奨 筑波記念病院 9 ×
日本内科学会認定内科医、日本麻酔科学会麻酔認
定医、日本老年麻酔科学会老年麻酔認定医

救急科 日浦　とき雄 筑波記念病院 2 ×
外科 河野　豪 筑波記念病院 3 ×
整形外科 内田　絢子 筑波記念病院 3 ×
リハビリテーション
科

若林　宏樹 筑波記念病院 3 ×
内科 飯村　百萌 筑波記念病院 4 ×
内科 宝田　亜矢子 筑波記念病院 3 ×
形成外科 平岡　由愛 筑波記念病院 3 ×

外科 山﨑　幸紀 筑波記念病院 3 ×

内科 佐浦　勲 筑波記念病院 3 ×
脳神経外科 鍜治田　倫英 筑波記念病院 4 ×
脳神経外科 秋本　健 筑波記念病院 4 ×


