
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０７４４     臨床研修病院の名称： 総合病院鹿児島生協病院                 

 
 
 

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） 

内科 春田 弘昭 総合病院鹿児島

生協病院 

副院長 25 年 ○ 

 

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

年度プログラム責任者養成講

習会修了、日本内科学会認定医 

日本循環器学会専門医 

030744601 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 年 ○  

 

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 年度プログラム

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 

030744601 4 

内科 酒本 忠幸 総合病院鹿児島

生協病院 

内科部長 27 年 ○ 平成 25年第 11回国際医療福祉

大学・高邦会グループ臨床研修

指導医養成ワークショップ修

了 

030744601 4 

内科指導責任者 

内科 坂口 美也子 総合病院鹿児島

生協病院 

 22 年 ○ 

 

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 年度プログラム責

任者養成講習会修了 

030744601 4 

別紙４ 



（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０７４４     臨床研修病院の名称： 総合病院鹿児島生協病院                 

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） 

内科 小松 真成 総合病院鹿児島

生協病院 

 15 年 ○ 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、

日本プライマリ・ケア連合学会

指導医 

030744601 4 

内科 常森 将史 総合病院鹿児島

生協病院 

 14 年 ○ 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 

030744601 4 

内科 山口 浩樹 総合病院鹿児島

生協病院 

 10年 ○ 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 

030744601 4 

内科 

 

神渡 幹夫 総合病院鹿児島

生協病院 

 38 年 ○ 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、日本プライマリ・ケア連

合学会指導医、人間ドック学会

認定医 

030744601 4 

別紙４ 



（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０７４４     臨床研修病院の名称： 総合病院鹿児島生協病院                 

 
 
 
 

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） 

救急 上田 剛 総合病院鹿児島

生協病院 

救急部長 12 年 ○ 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 

030744601 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 年 ○ 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 

030744601 4 

外科 吉田 真一 総合病院鹿児島

生協病院 

 32 年 ○ 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 

030744601 4 

外科 鎌谷 泰文 総合病院鹿児島

生協病院 

 23 年 ○ 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 

030744601 4 

外科 森下 繁美 総合病院鹿児島

生協病院 

外科部長 38 年 × 日本外科学会指導医 

日本消化器外科学会認定医 

030744601 上級医 

外科指導責任者 

別紙４ 



（No.4） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０７４４     臨床研修病院の名称： 総合病院鹿児島生協病院                 

 
 
 

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） 

小児科 中村 亨 総合病院鹿児島

生協病院 

小児科部長 39 年 ○ 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 

日本アレルギー学会専門医 

030744601 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年 ○ 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 

030744601 4 

小児科 樋之口 洋一 総合病院鹿児島

生協病院 

院長 33 年 ○ 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 

日本アレルギー学会専門医 

030744601 3、4 

小児科 嶽﨑 智子 総合病院鹿児島

生協病院 

 33年 ○ 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 

030744601 4 

別紙４ 



（No.5） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０７４４     臨床研修病院の名称： 総合病院鹿児島生協病院                 

 
 

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） 

小児科 

 

酒井 勲 総合病院鹿児島

生協病院 

 28 年 ○ 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 

030744601 4 

小児科 関 俊二 総合病院鹿児島

生協病院 

 10年 ○ 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 

030744601 4 

麻酔科 佐々木 達郎 総合病院鹿児島

生協病院 

 29 年 ○ 

 

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 年度プログラム

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 

030744601 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 年 ○ 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 

030744601 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 年 × 麻酔科標榜医 

日本麻酔科学会麻酔科専門

医・指導医 

030744601 上級医 

別紙４ 



（No.6） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０７４４     臨床研修病院の名称： 総合病院鹿児島生協病院                 

 
 
 
 
 

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） 

ＣＰＣ 

選択（病理診

断科） 

那須 拓馬 総合病院鹿児島

生協病院 

病理診断科科

長 

24 年 ○ 

 

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、平成 25 年度プログラム

責任者養成講習会修了 

日本病理学会病理専門医、日本

臨床細胞学会細胞診専門医 

030744601 4 

病理部門指導責任者 

選択 

（整形外科） 

小柴 民子 総合病院鹿児島

生協病院 

 24 年 ○ 平成 20 年度日本病院会臨床研

修指導医養成講習会修了 

日本整形外科学会専門医 

030744601 4 

整形外科指導責任者 

選択（眼科） 福留 みのり 総合病院鹿児島

生協病院 

 17年 ○ 平成 29 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 

日本眼科学会専門医 

030744601 4 

眼科指導責任者 

選択 

（泌尿器科） 

白濱 勉 総合病院鹿児島

生協病院 

泌尿器科部長 45 年 × 日本泌尿器科学会専門医・指導

医、西日本泌尿器科学会評議

員、国際泌尿器科学会 

030744601 上級医 

泌尿器科指導責任者 

選択 

（婦人科） 

柳田 文明 総合病院鹿児島

生協病院 

婦人科科長 35 年 × 日本産科婦人科学会専門医 

母体保護法指定医 

030744601 上級医 

婦人科指導責任者 

別紙４ 



（No.7） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３０７４４     臨床研修病院の名称： 総合病院鹿児島生協病院                 

 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 
※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 
 
 

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） 

選択 

（整形外科） 

（リハビリテ

ーション科） 

行田 義仁 総合病院鹿児島

生協病院 

リハビリテー

ション科科長 

36 年 × 日本整形外科学会専門医 

日本リハビリテーション医学

会臨床認定医 

030744601 上級医 

リハビリテーション

科指導責任者 

別紙４ 



（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３２３７１    臨床研修病院の名称：   国分生協病院     

 

 

 

 

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） 

内科 

地域医療 

 

山下 義仁 国分生協病院 院長 

 

33 年 ○ 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、日本プライマリ・ケア連合学

会認定医 

030744601 3、4 

内科 

地域医療 

 

長谷 康二 国分生協病院  34 年 ○ 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、

日本プライマリ・ケア連合学会認

定医、日本内科学会認定医 

030744601 4 

内科 

地域医療 

 

小坂元 博揮 国分生協病院  33 年 ○ 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 

030744601 4 

内科 

地域医療 

中野 治 国分生協病院 診療部長 24 年 ○ 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、日本プラ

イマリ・ケア連合学会指導医 

030744601 4 

別紙４ 



（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３２３７１     臨床研修病院の名称：   国分生協病院    

 
 

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） 

内科 

地域医療 

前村 良弘 国分生協病院  9 年 ○ 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 

日本内科学会認定医 

030744601 4 

内科 

地域医療 

田澤 真吾 国分生協病院  8年 ○ 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 

日本内科学会認定内科医 

日本プライマリ・ケア連合学会 

家庭医医療専門医 

030744601 4 

内科 

地域医療 

 

楠元 真由美 国分生協病院  17 年 ○ 2015年度日本小児科学会第 14回

小児科医のための臨床研修指導

医養成講習会修了、日本小児科学

会専門医、日本救急医学会、日本

感染症学会 ICD 

030744601 4 

選択 

（小児科） 

 

玉江 末広 国分生協病院  33 年 ○ 平成 24 年度鹿児島県初期臨床研

修連絡協議会第 3 回研修指導医

養成講習会修了 

日本小児科学会専門医 

日本透析医学会専門医 

030744601 4 

別紙４ 



（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３２３７１     臨床研修病院の名称：   国分生協病院    

 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 
※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 

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） 

選択（外科） 

 

税所 孝樹 国分生協病院  38 年 × 日本外科学会専門医 

日本消化器外科学会 

030744601 上級医 

別紙４ 



（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030709          臨床研修病院の名称：健和会大手町病院     

 

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） 

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 

030744601 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、

日本ヘリコバクター学会

H.pylori感染症認定医 

030744601 上級医 

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 

日本プライマリケア連合

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 

030744601 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 

030744601 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 

030744601 4 

別紙４ 



（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030709          臨床研修病院の名称：健和会大手町病院     

 

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） 

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 

日本プライマリケア連合

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 

030744601 4 

内科 金澤 剛志 健和会大手町

病院 

医長  ×  030744601 上級医 

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 

030744601 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 

030744601 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 

 

030744601 4 

別紙４ 



（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030709          臨床研修病院の名称：健和会大手町病院     

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） 

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

ショップ受講済 

030744601 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 

030744601 1.4 

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 

 

