
(No.1) 

31.臨床研修指導医(指導医)等の氏名等    病院施設番号: 030849      臨床研修病院の名称:米の山病院         
 
 

 
 

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 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号 

備考 

1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者 
2 副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者 

3 研修実施責任者 
4 臨床研修指導医(指導医) 

内科 崎山 博司 米の山病院 
･院長 

･総合統括部長 
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 

日本内科学会総合内科専門医 

2004 年全日本民医連中･四国協議会主催｢指導

医養成講習会｣受講済 

日本医師会認定産業医 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ学会認定医･指導医 

030849503 3.4 

内科 佐田 耕一郎 米の山病院 

･副院長 

･総合診療部部

長 

･研修管理委員

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 

日本内科学会総合内科専門医 

2005 年全日本民医連九州･沖縄地方協議会｢指

導医養成講習会｣受講済 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ学会認定医･指導医 

日本医師会認定産業医 

030849503 1.4 

内科 橋口 俊則 米の山病院 ･理事長 36 ○ 

日本内科学会認定内科医 

日本呼吸器学会呼吸器専門医 

2013 年全国自治体病院協議会｢臨床研修指導

医養成講習会｣受講済 

日本医師会認定産業医 

030849503 4 

内科 後藤 良三 米の山病院 
･顧問 

･内科部長 
34 ○ 

日本内科学会認定内科医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

九州･沖縄地協主催｢指導医養成講習会｣受講済 

日本医師会認定産業医 

030849503 4 

整形外科 髙口 太平 米の山病院 ･整形外科科長 16 ○ 
整形外科専門医 

九沖地協指導医講習会受講済 
030849503 4 

整形外科 宮里 朝史 米の山病院 ･整形外科科長 16 ○ 
整形外科専門医 

2010 年全日本民医連九州沖縄地方協議会臨床

研修｢指導医養成講習会｣受講済 

030849503 4 

別紙４ 



(NO.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

外科 大城 国夫 米の山病院 
･副院長 

･外科部長 
22 ○ 

日本外科学会認定医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 

日本外科学会外科専門医 

医師臨床研修指導医養成講習会修了【2010/9/16】 

日本消化器病学会専門医 

日本集中治療学会専門医 

030849503 4 

小児科 田島 重吉 米の山病院 ･小児科部長 38 ○ 
日本小児科学会専門医 

2006 年全日本民医連九州･沖縄地方協議会主

催｢指導医養成講習会｣受講済 

030849503 4 

内科 福田 知顕 米の山病院 ･漢方診療部長 26 ○ 

日本内科学会認定内科医 

日本東洋医学会漢方専門医 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認定指導医 

日本内科学会総合内科専門医 

2013 年北海道ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ｢臨床研修指導

医養成講習会｣受講済 

030849503 4 

内科 梶原 啓太 米の山病院 ･消化器科科長 12 ○ 
2013 年久留米大学病院｢臨床研修指導医養成

講習会｣受講済 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ学会認定医･指導医 

030849503 4 

内科 本多 敬和 米の山病院 ･消化器科部長 36 ○ 

日本内科学会総合内科専門医 

日本内科学会認定内科医 

日本消化器内視鏡学会専門医･指導医 

日本消化器病学会専門医･指導医 

日本医師会産業医 

日本肝臓学会肝臓専門医･指導医 

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

2015 年臨床研修指導医養成講習会受講済 

030849503 4 

内科 田渕 大樹 米の山病院  8 ○ 2018 年指導医講習会受講済 030849503 4 

内科 内藤 浩史 米の山病院 ･呼吸器科科長 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 

医師臨床研修指導医養成講習会  終了

【2015/9/7】 

日本結核病学会 結核･抗酸菌症認定医 

030849503 4 



 
(NO.3) 

 
 

 
 
 
 
 

 

内科 川口 信之 米の山病院  7 ○ 

民医連関西臨床研修ｾﾝﾀｰ 指導医講習会受講済

(20191123-24) 

日本内科学会認定内科医 

ICD(Infection Control Doctor) 

030849503 
4 

(2020.10取得見込み) 

外科 原 征史朗 米の山病院  13 ○ 

日本外科学会外科専門医 

日本医師会認定産業医 

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ読影認定医 

指導医講習会受講済(2017.11.12) 

030849503 4 

地域医療 田中 清貴 みさき病院 院長 28 ○ 
日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ認定医 

2005 年全日本民医連九州沖縄地協｢指導医講

習会｣受講済 
030849503 3,4 

地域医療 横田 泰治 中央診療所 所長 33 × 
 

 
030849503 3 

地域医療 五十嵐 英哉 米の山病院 所長 17 ○ 

日本内科学会認定医 

医学博士 

2016 年民医連関西臨床研修ｾﾝﾀｰ｢臨床研

修指導医講習会｣受講済 

030849503 3,4 

小児科 村上 義比古 
地方独立行政法人

大牟田市立病院 
小児科部長 33 ○ 平成 18 年度福岡県医師会開催指導医講習会 030849503 4 

小児科 上杉 達 
地方独立行政法人

大牟田市立病院 
小児科医員 22 ○ 平成 25 年度茨城県開催指導医養成講習会 030849503 4 

外科 大嶋 壽海 荒尾市民病院 管理者 39 ○ H20 年度日本病院会主催指導医講習会 030849503 4 

内科 梶原 一郎 荒尾市民病院 副院長 24 ○ 
H22 年度熊本大学 

主催指導医講習会 
030849503 4 

救急科 松園 幸雅 荒尾市民病院 統括診療部長 28 ○ 
H20 年度全国自治体病院協議会主催指導医講

習会 
030849503 3 



(NO.4) 

