
(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 

救急部門 
崎山 博司 米の山病院 

･院長 

･総合統括部長 
35 ○ 

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 

救急部門 
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 

25 ○ 

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 

救急部門 
後藤 良三 米の山病院 

･顧問 

･内科部長 
38 ○ 

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

救急部門 
髙口 太平 米の山病院 ･整形外科科長 20 ○ 

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
救急部門 

宮里 朝史 米の山病院 ･整形外科科長 20 ○ 
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 

小児科 田島 重吉 米の山病院 ･小児科部長 42 ○ 
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 

小児科 
救急部門 

後藤 康平 米の山病院 

・小児科科長 

・研修管理副委

員長 

9 ○ 
日本小児科学会小児科専門医 

2021 年日本医師会指導医のための教育ワーク

ショップ（福岡県医師会主催）受講済 

030849503 4 

別紙４ 



 
 

(NO.2) 

 
 
 
 

外科 

救急部門 
大城 国夫 米の山病院 

･副院長 

･外科部長 
23 ○ 

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 

内科 福田 知顕 米の山病院 
･漢方診療科部

長 
30 ○ 

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 

救急部門 
梶原 啓太 米の山病院 ・消化器科科長 16 ○ 

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 

救急部門 
田渕 大樹 米の山病院 ・代謝科科長 11 ○ 2018 年指導医講習会受講済 030849503 4 

内科 

救急部門 
内藤 浩史 米の山病院 ･呼吸器科科長 14 ○ 

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  修了

【2015/9/7】 

日本結核病学会 結核･抗酸菌症認定医 

030849503 4 

内科 

救急部門 
川口 信之 米の山病院 ・呼吸器科科長 9 ○ 

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 

内科 

救急部門 
後藤 健太 米の山病院 ・消化器科科長 11 ○ 

医師臨床研修指導医養成講習会 修了

【2016/7/10】 

日本内科学会認定内科医 

030849503 4 

外科 

救急部門 
原 征史朗 米の山病院 ・外科科長 15 ○ 

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 



 
 

 
(NO.3) 

※ ｢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｡ 

リハビリ

テーショ

ン科 

許斐 耕平 米の山病院 
・リハビリテー

ション科科長 
23 ○ 

日本リハビリテーション医学会専門医（3036） 

日本リハビリテーション医学会認定臨床医 

日本抗加齢医学会専門医 

厚生労働省義肢装具適合判定医 

健康スポーツ医 

医 師 臨 床 研 修 指 導 医 養 成 講 習 会 修 了

（2013/12） 

身体障害者福祉法 第 15 条指定医（肢体不自

由、音声・言語・そしゃく機能） 

回復期リハビリテーション病棟専従医 

030849503 4 

病理 

(CPC) 
大島 孝一 

久留米大学医学

部病理学教室 
主任教授 37 × 日本病理学会専門医(病理専門研修指導医) 030849503 

非常勤医師 

（CPC 症例の指導） 