030744601 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 

 

030744601 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 

030744601 4 

選択 

（小児科） 

 

後山 和彦 

 

健和会大手町

病院 

主任部長 

 

29 

 

○ 

 

第 3 回徳洲会臨床研修病

院指導医講習会、小児科

専門医、プログラム責任

者養成講習会 

030744601 4 

別紙４ 



（No.4） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030709          臨床研修病院の名称：健和会大手町病院     

 

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） 

選択 

（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 

030744601 3.4 

選択 

（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 

030744601 4 

選択 

（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 

030744601 4 

選択 

（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 

030744601 4 

選択 

（整形外科） 

永吉 信介 健和会大手町

病院  

医長 9 ○ 日本整形外科学会専門医 

臨床研修指導医講習会受

講済 

030744601 2.4 

選択 

（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 

030744601 4 

別紙４ 



（No.5） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030709          臨床研修病院の名称：健和会大手町病院     

 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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） 

選択 

（泌尿器科） 

池田 英夫 健和会大手町

病院 

主任部長 26 ○ 日本泌尿器科学会専門医 

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 

030744601 4 

選択 

（病理科） 

松木 康真 健和会大手町

病院 

部長 26 × 解剖認定医、細胞診専門

医（指導医）、病理専門医 
030744601 上級医 

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 

030744601 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 

030744601 4 

別紙４ 



（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030689      臨床研修病院の名称： 千鳥橋病院   

担当分野 氏名 所属 役職 
臨床経

験年数 

指導医講習

会等 

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） 

の受講経験 

有：○ 

無：× 

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プログラム責任

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 

日本プライマリ・ケア連合学会専門医 

030744601 

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 

日本プライマリ・ケア連合学会専門医 

030744601 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 

日本プライマリ・ケア連合学会専門医 

030744601 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 
030744601 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 
030744601 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 

030744601 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 

030744601 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」 
030744601 4 

別紙 4 



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 

 

030744601 

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 

030744601 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 

030744601 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

導医ワークショップ 
030744601 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 

030744601 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 

030744601 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 

030744601 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 

030744601 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 
030744601 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 
030744601 4 

（No.2） 



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 

030744601 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プ」 
030744601 4 

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 

030744601 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 

030744601 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

導医ワークショップ」 

030744601 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 

日本ペ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 

030744601 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 

030744601 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 

日本プライマリ・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ディレクター） 

030744601 4 

病理 
松下 能文 千鳥橋病院 部長 37 ○ 

平成 29 年 6 月開催（日本病院会） 

第 1 回臨床研修指導医講習会 
030744601 4 

 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

（No.3） 



※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 



（No. 1 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０８０００４      臨床研修病院の名称：   上戸町病院     
 

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） 

内 科 

 

三宅 裕子 上戸町病院 院長 21年 ○ 2005/12/27 

九州沖縄地方協議会指

導医養成講座 

認定産業医 

030744601 3、4 

内 科 

 

近藤 慶 上戸町病院 副院長 

 

16年 ○ 2010/11/26 

長崎医療ｾﾝﾀｰ病院群指

導医養成講座 

030744601 1、4 

内 科 

 

今村 祐子 上戸町病院  11年 ○ 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 

030744601 4 

内 科 

 

松園 悠季 上戸町病院  8年 ○ 2018/12/15 

長崎大学病院群臨床研

修指導医養成講習会 

030744601 4 

 

選択 

（リハビリ） 

 

平野 友久 上戸町病院 回復期病棟医

長 

36年 ○ 2012/6/30 

長崎大学病院群臨床研

修指導医養成講習会 

脳卒中専門医、 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医 

030744601 4 

別紙４ 



（No. 2 ） 
 
３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０８０００４       臨床研修病院の名称   上戸町病院     

 

 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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） 

選択 

（整形外科） 

 

浦川 伸弘 上戸町病院 整形外科病棟

医長 

36年 ○ 2008/8/25 

第 5回九州ブロック指

導医養成講座 

リウマチ専門医 

整形外科専門医 

030744601 4 

選択 

（整形外科） 

中里 結花 

 

上戸町病院 

 

 

 

7年 

 

○ 

 

2019/8/24 

長崎大学病院群臨床研

修指導医養成講習会 

030744601 

 

4 

 

別紙４ 



（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 
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) 

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 

日本プライマリ・ケア学会認定医・指導医 

030744601 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 

日本プライマリ・ケア学会認定医・指導医 

日本医師会認定産業医 

030744601 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 

030744601 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 

030744601 4 

選択 

（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 
030744601 4 

選択 

（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 

030744601 4 

別紙４ 



 

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） 

 

選択 

（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 

030744601 4 

選択 

（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 

030744601 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 

日本プライマリ・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年北海道プライマリ・ケアネットワーク

「臨床研修指導医養成講習会」受講済 

030744601 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 

日本プライマリ・ケア学会認定医・指導医 

030744601 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 

030744601 4 

内科 田渕 大樹 米の山病院  8 ○ 
2018年指導医講習会受講済 

030744601 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 

030744601 4 



 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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) 

選択 

（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 

マンモグラフィー読影認定医 

指導医講習会受講済(2017.11.12) 

030744601 4 



（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等  病院施設番号： 031014      臨床研修病院の名称：大分県医療生活協同組合大分健生病院                

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） 

地域医療 

選択 

（総合診療） 

酒井誠 大分健生病院 院長 28年 ○ 日本プライマリ・ケア学

会認定医・指導医 

2006年 8月 26-27日本プ

ライマリ・ケア学会指導

医講習会 

030744601 3.4 

内科 

地域医療 

楢原真由美 大分健生病院 理事長 36年 ○ 医師会認定産業医 

日本プライマリ・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 

030744601 4 

内科 

地域医療 

今里幸実 大分健生病院 副院長 30年 ○ 2006 年 8 月 26－27 日日

本プライマリ・ケア学会

第 10回指導医講習会 

日本内科学会専門医 

日本プライマリ・ケア連

合学会認定医・指導医 

030744601 4 

内科 

地域医療 

佐々木秀敏 大分健生病院 内科部長 31年 ○ 2005年 2月 18-20日九沖

民医連指導医養成講習会 

 

030744601 4 

 

 

別紙４ 



（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号： 031014   臨床研修病院の名称：大分県医療生活協同組合大分健生病院                  

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） 

内科 

地域医療 

伊藤和信 大分健生病院 内科 36年 ○ 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 

030744601 4 

選択 

 

 

 

足立晃子 

 

大分健生病院 

 

小児科医長 

 

21年 

 

○ 

 

日本小児科学会専門医 

2014 年 9 月 6－7 日第 11

回大分県医師臨床研修 

 

 

030744601 

 

4 

 

選択 

 

荒川晶子 大分健生病院 皮膚科医長 21年 ○ 日本皮膚科学会専門医 

2013 年 9 月 7－8 日第 9

回大分県医師臨床研修 

030744601 4 

 
 
 
 
 
 

別紙４ 



（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号： 031014   臨床研修病院の名称：大分県医療生活協同組合大分健生病院         

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） 

選択 

 

立花幸人 大分健生病院 外科 48年 〇 2014年プログラム責任者

養成講習会 

日本外科学会専門医 

日本救急医学会専門医 

030744601 4 

 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 
※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 
 

別紙４ 



（No. ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  031054   臨床研修病院の名称：社会医療法人芳和会 くわみず病院       

 

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） 

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 プログラム

責任者養成講習会 

2012.4 日本プラ

イマリ・ケア連合

学会認定医 

030744601 ３ 研修実施責任

者 

４ 指導医 

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  プログ

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 日本プラ

イマリ・ケア連合

学会認定医・指導

医 

030744601 ４ 指導医 

別紙４ 



（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３２２０４       臨床研修病院の名称： 宮崎生協病院            

 

 

 

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） 

内科 遠藤 豊 宮崎生協病院 院長 37年 

○ 

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 年度プログラム責
任者養成講習会受講済み 

030744601 ３、４ 

内科 高橋 聡 宮崎生協病院  28年 ○ 
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プ
受講済み 

030744601 ４ 

内科 古谷 孝 宮崎生協病院 外来医長 27 年 ○ 
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み 

030744601 ４ 

内科 浜田 暁子 宮崎生協病院 医師委員長 27 年 ○ 
平成 18 年度九州沖縄地
方協議会臨床研修指導医
養成講習会受講済み 

030744601 ４ 

内科 

 