 

麻酔科 松村 健 荒尾市民病院 外科診療部長 35 ○ H20 年度熊本大学主催指導医講習会 030849503 4 

外科 勝守 高士 荒尾市民病院 院長 35 ○ 
H21 年度全国自治体病院協議会主催指導医講

習会 
030849503 

4 

 

産婦人科 柴田 三郎 荒尾市民病院 医師 39 ○ H18 年度国立病院機構九州ﾌﾞﾛｯｸ臨床研修指導医講習会 030849503 4 

外科 山本 真一 荒尾市民病院 副院長 31 ○ H25 年度全国自治体病院協議会主催指導医集会 030849503  

外科 塚本 千佳 荒尾市民病院 
消化器病 

ｾﾝﾀｰ長 
22 ○ 第 120 回臨床研修医養成講習会 030849503 

  

   

整形外科 前田 勇一 荒尾市民病院 外科診療部長 35 ○ 第 118 回臨床研修指導医養成講習会 030849503  

脳神経外

科 
水野 隆正 荒尾市民病院 外科診療部長 25 ○ 第 20 回全国済生会臨床研修指導医のための WS 030849503  

内科 大嶋 俊範 荒尾市民病院 部長 12 ○ 第 7 回熊本大学医学部附属病院群臨床研修指導医研修 WS 030849503 4 

麻酔科 金山 俊海 荒尾市民病院 部長 20 ○ 
H20 年度獨協医科大学越谷病院主催指導医講

習会 
030849503 4 

内科 佐々木 一成 荒尾市民病院 内科診療部長 17 ○ 第 16 回熊本大学医学部附属病院群臨床研修指導医研修 WS 030849503 4 

内科 藤江 康行 荒尾市民病院 部長 10 ○ 第 7 回熊本大学医学部附属病院群臨床研修指導医研修 WS 030849503 4 

整形外科 松元 健一郎 荒尾市民病院 部長 21 ○ 
第 135 回全国自治体病院協議会主催指導医講

習会 
030849503 4 



(NO.5) 

 

 外科 濵口 裕光 荒尾市民病院 外科診療部長 32 ○ 
第 144 回全国自治体病院協議会主催指導医講

習会 
030849503 4 

外科 岩永 知大 荒尾市民病院 
内視鏡外科 

部長 
20 ○ 

第 142 回全国自治体病院協議会主催指導医講

習会 
030849503 4 

産婦人科 田島 朝宇 荒尾市民病院 部長 22 ○ 
第 142 回全国自治体病院協議会主催指導医講

習会 
030849503 4 

内科 山口 俊一朗 荒尾市民病院 部長 14 ○ 
平成 29 年度独立行政法人国立病院機構九州ｸﾞﾙｰﾌﾟ臨床研修

指導医講習会 
030849503 4 

外科 外山 栄一郎 荒尾市民病院 部長 30 ○ 第 17 回熊本大学医学部附属病院群臨床研修指導医研修 WS 030849503 4 

内科 渕上 俊一朗 荒尾市民病院 部長 18 ○ 
第16回日本赤十字社臨床研修指導医養成講習

会 
030849503 4 

整形外科 藤枝 浩司 荒尾市民病院 部長 10 ○ 
H30 年度全国自治体病院協議会主催指導医講

習会 
030849503 4 

内科 道鬼 つかさ 荒尾市民病院 医長 9 ○ 第 18 回熊本大学医学部附属病院群臨床研修指導医研修 WS 030849503 4 

内科 山本 甲二 荒尾市民病院 部長 10 ○ 
佐賀県臨床研修運営協議会主催第 16 回指導医養成のための

WS 

030849503 4 

内科 山村 智 荒尾市民病院 医長 9 ○ 第 19 回熊本大学病院群臨床研修指導医研修 WS 030849503 4 

麻酔科 藤本 実 荒尾市民病院 部長 16 ○ 第 153 回臨床研修指導医講習会 030849503 4 

麻酔科 森 侑治 荒尾市民病院 医長 6 ○  030849503 4 



(NO.6) 

 
 
 
 
 

 内科 田場 正直 健和会大手町病院 副院長 23 ○ 
日本循環器学会専門医 

平成 18年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 
030849503 4 

内科 佐竹 真明 健和会大手町病院 副院長  × 

日本消化器内視鏡学会専門医･指導医､日本消

化器病学会専門医､日本肝臓学会認定肝臓専

門医､日本ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ学会 H.pylori 感染症認定

医 

030849503 上級医･指導者 

内科 築島 直紀 健和会大手町病院 主任部長 37 ○ 
日本内科学会専門医 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ連合学会指導医 