中島 徹 宮崎生協病院 ５階病棟医長 28 年 ○ 平成 23 年度指導医のた

めの教育ワークショップ

受講済み 

平成 29 年度プログラム

責任者養成講習会受講済

み 

030744601 ４ 

内科 永友 英之 宮崎生協病院 副院長・ 
３階４階病棟医長 

22 年 ○ 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 

030744601 ４ 

内科 

 

眞川 昌大 宮崎生協病院 病棟主任医長 10年 
○ 

内科認定医、平成 28年度

指導医養成のためのワー

クショップ受講済み 

030744601 ４ 

別紙４ 



（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３２２０４       臨床研修病院の名称： 宮崎生協病院            

 
 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 
※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 
 

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） 

小児科 上野 満 宮崎生協病院  36年 ○ 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み 

030744601 ４ 

小児科 愛甲 浩志 宮崎生協病院  34年 ○ 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プ受

講済み 

030744601 ４ 

小児科 山元 広己 宮崎生協病院 小児科医長 17年 ○ 小児科専門医、アレルギー専門

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み 

030744601 ４ 

小児科 久保 尚美 宮崎生協病院  29 年 ○ 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プ

受講済み 

030744601 ４ 

選択 山岡 伊智子 宮崎生協病院  33 年 ○ 外科認定医、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 

030744601 ４ 

別紙４ 



別紙４ 

（No.1 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030749   臨床研修病院の名称：沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院                   

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） 

救急 

伊
い

泊
どまり

 広 二
こうじ

 
沖縄協同病院 院長 27年 

 

○ 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、日本プ

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 

030744601 4  

内科 

嵩
たけ

原
はら

 安 彦
やすひこ

 

沖縄協同病院 副院長、総合診療

部部長 

31年 ○ 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

プログラム責任者養成講習

会受講、難病指定医 

030744601 1、3、4  

 

外科 

 

加藤
かとう

 航司
こうじ

 

沖縄協同病院 5F 病棟医長 11 年 ○ JA 長野厚生連第 10 回研修医

教育のためのワークショッ

プ受講、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 

030744601 4  



  （No.2 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030749         臨床研修病院の名称：沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院                   

 

 

 

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） 

内科 

横矢
よこや

 隆
たか

宏
ひろ

 

沖縄協同病院 副院長 

 

29年 〇 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、日本プライマリ・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 年度プ

ログラム責任者養成講習会

受講（H29.11.23） 

030744601 4 

小児科 

 
雨積
あまづみ

 涼子
りょうこ

 

沖縄協同病院 小児科外来医長 16年 ○ 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 

030744601 4  

産婦人科 

 
嘉
か

陽
よう

 真
ま

美
み

 

沖縄協同病院 産婦人科部長 19年 ○ 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 

 

030744601 4  

別紙４ 



３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 030749      臨床研修病院の名称：沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院           （No.3 ） 

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） 

選択 

（脳神経外科） 
城間
し ろ ま

 淳
じゅん

 
沖縄協同病院 ５階病棟医長 11年 ○ 日本脳神経外科学会脳神経

外科専門医、上尾中央総合病

院主催「指導医のための教育

ワークショップ」受講 

030744601 4  

選択 

（心療内科） 

 

小松
こ ま つ

 知己
と も み

 
沖縄協同病院  38年 ○ 日本総合病院精神医学会専

門医、日本精神神経学会専門

医、平成 23 年度西日本地区

精神科七者懇「臨床研修指導

医講習会」（第 1 回）  

030744601 4  

選択 

（心臓血管

外科） 

橋 本
はしもと

 亘
わたる

 

沖縄協同病院 副院長 

心臓血管外科部長 

22 年 ○ 平成 25 年度第 1 回長崎大学

病院群臨床研修指導医養成

のための講習会修了、日本外

科学会外科専門医、循環器専

門医、3 学会構成心臓血管外

科専門医、日本脈管学会脈管

専門医 

030744601 4  

選択 

（臨床検査科） 
澤岻
た く し

 由希子
ゆ き こ

 
沖縄協同病院 臨床検査科部長 23 年 〇 日本内科学会認定内科医、日

本内科学会総合内科専門医、

日本循環器学会認定循環器

専門医、日本臨床検査医学会

臨床検査管理医、 VHJ機構

第１８回臨床研修指導医

養成講座受講 

030744601 4  

別紙４ 



（No.4 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030749    臨床研修病院の名称：沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院                   

 
 
 
 

 

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） 

麻酔科 
久場
く ば

 一章
かずあき

 
沖縄協同病院 麻酔科部長 26年 ○ 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  

030744601 4  

内科 

福田
ふくだ

 暁子
あきこ

 
沖縄協同病院 緩和ケア内科部

長 

18年 〇 平成 28 年度第 3 回臨床研修

指導医養成講習会修了、日本

麻酔科学会標榜医、日本麻酔

科学会麻酔科認定医、日本緩

和医療学会緩和医療認定医 

030744601 4 

選択 

（整形外科） 

上原
うえはら

 健
たけし

 沖縄協同病院 ８階病棟医長 15 年 

 

○ 日本整形外科学会整形外科

専門医、日本病院会「平成２

６年度第３回臨床研修指導

医養成講習会」受講 

030744601 4  

選択 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝ科） 

奥 村
おくむら

 須江子
す え こ

 

沖縄協同病院 

 

リハビリ科部長 24 年 ○ 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会専門

医、日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会認

定医、九州沖縄地方協議会第

2 回指導医養成講習会受講、

難病指定医 

030744601 4  

別紙４ 



（No.5 ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：030749    臨床研修病院の名称：沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院                   

 

 

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） 

選択 

（泌尿器科） 嘉
か

手 川
でかわ

 豪
かつ

心
み
 

沖縄協同病院 泌尿器科部長 21 年 〇 平成 29 年度第 3 回日本病院

会臨床研修指導医養成講習

会修了、日本泌尿器科学会専

門医、日本排尿機能学会認定

医 

030744601 4 

選択 

（皮膚科） 

﨑
さき

枝
えだ

 薫
かおる

 沖縄協同病院 皮膚科部長 15 年 〇 日本皮膚科学会皮膚科専門

医、平成 28 年度第 2 回日本

病院会臨床研修指導医養成

講習会修了 

030744601 4 

選択 

（病理診断科） 

樋口
ひ ぐ ち

 佳代子
か よ こ

 沖縄協同病院 病理診断科部長 35 年 ○ 平成 18 年度長野県医師会・

長野県病院協議会「臨床研修

指導医講習会受講、日本病理

学会・日本専門医機構病理専

門医、日本臨床細胞学会細胞

診専門医、死体解剖資格 

030744601 4 

選択 

（放射線科） 
伊良波
い ら は

 祥子
しょうこ

 
沖縄協同病院 放射線科部長 23年 ○ 日本放射線学会放射線診

断専門医、日本医学放射

線学会放射線科認定医、

難病指定医、VHJ 機構第

１８回臨床研修指導医養

成講座受講 

030744601 4 

別紙４ 



※ 「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。 

※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 

※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 



（No. ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030731        臨床研修病院の名称：菊陽病院                   

 
 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

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） 

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プログラム責任者養成講習会 

030744601 ４ 指導医 

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 

030744601 ３ 研修実施責

任者 

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 

030744601 ４ 指導医 

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 

030744601 ４ 指導医 

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プ 

030744601 ４ 指導医 

精神科 樋之口 恵美 菊陽病院 医局長 7 〇 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プ 

030744601 ４ 指導医 

別紙４ 



と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 
※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 
 



（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 030745    臨床研修病院の名称： 公益財団法人慈愛会 谷山病院    