平成 10 年度臨床研修推進財団臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 4 

内科 内村 作子 健和会大手町病院 部長 21 ○ 
日本内科学会認定医 

平成 20年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 4 

内科 下園 孝治 健和会大手町病院 主任部長 27 ○ 
日本内科学会認定医 日本神経学会専門医 

平成 19年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 4 

内科 山口 征啓 健和会大手町病院 部長 22 ○ 

日本内科学会専門医 日本感染症学会指導医 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ連合学会指導医 

平成 20年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 4 

内科 金澤 剛志 健和会大手町病院 医長  ×  030849503 上級医･指導者 

救急部門 西中 徳治 健和会大手町病院 総院長 35 ○ 
日本救急医学会専門医 

平成 20年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 4 

救急部門 三浦 正善 健和会大手町病院 部長 17 ○ 
日本救急学会専門医 日本内科学会認定医 

平成 21年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 4 

救急部門 前田 穣 健和会大手町病院 医員 12 ○ 
日本救急医学会専門医 

平成 27年さいたま協同病院第 7回臨床研修指

導医講習会受講済 

030849503 4 

救急部門 服部 智弘 健和会大手町病院 医員 9 ○ 平成 30 年日本医師会指導医のため簿教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講済 030849503 4 

整形外科 吉野 興一郎 健和会大手町病院 院長 23 ○ 

日本整形外科学会専門医 

日本ﾘｳﾏﾁ学会専門医 

平成 19年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 3 



(NO.7) 

 
 
 
 

整形外科 酒井 和裕 健和会大手町病院 主任部長 41 ○ 

日本整形外科学会専門医 

日本手外科学会専門医 

平成 22 年社団法人全日本病院協会･社団法人

日本医療法人協会臨床研修指導医講習会 

030849503 4 

整形外科 濱崎 将弘 健和会大手町病院 部長 22 ○ 
日本整形外科学会専門医 

平成 19年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 4 

整形外科 古川 雄樹 健和会大手町病院 部長 17 ○ 
日本整形外科学会専門医 

平成 26年さいたま協同病院第 6回臨床研修指

導医講習会受講済 

030849503 4 

整形外科 永吉 信介 健和会大手町病院 医長  ○ 
日本整形外科学会専門医 

臨床研修指導医講習会受講済 
030849503 2 

形成外科 多田 英行 健和会大手町病院 部長 24 ○ 
日本形成外科学会専門医 

平成22年度九州沖縄地方協議会指導医講習会

受講済 

030849503 4 

麻酔科 

集中治療 
下里 ｱｷﾋｶﾘ 健和会大手町病院 副院長 17 ○ 

日本麻酔科学会専門医 

平成 25年度第 2回日本病院会臨床 

研修指導医養成講習会 

030849503 4 

麻酔科 安永 秀一 健和会大手町病院 顧問 33 ○ 
日本麻酔科学会指導医 

平成 21年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 4 

産婦人科 今井 彰子 健和会大手町病院 部長 12 ○ 
日本産婦人科学会専門医 

平成 26 年第 22 回久留米大学病院指導医講習

会受講済 
030849503 4 

外科 三宅 亮 健和会大手町病院 
研修管理委員

長･副院長 
15 ○ 

日本外科学会専門医 

平成 22年度九州沖縄地方協議会 

臨床研修指導医講習会受講済 

030849503 1 

外科 松山 晋平 健和会大手町病院 主任部長 35 × 
日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会認定医 

 

030849503 4 

外科 
奥川 郁 

 

健和会大手町病院 

 

医長 

 

27 

 

○ 

 

日本消化器外科学会指導医 

外科学会専門医 

平成 5 年滋賀以下大学医師臨床研修指導医講習会 

030849503 4 

内科 尾崎 達也 戸畑けんわ病院 副院長 31 ○ 日本呼吸器学会指導医･日本内科学会専門医 030849503 3･4 



(NO.8) 

 
 
 

地域医療 

外来 
川本 京子 健和会町上津役診療所 所長 29 ○ 

平成16年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会受講済み  
030849503 3･4 

地域医療 江島 強 健和会町上津役診療所  34 ×  030849503 上級医･指導者 

地域医療 片岡 康人 大手町診療所 所長 31 × 内科専門医 030849503 
3 

上級医･指導者 

地域医療 沖田 五月 大手町診療所  26 × 
内科専門医､呼吸器専門医 

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ認定医･指導医 
030849503 上級医･指導者 

内科 角銅 しおり 千鳥橋病院 
副院長 

呼吸器科科長 
26 ○ 

九沖地協指導医講習会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講

習会 

平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会専門医 

030849503 1.3.4 

内科 山本 一視 千鳥橋病院 院長 30 ○ 
日本内科学会認定総合内科専門医 

平成 14年度臨床研修指導医養成講習会受講 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会専門医 
030849503 4 