 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

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） 

精神科 壽 幸治 公益財団法人慈

愛会谷山病院 

副院長 31年 ○ 平成 15 年度臨床研修協議会臨床

研修指導医養成講習会受講 

精神保健指定医 

030744601 3、4 

精神科 福迫 剛 公益財団法人慈

愛会谷山病院 

院長 35年 ○ 平成 15 年度日本精神病院協会第

2回臨床研修指導医養成講習会受

講、精神保健指定医、医学博士 

030744601 4 

精神科 牟礼 利子 公益財団法人慈

愛会谷山病院 

 43年 ○ 平成 15 年度日本精神病院協会第

1回臨床研修指導医養成講習会受

講、精神保健指定医 

030744601 4 

精神科 堀 康子 公益財団法人慈

愛会谷山病院 

 35年 ○ 平成 16 年度精神科七者懇主催九

州地区第 1 回臨床研修指導医養

成講習会受講、精神保健指定医 

030744601 4 

精神科 高橋 誉 公益財団法人慈

愛会谷山病院 

 25年 ○ 平成 21 年度精神科七者懇主催西

日本地区臨床研修指導医養成講

習会受講、精神保健指定医 

030744601 4 

別紙４ 



※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 



（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０３２２４９   臨床研修病院の名称：公益財団法人慈愛会 奄美病院    

 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 
※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 
 

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） 

精神科 杉本 東一 公益財団法人慈

愛会奄美病院 

名誉院長 45年 ○ 平成 25 年度精神科七者懇東日本

地区臨床研修医指導医養成講習

会受講、精神保健指定医 

030744601 3、4 

         

         

         

         

別紙４ 



別紙４
（№　1　）

　３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：　　0３０７４３　　 臨床研修病院の名称：　　鹿児島県立大島病院　　

外科 石神　純也
鹿児島県立大
島病院

院長 32年 ○

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認定消化器がん外科治
療認定医，日本消化器外科学会認定指導
医，日本消化器外科学会認定消化器外科専
門医，日本消化器病学会認定消化器病専門
医，日本外科学会認定指導医，第３回鹿児島
県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医
養成講習会

030743501
030743502
030743503

３　研修実施責任者
４　指導医

総合診療科 満　純孝
鹿児島県立大
島病院

副院長 35年 ○

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医，日本泌
尿器科学会泌尿器科指導医，日本外科学会
外科認定医，第２回鹿児島県初期臨床研修
連絡協議会臨床研修指導医養成講習会

030743501
030743502
030743503

１　プログラム責任者
４　指導医

総合内科 森田　喜紀
鹿児島県立大
島病院

総合内科部長 17年 ○

日本内科学会認定総合内科専門医，日本内
科学会認定内科医，日本プライマリ・ケア連合
学会認定プライマリ・ケア認定医，日本プライ
マリ・ケア連合学会認定医指導医，第１回鹿
児島県初期臨床連絡協議会臨床研修指導医
養成講習会

030743501
030743502
030743503

４　指導医

総合内科 永山　純
鹿児島県立大
島病院

内科医長 9年 　

日本内科学会認定内科医，日本救急医学会
救急科専門医，TNT（日本静脈経腸栄養学
会） 030743501

030743502
030743503

上級医

循環器内科 有馬　良一
鹿児島県立大
島病院

循環器内科部長 20年

日本内科学会認定内科医，日本循環器学会
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

030743501
030743502
030743503

上級医

循環器内科 宮内　栄治
鹿児島県立大
島病院

循環器内科医長 12年 　

日本内科学会認定内科医，日本内科学会総
合内科専門医，浅大腿動脈ステンドグラフトグ
ラフト実施基準管理委員会浅大腿動脈ステン
ドグラフト実施医審査修了証，日本フットケア
学会フットケア指導士認定証，日本心血管イ
ンターベンション治療学会日本心血管インター
ベンション治療学会認定医，日本脈管学会脈
管専門医

030743501
030743502
030743503

上級医

担当分野 資格等

指導医講習
会等の受講

経験
有：○
無：×

備考氏名 プログラム番号
臨床経験

年数
所属 役職



別紙４
（№　2　）

　３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：　　0３０７４３　　 臨床研修病院の名称：　　鹿児島県立大島病院　　

担当分野 資格等

指導医講習
会等の受講

経験
有：○
無：×

備考氏名 プログラム番号
臨床経験

年数
所属 役職

循環器内科 平峯　温子
鹿児島県立大
島病院

循環器内科医長 8年

日本内科学会認定内科医
030743501
030743502
030743503

上級医

消化器内科 前田　英仁
鹿児島県立大
島病院

消化器内科部長 14年

日本内科学会認定内科医，日本内科学会総
合内科専門医，日本消化器病学会消化器病
専門医，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
消化管学会胃腸科専門医

030743501
030743502
030743503

上級医

消化器内科 恒吉　研吾
鹿児島県立大
島病院

消化器内科医長 8年

日本内科学会認定内科医，日本消化器病学
会消化器病専門医 030743501

030743502
030743503

上級医

消化器内科 松岡　慧
鹿児島県立大
島病院

消化器内科医長 8年

日本内科学会認定内科医，日本消化器病学
会消化器病専門医 030743501

030743502
030743503

上級医

腎臓内科 阿部　正治
鹿児島県立大
島病院

腎臓内科部長 13年

日本内科学会認定内科医，日本内科学会総
合内科専門医，日本腎臓学会 腎臓専門医，
日本医師会認定産業医

030743501
030743502
030743503

上級医

神経内科 永田　龍世
鹿児島県立大
島病院

脳神経内科部長 9年

日本内科学会認定内科医，日本神経学会神
経内科専門医 030743501

030743502
030743503

上級医

小児科 今村　真理
鹿児島県立大
島病院

小児科
部長

17年 ○

日本小児科学会小児科専門医，第88回臨床
研修指導医養成講習会（全自病協），ＩＣＤ制
度協議会認定ＩＣＤ

030743501
030743502
030743503

４　指導医

小児科 加藤　嘉一
鹿児島県立大
島病院

小児科
医長

7年 　

日本小児科学会小児科専門医
030743501
030743502
030743503

上級医



別紙４
（№　3　）

　３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：　　0３０７４３　　 臨床研修病院の名称：　　鹿児島県立大島病院　　

担当分野 資格等

指導医講習
会等の受講

経験
有：○
無：×

備考氏名 プログラム番号
臨床経験

年数
所属 役職

外科 衣裴　勝彦
鹿児島県立大
島病院

外科部長 23年 ○

日本外科学会外科専門医，日本がん治療認
定医機構がん治療認定医，日本消化管学会
胃腸科専門医，第７回臨床研修指導医養成
講習会（鹿児島県）

030743501
030743502
030743503

４　指導医

消化器外科 橋口　真征
鹿児島県立大
島病院

消化器外科部長 15年

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
消化器病専門医，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

030743501
030743502
030743503

上級医

外科 川越　浩輔
鹿児島県立大
島病院

外科医長 9年

TNT（日本静脈経腸栄養学会）
030743501
030743502
030743503

上級医

整形外科 川上　広高
鹿児島県立大
島病院

整形外科部長 13年

日本整形外科学会 整形外科専門医，日本整
形外科学会認定リウマチ医，日本整形外科学
会運動器リハビリテーション医

030743501
030743502
030743503

上級医

整形外科 土持　亨
鹿児島県立大
島病院

整形外科
医長

8年
030743501
030743502
030743503

上級医

脳神経外科 粟　隆志
鹿児島県立大
島病院

脳神経外科部長 17年 ○

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医，日
本脳神経外科学会脳神経外科指導医 030743501

030743502
030743503

４　指導医

脳神経外科 駒柵　宗一郎
鹿児島県立大
島病院

脳神経内科医長 22年

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医
030743501
030743502
030743503

上級医

産婦人科 永田　智美
鹿児島県立大
島病院

産婦人科部長 13年 ○

日本産婦人科学会認定産婦人科専門医
第124回臨床研修指導医講習会（全自病協） 030743501

030743502
030743503

４　指導医



別紙４
（№　4　）

　３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等 病院施設番号：　　0３０７４３　　 臨床研修病院の名称：　　鹿児島県立大島病院　　

担当分野 資格等

指導医講習
会等の受講

経験
有：○
無：×

備考氏名 プログラム番号
臨床経験

年数
所属 役職

泌尿器科
鶴田　雅史

鹿児島県立大
島病院

泌尿器科部長 13年 ○

日本泌尿器科学会泌尿器専門医，日本泌尿
器科学会指導医認定証，日本内視鏡外科学
会技術認定証，日本泌尿器科学会泌尿器腹
腔鏡技術認定制度認定証

030743501
030743502
030743503

４　指導医

人工透析科 上村　康介
鹿児島県立大
島病院

人工透析科部長 12年 ○

日本泌尿器科学会泌尿器専門医，日本泌尿
器科学会泌尿器腹腔鏡技術認定制度認定
証，第７回臨床研修指導医養成講習会（鹿児
島県）

030743501
030743502
030743503

４　指導医

麻酔科 大木　浩
鹿児島県立大
島病院

麻酔科
第一部長

25年 ○

日本緩和医療学会暫定指導医，日本麻酔科
学会麻酔科指導医，日本麻酔科学会麻酔科
専門医，日本医師会認定産業医，第５回臨床
研修指導医養成講習会（鹿児島県）

030743501
030743502
030743503

４　指導医

麻酔科 西藤　智照
鹿児島県立大
島病院

麻酔科医長 7年

日本麻酔科学会麻酔科専門医認定証，日本
麻酔科学会麻酔科認定医認定証， 030743501

030743502
030743503

上級医

放射線科 鐘撞　一郎
鹿児島県立大
島病院

放射線科部長 31年 ○

日本放射線学会放射線科診断専門医，日本
インターベンショナルラジオロジー学会専門
医，第７回臨床研修指導医養成講習会（鹿児
島県）

030743501
030743502
030743503

４　指導医

救急科 原　純
鹿児島県立大
島病院

救急科
医長

15年 ○

日本救急医学会救急科専門医，第14回青森
県医師臨床研修対策協議会，日本航空医療
学会認定航空医療医師指導者医師臨床研修
指導医ワークショップ

030743501
030743502
030743503

４　指導医

救急科 池上　直矢
鹿児島県立大
島病院

救急科
医長

10年 ○

日本内科学会総合内科専門医，日本医師会
認定産業医，インフェクションコントロールドク
ター，平成27年度神戸大学医師臨床研修指
導医講習会

030743501
030743502
030743503

４　指導医



内　科 大石　　充 鹿児島大学病院
心臓血管内科科長
（教授）

30 年 ○

日本内科学会認定内科医・指導医、
日本循環器学会専門医、日本高血圧
学会専門医・指導医、日本動脈硬化
学会専門医、日本老年医学会専門
医・指導医、プライマリケア　認定
医、旅行医学会

４　指導医

内　科 安田　久代 鹿児島大学病院
心臓血管内科科長
（特任講師）

30 年 ×
日本内科学会内科専門医・指導医、
日本循環器学会専門医、日本超音波
医学会超音波指導医

上級医

内　科 湯浅　敏典 鹿児島大学病院
心臓血管内科医師
（講師）

24 年 ○
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会循環器専門医

４　指導医

内　科 池田　義之 鹿児島大学病院
心臓血管内科医師
（講師）

24 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会専門医

上級医

内　科 窪薗　琢郎 鹿児島大学病院
心臓血管内科医師
（講師）

22 年 ×
日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会専門医、日本心臓リハビ
リテーション学会指導士

上級医

内　科 田中　佳代子 鹿児島大学病院
心臓血管内科医師
（講師）

22 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会専門医

上級医

内　科 赤崎　雄一 鹿児島大学病院
心臓血管内科医師
（助教）

21 年 ○
日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医、日本循環器内科専
門医

２　副プログラム責任者（鹿児
島卒後臨床研修プログラム「桜
島」大学管理コースＡ１）
４　指導医

内　科 樋口　公嗣 鹿児島大学病院
心臓血管内科医師
（助教）

22 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会専門医

上級医

プログラム番号担当分野 氏名 役職
臨床経験
年数

所属

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１）

指導医講習
会等の受講

経験
有：○
無：×

資格等

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 大学病院の名称：　鹿児島大学病院　　　病院施設番号：０３０７４０

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）

　



内　科 市來　仁志 鹿児島大学病院
心臓血管内科医師
（助教）

22 年 ○
日本内科学会認定内科医、日本内科
学会総合内科専門医、日本循環器学
会専門医、日本不整脈学会専門医

４　指導医

内　科 神田　大輔 鹿児島大学病院
心臓血管内科医師
（助教）

19 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会専門医、日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝ
ｼｮﾝ治療学会認定医

上級医

内　科 二宮　雄一 鹿児島大学病院
心臓血管内科医師
（特任助教）

21 年 ×

日本内科学会総合内科専門医、日本
循環器学会循環器専門医、日本心血
管インターベンション治療学会認定
医

上級医

内　科 堀添　善尚 鹿児島大学病院 心臓血管内科医師 19 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本循環
器学会専門医

上級医

内　科 安﨑　和博 鹿児島大学病院 心臓血管内科医師 16 年 × 上級医

内　科 有川　　亮 鹿児島大学病院 心臓血管内科医師 16 年 × 上級医

内　科 薗田　剛嗣 鹿児島大学病院 心臓血管内科医師 16 年 ×

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

上級医

臨床経験
年数

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０

指導医講習
会等の受講

経験
有：○
無：×

資格等役職

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.２）

大学病院の名称：　鹿児島大学病院

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

担当分野 氏名 所属 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）

　



内　科 宮永　　直 鹿児島大学病院 心臓血管内科医師 15 年 × 日本内科学会認定内科医 上級医

内　科 佐々木　雄一 鹿児島大学病院 心臓血管内科医師 15 年 × 上級医

内　科 岩谷　徳子 鹿児島大学病院 心臓血管内科医師 12 年 ×
日本内科学会総合内科専門医

上級医

内　科 濱元　裕喜 鹿児島大学病院 心臓血管内科医師 11 年 × 日本循環器学会専門医 上級医

内　科 川畑　孟子 鹿児島大学病院 心臓血管内科医師 11 年 × 上級医

内　科 井戸　章雄 鹿児島大学病院
消化器内科科長（教
授）

36 年 ×

日本肝臓学会専門医・指導医、日本
内科学会認定医、日本消化器病学会
専門医・指導医、日本消化器内視鏡
学会専門医・指導医、日本消化管学
会胃腸科暫定専門医・暫定指導医

上級医

内　科 上村　修司 鹿児島大学病院
消化器内科医師（講
師）

20 年 ×

日本内科学会認定医・日本内科学会
総合内科専門医、日本消化器病学会
専門医・指導医、日本消化器内視鏡
学会専門医・指導医、日本肝臓学会
専門医、日本消化管学会胃腸科専門
医・指導医

上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

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：×

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.３）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

　



内　科 佐々木　文郷 鹿児島大学病院
消化器内科医師（助
教）

19 年 ×

日本内科学会認定医・日本内科学会
総合内科専門医、日本消化器病学会
専門医・指導医、日本消化管学会胃
腸科専門医・指導医、日本消化器内
視鏡学会専門医・指導医、日本肝臓
学会専門医

上級医

内　科 橋元　慎一 鹿児島大学病院
消化器内科医師（講
師）

20 年 ×

日本肝臓学会専門医、がん治療認定
医、日本内科学会認定医・専門医、
日本消化器病学会専門医・指導医、
日本消化器内視鏡学会専門医・指導
医、日本胆道学会指導医、日本膵臓
学会指導医

上級医

内　科 馬渡　誠一 鹿児島大学病院
消化器内科医師（助
教）

18 年 ×

日本内科学会認定医、日本内科学会
総合内科専門医、日本消化器病学会
専門医、指導医、日本肝臓学会専門
医、指導医

上級医

内　科 有馬　志穂 鹿児島大学病院
消化器内科医師（助
教）

17 年 ×

日本内科学会認定医、日本内科学会
総合内科専門医、日本内視鏡学会専
門医・指導医、日本消化器病学会専
門医・指導医、がん治療認定医

上級医

内　科 田ノ上　史郎 鹿児島大学病院
消化器内科医師（助
教）

19 年 ×

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、指導医、日本消化器内視
鏡学会専門医、指導医、日本肝臓学
会専門医、日本膵臓学会指導医

上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.４）

　



内　科 小田　耕平 鹿児島大学病院
消化器内科医師（特
任助教）

15 年 ○

日本内科学会認定医、日本内科学会
総合内科専門医、日本消化器病学会
専門医、日本肝臓学会専門医、指導
医

４　指導医

内　科 椨　　一晃 鹿児島大学病院
消化器内科医師（特
任助教）

13 年 ×

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医、日本消化器病学会専門医、
日本肝臓学会専門医、日本臨床試験
学会GCPパスポート