内科 有馬 泰治 千鳥橋病院 
総合内科病棟科

長 
17 ○ 

日本内科学会認定総合内科専門医 

第 5回民医連九州沖縄指導医養成講習会受講 

家庭医療後期指導医 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会専門医 

030849503 4 

内科 竹内 宏樹 千鳥橋病院 内科医長 10 ○ 
平成27年度九州大学病院医師臨床研修指導医

講習会 
030849503 4 

内科 三浦 英男 千鳥橋病院  18 ○ 
平成 22 年度長野県医師会･長野県病院協議会

臨床研修指導医講習会 
030849503 4 

内科 寺井 明日香 千鳥橋病院 透析室室長 22 ○ 
平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会 

日本内科学会専門医 
030849503 4 

内科 春口 誠治 千鳥橋病院 
糖尿病･内分泌

科科長 
19 ○ 

日本糖尿病学会指導医 

平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会 
030849503 4 

内科 柴田 照久 千鳥橋病院 消化器内科医長 26 ○ 
平成 21 年全日本病院協会｢臨床研修指導医講

習会｣ 
030849503 4 



(NO.9) 

 
 

 内科 澤田 芳雄 千鳥橋病院  20 ○ 
平成21年九州沖縄地方協議会度臨床研修指導

医養成講習会 
030849503 4 

内科 江島 泰志 千鳥橋病院 神経内科科長 28 ○ 

日本神経学会指導医 

日本内科学会専門医 

平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会 

030849503 4 

内科 高畠 由隆 千鳥橋病院 副院長 34 ○ 
日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ学会認定医 

平成 23 年度第 15 回久留米大学病院指導医講

習会 
030849503 4 

内科 佐々木 洋平 千鳥橋病院 内科医長 10 ○ 
第14回福岡県医師会 卒後臨床研修指導医ﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ 
030849503 4 

内科 米村 栄 千鳥橋病院 内科医長 14 ○ 
平成21年九州沖縄地方協議会度臨床研修指導

医養成講習会 

日本内科学会専門医 
030849503 4 

内科 稲石 佳子 千鳥橋病院 内科医長 11 ○ 

平成26年度関東甲信越医師臨床研修ｾﾝﾀｰ臨床

研修指導医講習会 

日本神経学会専門医 

日本内科学会専門医 

030849503 4 

内科 金城 達也 千鳥橋病院  12 ○ 

平成26年度関東甲信越医師臨床研修ｾﾝﾀｰ臨床

研修指導医講習会 

日本循環器学会専門医 

日本内科学会認定内科医 

030849503 4 

外科 横山 裕士 千鳥橋病院 外科部長 26 ○ 

日本外科学会専門医 

日本外科学会認定医 

日本救急医学会 ICLS ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会受講 

030849503 4 

外科 嘉藤 小枝子 千鳥橋病院  9 ○ 
令和元年 民医連関西臨床研修ｾﾝﾀｰ臨床研修

指導医講習会 
030849503 4 

整形外科 家入 雄太 千鳥橋病院  8 ○ 
令和元年 民医連関西臨床研修ｾﾝﾀｰ臨床研修

指導医講習会 
030849503 4 

産婦人科 篠原 和英 千鳥橋病院 副院長 38 ○ 
日本産科婦人科学会専門医 

平成 22 年度第 14 回久留米大学病院指導医講

習会 
030849503 4 

産婦人科 大塚 峻央 千鳥橋病院  9 ○ 
令和元年度日本医師会｢指導医のための教育ﾜ

ｰｸｼｮｯﾌﾟ｣ 
030849503 4 



(NO.10) 

 
 

小児科 山口 英里 千鳥橋病院 部長 24 ○ 
日本小児科学会専門医 

平成 15年度臨床研修指導医養成講習会受講 
030849503 4 

小児科 鈴木 康一 千鳥橋病院 医長 20 ○ 

日本小児科学会専門医 

日本腎臓学会専門医 

平成 17年度第 3回岩手県医師臨床研修指導医

講習会 

030849503 4 

麻酔科 廣瀬 嘉明 千鳥橋病院 麻酔科部長 34 ○ 
日本麻酔科学会専門医 

平成22年福岡医師会｢卒後臨床研修指導医ﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ｣ 
030849503 4 

麻酔科 安岡 栄美 千鳥橋病院 麻酔科医長 21 ○ 

日本麻酔科学会専門医 

日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会専門医 

平成 24 年度第 18 回久留米大学病院指導医講

習会 

030849503 4 

救急 佐々木 隆志 千鳥橋病院 救急ｾﾝﾀｰ長 36 ○ 
日本外科学会認定医･専門医 

麻酔科標榜医 

平成 13年度臨床研修指導医養成講習会 
030849503 4 

救急 中司 貴大 千鳥橋病院 救急ｾﾝﾀｰ副部長 14 ○ 

平成22年度九州沖縄地方協議会指導養成講座

受講 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会専門医 

日本内科学会専門医 

日本救急医学会(ICLS ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ) 