上級医

内　科 坂江　　遥 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

11 年 ×
日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医、日本肝臓学会専門医

上級医

内　科 田中　啓仁 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

13 年 ×

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、日本消化器病学会専門医、日本
消化器内視鏡学会専門医

上級医

内　科 伊集院　翔 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

10 年 ×
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、日本肝臓学会専門医

上級医

内　科 熊谷　公太郎 鹿児島大学病院
消化器内科医師（助
教）

18 年 ×

日本内科学会認定内科医・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
肝臓学会専門医、日本超音波医学会
超音波専門医

上級医

内　科 岩屋　博道 鹿児島大学病院
消化器内科医師（特
任助教）

16 年 ○

日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医、日本消化器病学会専門医・
指導医、日本消化器内視鏡学会専門
医・指導医、日本胆道学会指導医、
日本膵臓学会指導医

４　指導医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.５）

　



内　科 小牧　祐雅 鹿児島大学病院
消化器内科医師（特
任助教）

16 年 ○

日本内科学会認定内科医・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、指導
医、日本医師会認定産業医

４　指導医

内　科 川平　真知子 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

10 年 ×
日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医、日本消化器病学会専門医

上級医

内　科 樋之口　真 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

15 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医、日本消化器内視鏡
学会専門医

上級医

内　科 藤野　悠介 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

10 年 ○
日本内科学会認定内科医、総合内科
専門医

４　指導医

内　科 樺山　雅之 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

8 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医

上級医

内　科 軸屋　賢一 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

15 年 ○
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医、日本内視鏡学会専
門医

４　指導医

内　科 谷山　央樹 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

8 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医、日本肝臓学会専門
医

上級医

内　科 豊留　亜衣 鹿児島大学病院
消化器内科医師（医
員）

8 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本消化
器病学会専門医、日本肝臓学会専門
医

上級医

内　科 吉嶺　陽仁 鹿児島大学病院
腎臓内科医師
（助教）

13 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本腎臓
学会腎臓専門医、指導医、日本透析
医学会専門医

上級医

内　科 南　　真人 鹿児島大学病院
腎臓内科医師（医
員）

8 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本腎臓
学会腎臓専門医

上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.６）

　



内　科 髙嶋　　博 鹿児島大学病院
脳・神経センター
長、神経内科長（教
授）

30 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医・指導医

上級医

内　科 松浦　英治 鹿児島大学病院
神経内科医師
（講師）

26 年 ○

日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医・指導医、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

４　指導医

内　科 岡本　裕嗣 鹿児島大学病院
神経内科医師
（講師）

23 年 ○
日本内科学会総合内科専門医、日本
神経学会神経内科専門医・指導医

４　指導医

内　科 荒田　　仁 鹿児島大学病院
神経内科医師（助
教）

21 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医・指導医

上級医

内　科 橋口　昭大 鹿児島大学病院
神経内科医師（講
師）

22 年 ○
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医、日本認知症学
会専門医

４　指導医

内　科 﨑山　佑介 鹿児島大学病院
神経内科医師（助
教）

18 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医

上級医

内　科 道園　久美子 鹿児島大学病院
神経内科医師（特任
助教）

25 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医・指導医、

上級医

内　科 東　　桂子 鹿児島大学病院
神経内科医師（特任
助教）

26 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医・指導医、日本
医師会認定産業医

上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.７）

　



内　科 中村　友紀 鹿児島大学病院
神経内科医師（医
院）

18 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本臨床
神経学会認定医

上級医

内　科 樋口　雄二郎 鹿児島大学病院
神経内科医師（助
教）

17 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医、日本内科学会
総合内科専門医

上級医

内　科 田代　雄一 鹿児島大学病院
神経内科医師（医
員）

17 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医

上級医

内　科 野妻　智嗣 鹿児島大学病院
神経内科医師（助
教）

15 年 ○
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医、日本内科学会
総合内科専門医

４　指導医

内　科 平松　　有 鹿児島大学病院
神経内科医師（医
員）

13 年 ○
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医

４　指導医

内　科 安藤　匡宏 鹿児島大学病院
神経内科医師（医
員）

11 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本神経
学会神経内科専門医

上級医

内　科 井上　博雅 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（教
授）

35 年 ×

日本内科学会認定医・総合内科専門
医、日本呼吸器学会専門医・指導
医、日本アレルギー学会専門医・指
導医、日本呼吸器内視鏡学会気管支
鏡専門医

上級医

内　科 水野　圭子 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（助
教）

29 年 ○

日本内科学会認定医、日本呼吸器学
会専門医・指導医、がん薬物療法専
門医・指導医、日本医師会認定産業
医・がん治療認定医

４　指導医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.８）

　



内　科 町田　健太朗 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（助
教）

27 年 ○
日本内科学会認定医、日本呼吸器学
会専門医・指導医

４　指導医

内　科 籾　　博晃 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（助
教）

24 年 ○
日本内科学会認定内科医、日本呼吸
器学会専門医、日本内科学会総合内
科専門医

４　指導医

内　科 末次　隆行 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（助
教）

23 年 ×
日本内科学会認定医、日本呼吸器学
会専門医、日本がん治療認定医

上級医

内　科 三山　英夫 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（特
任助教）

20 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本呼吸
器専門医、日本がん治療認定医、抗
菌化学療法認定医

上級医

内　科 窪田　幸司 鹿児島大学病院 呼吸器内科医師 18 年 ○ 日本内科学会総合内科専門医 ４　指導医

内　科 内田　章文 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（特
任助教）

17 年 ○
日本内科学会認定内科医、呼吸器専
門医

４　指導医

内　科 髙木　弘一 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（特
任助教）

17 年 ○
日本内科学会認定内科医・日本呼吸
器学会 専門医

４　指導医

内　科 近藤　清貴 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（短
時医員）

17 年 ○
日本内科学会認定内科医・日本呼吸
器学会 専門医

４　指導医

内　科 隈元　朋洋 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（短
時医員）

16 年 ○
日本内科学会認定内科医・日本呼吸
器学会 専門医・日本がん治療認定
医

４　指導医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.９）

　



内　科 上川路　和人 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（医
員）

15 年 ×
日本内科学会総合内科専門医、呼吸
器学会専門医、医学博士号

上級医

内　科 松山　崇弘 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（短
時医員）

13 年 ×
日本内科学会認定内科医、日本がん
治療認定医機構がん治療認定医、日
本呼吸器専門医

上級医

内　科 堂嶽　洋一 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（医
員）

13 年 ×
プライマリケア認定指導医、認定内
科医、結核・抗酸菌症認定医

上級医

内　科 福田　宏正 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（医
員）

11 年 × 日本内科学会認定内科医 上級医

内　科 美園 俊祐 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（医
員）

11 年 × 日本内科学会認定内科医 上級医

内　科 亀之原　佑介 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（医
員）

10 年 ×
日本内科学会認定内科医、抗菌化学
療法認定医

上級医

内　科 谷川　健悟 鹿児島大学病院
呼吸器内科医師（医
員）

10 年 ×
総合内科専門医、気管支鏡学会専門
医

上級医

内　科 石塚　賢治 鹿児島大学病院
血液・膠原病内科科
長（教授）

31 年 ○

日本内科学会認定医・指導医，日本
内科学会総合内科専門医,日本血液
学会専門医・指導医，日本臨床腫瘍
学会がん薬物療法専門医、日本がん
治療認定機構がん治療認定医、日本
臨床腫瘍学会指導医

４　指導医

内　科 鈴木　紳介 鹿児島大学病院
血液・膠原病内科医
師（特任助教）

28 年 ×

日本内科学会認定医、総合内科専門
医、日本血液学会専門医・指導医、
がん治療認定医、日本臨床腫瘍学会
暫定指導医

上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１０）

　



内　科 濱田　平一郎 鹿児島大学病院
輸血・細胞治療部医
師（特任助教）

24 年 × 上級医

内　科 秋元　正樹 鹿児島大学病院
血液・膠原病内科医
師（診療講師）

24 年 ○

日本内科学会認定医、日本リウマチ
学会専門医・指導医、日本内科学会
総合内科専門医、日本DMAT隊員、医
学博士

４　指導医

内　科 吉満　　誠 鹿児島大学病院
血液・膠原病内科副
科長（准教授）

20 年 ○

日本内科学会認定医・指導医、日本
血液学会専門医・指導医、臨床遺伝
専門医、総合内科専門医、日本リウ
マチ学会専門医、日本造血細胞移植
学会指導医

４　指導医

内　科 有馬　直佑 鹿児島大学病院
血液・膠原病内科医
師

10 年 ×
日本内科学会認定医、日本血液学会
専門医、日本内科学会総合内科専門
医

上級医

内　科 中村　大輔 鹿児島大学病院
血液・膠原病内科医
師（助教）

16 年 ×

日本内科学会認定医、日本血液学会
専門医・指導医、日本造血細胞移植
学会認定医、日本内科学会総合内科
専門医、指導医

上級医

内　科 林田　真衣子 鹿児島大学病院
血液・膠原病内科医
師

12 年 ○
日本内科学会認定医、日本内科学会
総合内科専門医、日本血液学会専門
医

４　指導医

内　科 鎌田　勇平 鹿児島大学病院
血液・膠原病内科医
師

14 年 ×
日本内科学会認定医、日本血液学会
専門医、日本内科学会総合内科専門
医

上級医

内　科 西尾　善彦 鹿児島大学病院
糖尿病・内分泌内科
科長
（教授）

36 年 ○

日本動脈硬化専門医、日本内科学会
認定医・指導医、日本糖尿病学会専
門医・指導医、日本内分泌学会専門
医・指導医

４　指導医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１１）

　



内　科 出口　尚寿 鹿児島大学病院
糖尿病・内分泌内科
副科長（助教）

30 年 ○
日本糖尿病学会専門医・指導医、日
本内科学会認定医・総合内科専門
医、日本神経学会専門医・指導医

４　指導医

内　科 橋口　　裕 鹿児島大学病院
糖尿病・内分泌内科
（助教）

28 年 ○
日本内科学会：認定内科医、日本糖
尿病学会：専門医、日本内分泌学
会：専門医・指導医

４　指導医

内　科 有村　愛子 鹿児島大学病院
糖尿病・内分泌内科
（特任助教）

17 年 ○
日本糖尿病学会：専門医、日本内科
学会：認定内科医、総合内科専門医

４　指導医

内　科 倉野　美穂子 鹿児島大学病院
糖尿病・内分泌内科
（特任助教）

20 年 ×
日本糖尿病学会：専門医、日本内科
学会：認定内科医

上級医

内　科 末永　正俊 鹿児島大学病院
糖尿病・内分泌内科
（医員）

9 年 ×
日本糖尿病学会：専門医、日本内科
学会：認定内科医

上級医

内　科 浅川　明弘 鹿児島大学病院
心身医療科長（教
授）

25 年 ×

日本内科学会認定医・総合内科専門
医・指導医、日本臨床内科医会専門
医、日本プライマリ・ケア連合学会
認定医・指導医、日本臨床薬理学会
指導医、日本臨床栄養学会指導医、
日本心療内科学会専門医・指導医、
日本統合医療学会認定医、日本消化
管学会認定医、日本糖尿病協会指導
医、日本医師会認定産業医、日本医
師会認定健康スポーツ医、日本肥満
学会専門医、日本心身医学会専門
医、日本衛生学会社会医学系専門医
協会専門医・指導医、日本ｻｲｺｵﾝｺﾛ
ｼﾞｰ学会精神腫瘍医、日本東洋医学
会認定医

上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１２）

　



内　科 鷺山　健一郎 鹿児島大学病院
心身医療科医師
(講師）

27 年 ×
日本心身医学会認定心身医療「内
科」専門医

上級医

内　科 網谷　東方 鹿児島大学病院
心身医療科医師（講
師）

18 年 ○
日本内科学会認定医、日本心療内科
学会専門医、日本医師会認定産業医

４　指導医

内　科 福　　祐貴 鹿児島大学病院
心身医療科医師(助
教）

10 年 × 日本内科学会認定医 上級医

内　科 下堂薗　恵 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科科長（教授）

30 年 × リハビリテーション科専門医 上級医

内　科 衛藤　誠二 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師（准教授）

31 年 × リハビリテーション科専門医 上級医

内　科 吉田　　輝 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師（講師）

28 年 × リハビリテーション科専門医 上級医

内　科 有馬　美智子 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師（助教）

29 年 × リハビリテーション科専門医 上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１３）

　



内　科 宮田　隆司 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師
（講師）

18 年 × リハビリテーション科専門医 上級医

内　科 大濵　倫太郎 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師（助教）

12 年 ○ リハビリテーション科専門医 ４　指導医

内　科 上川　百合恵 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師

21 年 × リハビリテーション科専門医 上級医

内　科 原田　静代 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師

19 年 × リハビリテーション科専門医 上級医

内　科 河村　健太郎 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師（助教）

18 年 ×
脳神経外科専門医、リハビリテー
ション科専門医

上級医

内　科 大濵　由美 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師

14 年 ×
リハビリテーション科専門医、認定
内科医

上級医

内　科 横山　勝也 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師

12 年 × リハビリテーション科専門医 上級医

内　科 天野　夢子 鹿児島大学病院
リハビリテーション
科医師

10 年 ×
リハビリテーション科専門医、認定
内科医

上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１４）

　



内　科 吉浦　　敬 鹿児島大学病院
放射線科医師（教
授）

30 年 ○ 放射線診断専門医 ４　指導医

内　科 福倉　良彦 鹿児島大学病院
放射線科副科長（准
教授）

28 年 ○ 放射線診断専門医 ４　指導医

内　科 谷　　淳至 鹿児島大学病院
放射線部医師（講
師）

26 年 ○
放射線診断専門医、PET核医学認定
医、日本核医学会認定医

４　指導医

内　科 上村　清央 鹿児島大学病院
放射線科医師（講
師）

22 年 ○ 放射線診断専門医 ４　指導医

内　科 神宮司　メグミ 鹿児島大学病院
放射線部医師（助
教）

22 年 ×
放射線診断専門医、PET核医学認定
医、日本核医学会認定医、検診マン
モグラフィ読影医

上級医

内　科 林　　完勇 鹿児島大学病院
放射線科医師
（助教）

21 年 ○
放射線診断専門医、肺がんＣＴ認定
医、ＩＶＲ専門医

４　指導医

内　科 中條　正豊 鹿児島大学病院
放射線科医師
（助教）

19 年 ○ 放射線診断専門医 ４　指導医

内　科 内匠　浩二 鹿児島大学病院
放射線科医師（助
教）

19 年 ○ 放射線診断専門医 ４　指導医

内　科 伊藤　宗一朗 鹿児島大学病院
放射線科医師（助
教）

19 年 ○ 放射線治療専門医 ４　指導医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１５）

　



内　科 熊谷　雄一 鹿児島大学病院
放射線科医師（助
教）

18 年 ○ 放射線診断専門医 ４　指導医

内　科 中條　正典 鹿児島大学病院
放射線部医師（特任
助教）

15 年 ○ 放射線診断専門医 ４　指導医

内　科 西森　宏雄 鹿児島大学病院
放射線部医師（特任
助教）

12 年 × 放射線治療専門医 上級医

内　科 長野　広明 鹿児島大学病院
放射線部医師（特任
助教）

10 年 × 放射線診断専門医 上級医

内　科 藤崎　陽介 鹿児島大学病院
放射線科医師
（医員）

8 年 × 放射線診断専門医 上級医

内　科 髙江洌　伸 鹿児島大学病院
放射線科医師
（医員）

8 年 × 放射線治療専門医 上級医

内　科 仮屋　圭佑 鹿児島大学病院
放射線科医師
（医員）

8 年 × 放射線治療専門医 上級医

内　科 金蔵　拓郎 鹿児島大学病院 皮膚科長（教授） 37 年 × 日本皮膚科学会専門医 上級医

内　科 東　　裕子 鹿児島大学病院
皮膚科医師（准教
授）

25 年 × 日本皮膚科学会専門医 上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１６）

　



内　科 藤井　一恭 鹿児島大学病院 皮膚科医師（講師） 25 年 ○ 日本皮膚科学会専門医 ４　指導医

内　科 内田　洋平 鹿児島大学病院 皮膚科医師（講師） 16 年 × 日本皮膚科学会専門医 上級医

内　科 多田　浩一 鹿児島大学病院 皮膚科医師（助教） 16 年 × 日本皮膚科学会専門医 上級医

内　科 指宿　敦子 鹿児島大学病院 皮膚科医師（助教） 15 年 × 日本皮膚科学会専門医 上級医

内　科 畠中　美帆 鹿児島大学病院 皮膚科医師（助教） 14 年 × 日本皮膚科学会専門医 上級医

内　科 馬場　直子 鹿児島大学病院 皮膚科医師（助教） 14 年 × 日本皮膚科学会専門医 上級医

内　科 久留　光博 鹿児島大学病院 皮膚科医師（医員） 14 年 × 日本皮膚科学会専門医 上級医

内　科 山筋　好子 鹿児島大学病院 皮膚科医師（医員） 19 年 × 日本皮膚科学会専門医 上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１７）