030849503 4 

選択科 岩元 太郎 
たたらﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ

ｮﾝ病院 
副院長 30 ○ 

平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会 
030849503 3･4 

選択科 貞刈 暢代 
たたらﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ

ｮﾝ病院 
副院長 32 ○ 

平成 18 年度医師臨床研修制度･研修管理委員

長･委員長研修 
030849503 4 

選択科 田村 俊一郎 
たたらﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ

ｮﾝ病院 
医長 22 ○ 

平成16年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会 
030849503 4 

地域医療 橋口 観 粕屋診療所 所長 15 ○ 
平成21年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会受講 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会専門医 
030849503 4 

内 科 三宅 裕子 上戸町病院 院長 21 ○ 
2005/12/27 

九州沖縄地方協議会指導医養成講座 

認定産業医 

030849503 3､4 

内 科 近藤 慶 上戸町病院 副院長 16 ○ 
2010/11/26 

長崎医療ｾﾝﾀｰ病院群指導医養成講座 
030849503 1､4 



 
(NO.11) 

 
 
 

内 科 今村 祐子 上戸町病院  11 ○ 
2015/11/16 

長崎大学病院群臨床研修指導医養成講習会 

家庭医療専門医 

030849503 4 

内 科 松園 悠季 上戸町病院  8 ○ 
2018/12/15 

長崎大学病院群臨床研修指導医養成講習会 
030849503 

4 

 

地域医療 上尾 真一 大浦診療所 所長 30 ○ 
2006/9/12 

九州沖縄地方協議会指導医養成講座受講 
030849503 3､4 

地域医療 山道 和則 香焼民主診療所 所長 43 ○ 
2005/2/2 

九州沖縄地方協議会指導医養成講座受講 
030849503 3､4 

地域医療 宮崎 幸哉 
五島ふれあい診

療所 
所長 36 ○ 2011/11/26 長崎大学病院群指導医養成講受講 030849503 3､4 

小児科 

総合診療科 
酒井誠 大分健生病院 院長 28 ○ 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ学会認定医･指導医 

2006年8月26-27日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ学会指導医講

習会 

030849503 3.4 

内科 楢原真由美 大分健生病院 理事長 36 ○ 
医師会認定産業医 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ学会認定医･指導医 

2009.11.14~15 大分県臨床研修指導医講習会 

030849503 4 

内科 今里幸実 大分健生病院 副院長 30 ○ 

2006 年 8 月 26-27 日日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ学会第 10

回指導医講習会 

日本内科学会専門医 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認定医･指導医 

030849503 4 

内科 佐々木秀敏 大分健生病院 内科部長 31 ○ 
2005 年 2 月 18-20 日九沖民医連指導医養成講

習会 
030849503 4 

内科 伊藤和信 大分健生病院 内科 36 ○ 

2004 年 8 月 21-22 日熊本大学医学部附属病院

群臨床研修指導医研修 

日本内科学会総合診療専門医 

日本呼吸器学会専門医･指導医 

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医･指導医 

030849503 4 

小児科 足立晃子 大分健生病院 小児科医長 21 ○ 
日本小児科学会専門医 

2014/9/6-7 第 11 回大分県医師臨床研修 
030849503 4 

地域医療 仲 雷太 竹田診療所 所長 30 ○ 
2016年 10月 16日第12回大分県医師臨床研修

指導医講習会 

日本医師会認定産業医 

030849503 3,4 



(NO.12) 

 

地域医療 楢原 真由美 竹田診療所  36 ○ 
医師会認定産業医 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ学会認定医･指導医 

2009.11.14~15 大分県臨床研修指導医講習会 

030849503 4 

地域医療 亀井 たけし けんせいﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 所長 23 ○ 
2006/11/18-19 大分県指導医講習会 

2007/11/8-10 九沖第 4回指導医養成講習会 
030849503 3,4 

内科 

地域医療 
赤木 正彦 くわみず病院 副院長 23 ○ 

2005.2 九沖指導医養成講習会 

2005 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会 

2012.4 日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認定医 

030849503 3 

内科 

地域医療 
大谷 寛 くわみず病院 内科診療部長 22 ○ 

2006.2 臨床研修指導医講習会  

2011.11 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会 

2010.10 総合内科専門医 

2019.3 ﾘｳﾏﾁ専門医 

2017.4 日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認定医･指導

医 

030849503 4 

精神科 橋本 和子 菊陽病院 院長 28 ○ 
2003.8 特定研修第 1 回臨床研修指導医養成ｺｰ

ｽ､精神保健指定医 

2004 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会 

030849503 4 

精神科 尾上 毅 菊陽病院 副院長 18 ○ 

2006.8 熊大医学部附属病院群臨床研修指導医

研修 WS 

精神保健指定医 

日本精神神経学会専門医 

030849503 3 

精神科 兼氏 史郎 菊陽病院 副院長 28 ○ 
2005.2 九沖指導医養成講習会 

精神保健指定医 

日本精神神経学会専門医 

030849503 4 

精神科 和田 冬樹 菊陽病院  36 ○ 
2004.12 精神科七者懇主催指導医養成講習会 

精神保健指定医､日本精神神経学会専門

医･指導医 
030849503 4 

精神科 清島 美樹子 菊陽病院  
20 

 
○ 

第18回熊本大学医学部附属病院群臨床研修指

導医研修ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
030849503 4 

精神科 樋之口 恵美 菊陽病院 医局長 7 ○ 
第19回熊本大学医学部附属病院群臨床研修指

導医研修ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
030849503 4 

内科 遠藤 豊 宮崎生協病院 院長 37 ○ 
平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導
医養成講習会受講済み､平成20年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責
任者養成講習会受講済 

030849503 3･4 

内科 高橋 聡 宮崎生協病院  28 ○ 
総合内科専門医､日本呼吸器学会呼吸器専門
医､平成 23 年度指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
受講済 

030849503 4 



 
(NO.13) 

 

内科 古谷 孝 
宮崎生協病院 

外来医長 27 ○ 
平成17年度四病院団体協議会臨床研修指導者
養成課程講習会受講済 030849503 4 

内科 

 
浜田 暁子 

宮崎生協病院 
医師委員長 27 ○ 

平成18年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導
医養成講習会受講済 030849503 4 

内科 中島 徹 
宮崎生協病院 

病棟医長 28 ○ 
成23年度指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講済 

平成 29年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会受講済 
030849503 1･4 

内科 永友 英之 
宮崎生協病院 副院長･ 

病棟医長 
22 ○ 

平成 20 年度全日本民医連九州･沖縄地方協議

会主催｢指導医養成講習会｣受講済み 
030849503 4 

内科 眞川 昌大 
宮崎生協病院 

病棟主任医長 10 ○ 
内科認定医､平成 28 年度指導医養成のための

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講済 
030849503 4 

小児科 上野 満 
宮崎生協病院 

 36 ○ 
小児科専門医､平成17年度九州沖縄地方協議会臨

床研修指導医養成講習会受講済 
030849503 4 

小児科 愛甲 浩志 
宮崎生協病院 

 34 ○ 
小児科専門医､小児神経専門医､平成20年度指

導医養成のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講済 
030849503 4 

小児科 山元 広己 
宮崎生協病院 

小児科医長 17 ○ 
小児科専門医､ｱﾚﾙｷﾞｰ専門医(小児科)､平成 21 年

度九州沖縄地方協議会臨床研修指導医養成講習

会受講済 

030849503 4 

小児科 久保 尚美 
宮崎生協病院 

 29 ○ 
小児科専門医､小児循環器専門医､平成27年度

指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講済 
030849503 4 

内科 春田 弘昭 

総合病院鹿児島生協病院 

副院長 25 
○ 

 

平成15年度臨床研修協議会指導医養成講習会

修了､平成30年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会修

了､日本内科学会認定医 

日本循環器学会専門医 

030849503 1､4 

内科 上村 寛和 

総合病院鹿児島生協病院 

副院長 

診療部長 
29 

○ 

 

平成15年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了､平成21年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

養成講習会修了 

日本内科学会総合内科専門医､日本腎臓学会

専門医 

030849503 4 

内科 酒本 忠幸 
総合病院鹿児島生協病院 

内科部長 27 ○ 
平成25年第 11回国際医療福祉大学･高邦会ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ臨床研修指導医養成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ修了 
030849503 

4 

内科指導責任者 



 
(NO.14) 

内科 坂口 美也子 
総合病院鹿児島生協病院 

 22 ○ 
平成16年度四病院団体協議会臨床研修指導医

養成講習会修了､平成28年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養

成講習会修了 

030849503 4 

内科 小松 真成 

総合病院鹿児島生協病院 

 15 ○ 

平成 25 年度第 20 回久留米大学病院指導医講習会修了 

日本内科学会総合内科専門医､日本感染症学

会感染症専門医､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会指導

医 

030849503 4 

内科 常森 将史 

総合病院鹿児島生協病院 

 14 ○ 

平成28年度鹿児島県初期臨床研修連絡協議会

第 7回研修指導医養成講習会修了 

日本内科学会総合内科専門医 

日本循環器学会専門医 

030849503 4 

内科 山口 浩樹 

総合病院鹿児島生協病院 

 10 ○ 

令和元年度鹿児島県初期臨床研修連絡協議会

第 10回研修指導医養成講習会修了 

日本内科学会総合内科専門医 

日本感染症学会感染症専門医 

030849503 4 

内科 

 
神渡 幹夫 

総合病院鹿児島生協病院 

 38 ○ 
平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会指

導医､人間ﾄﾞｯｸ学会認定医 

030849503 4 

救急 上田 剛 

総合病院鹿児島生協病院 

救急部長 12 ○ 

平成27年度鹿児島県初期臨床研修連絡協議会

第 6回研修指導医養成講習会修了 

日本内科学会総合内科専門医 

日本救急医学会救急専門医 

030849503 
4 

救急部門指導責任者 

外科 木藤 正樹 
総合病院鹿児島生協病院 

外科主任部長 45 ○ 
平成20年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了､日本外科学会指導医､ 

日本消化器外科学会認定医 

030849503 4 

外科 吉田 真一 
総合病院鹿児島生協病院 

 32 ○ 
平成29年度鹿児島県初期臨床研修連絡協議会

第 8回研修指導医養成講習会修了 

日本外科学会専門医 

030849503 4 

外科 鎌谷 泰文 
総合病院鹿児島生協病院 

 23 ○ 
平成18年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了､日本外科学会専門医 
030849503 4 

外科 森下 繁美 
総合病院鹿児島生協病院 

外科部長 38 × 
日本外科学会指導医 

日本消化器外科学会認定医 
030849503 上級医 外科指導責任者 

小児科 中村 亨 

総合病院鹿児島生協病院 

小児科部長 39 ○ 

平成21年度日本小児科学会主催第 2回小児科

医のための臨床研修指導医講習会修了 

日本小児科学会専門医 

日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会専門医 

030849503 
4 

小児科指導責任者 

小児科 森田 智 
総合病院鹿児島生協病院 

 35 ○ 
令和元年民医連関西臨床研修ｾﾝﾀｰ臨床研修指

導医講習会修了､日本小児科学会専門医､日本

内分泌学会認定内分泌代謝科(小児科)専門医 

030849503 4 



 
(NO.15) 

 

小児科 樋之口 洋一 
総合病院鹿児島生協病院 

院長 33 ○ 
平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了､日本小児科学会専門医 

日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会専門医 

030849503 3､4 

小児科 嶽﨑 智子 

総合病院鹿児島生協病院 

 33 ○ 

平成30年度鹿児島県初期臨床研修連絡協議会

第 9回研修指導医養成講習会修了 

日本小児科学会指導医 

日本ﾘｳﾏﾁ学会専門医 

030849503 4 

小児科 酒井 勲 
総合病院鹿児島生協病院 

 28 ○ 
平成15年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了､日本小児科学会専門医 
030849503 4 

小児科 関 俊二 
総合病院鹿児島生協病院 

 10 ○ 
令和元年度鹿児島県初期臨床研修連絡協議会

第 10回研修指導医養成講習会修了 

日本小児科学会専門医 

030849503 4 

麻酔科 佐々木 達郎 

総合病院鹿児島生協病院 

 29 
○ 

 

平成18年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了､平成22年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

養成講習会修了 

日本麻酔科学会麻酔科専門医･指導医､麻酔科

標榜医 

030849503 
4 

麻酔科指導責任者 

麻酔科 川越 憲治 
総合病院鹿児島生協病院 

副院長 20 ○ 
平成19年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了 

日本麻酔学会麻酔科専門医 

030849503 4 

麻酔科 橋元 高博 
総合病院鹿児島生協病院 

麻酔科部長 37 × 
麻酔科標榜医 

日本麻酔科学会麻酔科専門医･指導医 
030849503 上級医 

内科 

地域医療 
山下 義仁 

国分生協病院 院長 

 
33 ○ 

平成16年度四病院団体協議会臨床研修指導者

養成課程講習会修了､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会

認定医 

030849503 3､4 

内科 

地域医療 
長谷 康二 

国分生協病院 
 34 ○ 

平成18年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認

定医､日本内科学会認定医 

030849503 4 

内科 

地域医療 
小坂元 博揮 

国分生協病院 

 33 ○ 
平成22年度鹿児島県初期臨床研修連絡協議会

第1回研修指導医養成講習会修了､日本内科学

会認定医､日本消化器病学会 

030849503 4 

内科 

地域医療 
中野 治 

国分生協病院 

診療部長 24 ○ 

平成17年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会修了､日本内科学会総合内科専

門医､ 

日本循環器学会専門医､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学

会指導医 

030849503 4 



 
(NO.16) 

 
 

地域医療 

選択 
徳田 潔 徳之島診療所 所長 30 ○ 

平成 25 年第 20 回久留米大学病院指導医講習

会修了 

日本内科学会 

030849503 3､4 

地域医療 杉原 雄治 南大島診療所 所長 38 × 日本内科学会認定医 030849503 3 上級医 

救急 伊泊 広二 沖縄協同病院 院長 
27 

 
○ 

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医､日本脳卒中

学会認定脳卒中専門医､日本救急医学会救急科専門

医､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認定医 2014 年 1 月 25 日

取得､平成 17 年度九州沖縄地方協議会臨床研修指導

医養成講習会終了､医療安全管理者､難病指定医 

030849503 4  

内科 嵩原 安彦 沖縄協同病院 
副院長､総合診

療部部長 
31 ○ 

平成15年度民医連東海北陸地方協議会卒後教育開発

ｾﾝﾀｰ臨床研修指導医養成講習会受講､厚生労働省後

援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会受講､難病指定医 

030849503 1､3､4  

外科 加藤 航司 沖縄協同病院 病棟医長 11 ○ 
JA 長野厚生連第 10 回研修医教育のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

受講､日本外科学会外科専門医､日本がん治療認定機

構がん治療認定医､難病指定医 

030849503 4  

内科 横矢 隆宏 沖縄協同病院 
副院長 

 
29 ○ 

日本内科学会総合内科専門医､日本臨床内科認定医､

日本循環器学会認定循環器専門医､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連

合学会認定医､第 6 回臨床研修指導医講習会受講

(H18.10.8)､平成29年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者養成講習会受

講(H29.11.23) 

030849503 4 

小児科 雨積 涼子 沖縄協同病院 小児科外来医長 16 ○ 
日本小児科学会小児科専門医､平成 22 年度全日本民

医連九州沖縄地方協議会臨床研修指導医養成講習会

受講､日本医師会認定産業医､難病指定医 

030849503 4  

産婦人科 嘉陽 真美 沖縄協同病院 産婦人科部長 19 ○ 
民 医 連 九 州 沖 縄 地 方 協 議 会                                                                         

第5回指導医養成講習会受講､日本産婦人科学会産婦

人科専門医､難病指定医 

030849503 4  

整形外科 上原 健 沖縄協同病院 病棟医長 
15 

 
○ 

日本整形外科学会整形外科専門医､日本病院会｢平成

26 年度第 3 回臨床研修指導医養成講習会｣受講 
030849503 4  

麻酔科 久場 一章 沖縄協同病院 麻酔科部長 26 ○ 
日本麻酔科学会標榜医､厚生労働省認定指導医養

成講習会受講(2007/11/10)､日本麻酔科学会認定医  
030849503 4  

地域医療 嘉数 健二 浦添協同ｸﾘﾆｯｸ 所長 27 ○ 
平成16年度九州協議会臨床研修指導医養成講

習会受講 
030849503 3､4 

地域医療 上原 幸盛 糸満協同診療所 所長 33 ○ 
沖縄県医師会 臨床研修･臨床実習､第 2回指導

医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講 
030849503 3､4 



 
(NO.17) 

※ ｢担当分野｣欄には､様式 10 別紙 3の臨床研修を行う分野及び病理(CPC)を記入すること｡ 
※ ｢所属｣欄には､臨床研修指導医(指導医)等が所属する病院又は施設の名称を記入すること｡ 
※ ｢資格等｣欄には､受講した指導医講習会名称や､取得した専門医資格等について記入すること｡ 
※ ｢ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号｣欄には､臨床研修指導医(指導医)等が担当するすべてのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号を記入すること(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号を取得していない場合には研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの名称を記入 

すること｡)｡ 
※ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者､副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者､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｣欄にそれぞれに応じた番号を記入し､併せてﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号を記入するこ 

と(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号を取得していない場合には研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの名称を記入すること｡)｡ 
*研修実施責任者･･･協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において､当該施設における臨床研修の実施を管理する者 

*臨床研修指導医(指導医)･･･研修医に対する指導を行う医師であり､7年(84 月)以上の臨床経験及び指導医養成講習会等の受講経験を有する者 
※ 地域医療重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにおいては､地域医療の指導医を必ず記載すること 
※ 欄が足りない場合には､ｺﾋﾟｰにより対応し､｢(No. )｣欄にﾍﾟｰｼﾞ数を記入すること｡ 

地域医療 新垣 安男 首里協同ｸﾘﾆｯｸ 所長代行 
42 

 
× 日本脳神経外科学会専門医､日本脳卒中学会専門医 030849503 3 上級医 

地域医療 与儀 洋和 中部協同病院 院長 43 × 日本内科学会認定内科医 030849503 3 研修実施責任者 

地域医療 犬尾 仁 中部協同病院 3 階病棟医長 16 ○ 
平成 21 年度 九州沖縄地方協議会臨床研修指導医養

成講習会受講､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認定医  
030849503 4 

地域医療 斉藤 保 中部協同病院 透析部長 23 ○ 
日本医師会指導医主催            第11回指導医の

ための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会認

定医  

030849503 4 

地域医療 徳森 栄次 中部協同病院 内科部長 27 ○ 
日本消化器内視鏡学会専門医､第 1 回九州ﾌﾞﾛｯｸ医師

臨床研修導医養成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合

学会認定医､日本消化器内視鏡学会専門医 

030849503 4 

地域医療 津波 由紀子 中部協同病院 4 階病棟医長 21 ○ 
平 成 19 年 度 九 州 沖 縄 地 方 協 議 会                                                                              

第4回臨床研修指導医養成講習会受講､日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹ

ｱ連合学会認定医  

030849503 4 

地域医療 嘉陽 信子 那覇民主診療所 所長 23 ×  030849503 3 上級医 

腎・透析 中村 成男 とよみ生協病院 内科部長 31 ○ 
日本透析医学会専門医、日本内科学会認定内

科医、九州沖縄地方協議会第 1 回指導医養成

講習会受講 
030849503 3、4 

地域医療 香月 彰夫 神野診療所 所長 23 ○ 

ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合学会認定医・指導医 

内科学会認定医 

平成15年度臨床研修指導者養成課程講習会受

講 

030849503 3、4 

産婦人科 

(選択) 
松尾 州裕 

まつおﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘ

ﾆｯｸ 
院長 30 × 

産婦人科専門医 
母性保護法指定医 

030849503 3 