　



外　科 大塚　隆生 鹿児島大学病院
消化器外科医師（教
授）

25 年 ×

日本外科学会（代議員、専門医・指
導医、英文症例報告誌編集委員）、	
日本消化器外科学会（評議員、専門
医・指導医）、	日本内視鏡外科学会
（評議員、技術認定医：胃切除術、
技術認定審査委員：膵切除術、学会
誌編集委員、国際委員会委員、診療
ガイドライン改訂委員）、	日本肝胆
膵外科学会（評議員、高度技能専門
医、内視鏡外科関連委員会委員、技
術認定委員会委員）、日本膵臓学会
（評議員、認定指導医、嚢胞性胞性
膵腫瘍委員会委員、膵癌診療ガイド
ライン改訂委員、膵癌取り扱い規約
委員会委員、COI委員会委員、教育
委員会委員、将来計画委員会委
員）、日本消化器内視鏡学会（社団
評議員、九州支部幹事、専門医・指
導医、医療安全委員会委員、内視鏡
洗浄ガイドライン作成委員）、日本
消化器病学会（評議員、専門医・指
導医、慢性膵炎診療ガイドライン改
訂委員、社会保険審議委員会委員）

上級医

外　科 上野　真一 鹿児島大学病院
臨床腫瘍学講座（特
任教授）

35 年 ×
日本外科学会指導医、日本消化器外
科学会指導医

上級医

外　科 又木　雄弘 鹿児島大学病院
再開発推進本部（特
任講師）、消化器外
科医師

24 年 ○
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医

４　指導医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１８）

　



外　科 迫田　雅彦 鹿児島大学病院
消化器外科医師（助
教）

25 年 ×
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医

上級医

外　科 飯野　　聡 鹿児島大学病院
消化器外科医師（助
教）

23 年 ○
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医

４　指導医

外　科 有上　貴明 鹿児島大学病院
消化器外科医師（助
教）

21 年 ○

日本外科学会認定医・専門医、日本
消化器外科学会専門医・指導医、消
化器がん外科治療認定医、日本消化
器内視鏡学会専門医

４　指導医

外　科 内門　泰斗 鹿児島大学病院
消化器外科医師（特
例准教授）

21 年 ○
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医

４　指導医

外　科 蔵原　　弘 鹿児島大学病院
消化器外科医師（助
教）

22 年 ×
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医

上級医

外　科 喜多　芳昭 鹿児島大学病院
消化器外科医師(助
教）

19 年 ×

日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医・指導医、日本内視鏡
学会消化器内視鏡専門医、消化器が
ん外科治療認定医、日本食道学会食
道科認定医

上級医

外　科 南　　幸次 鹿児島大学病院 消化器外科医師 15 年 × 外科専門医 上級医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.１９）

　



外　科 尾本　　至 鹿児島大学病院
消化器外科医師（助
教）

19 年 ×

日本外科学会専門医、日本がん治療
認定医機構、がん治療認定医日本食
道学会、食道科認定医日本消化器外
科学会、消化器外科専門医日本消化
器外科学会、消化器がん外科治療認
定医

上級医

外　科 佐々木　健 鹿児島大学病院
消化器外科医師（手
術部助教）

21 年 ×

日本外科学会外科専門医・指導医、
日本消化器外科学会化器外科専門
医・指導医、日本消化器外科学会消
化器がん外科治療認定医、日本消化
器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、
日本消化器病学会消化器病専門医、
日本がん治療認定医機構がん治療認
定医

上級医

外　科 盛　真一郎 鹿児島大学病院 光学診療部（助教） 24 年 ×
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医

上級医

外　科 大脇　哲洋 鹿児島大学病院
地域医療学医師、消
化器外科医師（教
授）

30 年 ○

日本外科学会専門医・指導医、日本
乳癌学会　乳腺専門医、日本消化器
外科学会専門医・指導医、日本食道
学会食道外科専門医、日本消化器内
視鏡学会専門医・指導医、日本プラ
イマリ・ケア連合学会　認定医・指
導医、がん治療認定医、消化器がん
外科治療認定医、がん治療暫定教育
医、インフェクションコントロール
ドクター（ICD）、日本静脈経腸栄
養学会認定医、外科周術期感染暫定
教育医

４　指導医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.２０）

　



外　科 中条　哲浩 鹿児島大学病院
乳腺・内分泌外科医
師（助教）

26 年 ×

日本外科学会専門医・指導医、日本
内分泌甲状腺学会専門医、日本消化
器外科学会専門医・消化器癌治療認
定医、日本がん治療認定医・暫定教
育医、日本内視鏡外科学会技術認定
医、日本鏡視外科学会理事

上級医

外　科 井本　　浩 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（教授）

40 年 ○

日本胸部外科学会認定医・指導医、
日本外科学会認定医・指導医、心臓
血管外科専門医、外科専門医　心臓
血管外科専門医修練指導者、臨床
研修指導医、臨床修練指導医

４　指導医

外　科 山本　裕之 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（講師）

29 年 ×

日本外科学会指導医、日本胸部外科
学会認定医、心臓血管外科専門医、
胸部ステンドグラフト指導医、腹部
ステンドグラフト　指導医、血管内
治療認定医、日本外科学会認定医、
日本外科学会専門医、日本組織　移
植学会認定医

上級医

外　科 松本　和久 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（講師）

26 年 ○

日本外科学会専門医・指導医、日本
胸部外科学会認定医、心臓血管外科
専門医　心臓血管外科専門医修練指
導者

４　指導医

外　科 槐島　健太郎 鹿児島大学病院 消化器外科医師 25 年 ○
日本外科学会専門医、日本消化器外
科学会専門医、がん治療認定医、日
本腹部救急認定医

４　指導医

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.２１）

　



外　科 今釜　逸美 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（助教）

20 年 ×

日本外科学会専門医、脈管専門医、
腹部ステントグラフト実施医
(Zenith)、腹部ステントグラフト
実施医(Gore Excluder)

上級医

外　科 豊川　建二 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（助教）

18 年 ○
日本外科学会専門医、腹部ステンド
グラフト内挿術指導医、心臓血管
外科学会専門医

４　指導医

外　科 重久　喜哉 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（助教）

18 年 ×
日本外科学会専門医、心臓血管外科
専門医、下肢静脈瘤血管内焼灼術実
施医・指導医

上級医

外　科 上田　英昭 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（助教）

　16年　 ×
日本外科学会専門医・指導医、心臓
血管外科専門医、ステントグラフト
実施医（AFX）

上級医

外　科 川津　祥和 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（助教）

15 年 × 日本外科学会専門医 上級医

外　科 川井田　啓介 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（助教）

13 年 × 日本外科学会専門医 上級医

外　科 永冨　脩二 鹿児島大学病院
心臓血管外科医師
（医員）

8 年 ×
日本外科学会専門医、心臓血管外科
学会専門医、ステントグラフト実施
医

上級医

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.２２）

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）

　



外　科 佐藤　雅美 鹿児島大学病院
呼吸器外科
科長（教授）

37 年 ○

日本外科学会指導医・専門医、日本
胸部外科学会指導医、日本呼吸器外
科学会指導医・専門医、日本呼吸器
内視鏡学会気管支鏡指導医・専門
医、日本外科学会専門医、日本臨床
細胞学会細胞診専門医・指導医、肺
癌CT検診認定医、臨床修練指導医

２　副プログラム責任者（鹿児
島卒後臨床研修プログラム「桜
島」大学管理コースＡ１）
３　研修実施責任者
４　指導医

外　科 上田　和弘 鹿児島大学病院
呼吸器外科
（特任准教授）

25 年 ○
日本外科学会認定医、呼吸器外科専
門医、日本外科学会専門医、日本が
ん治療認定医、日本外科学会指導医

４　指導医

外　科 狩集　弘太 鹿児島大学病院
呼吸器外科医師（助
教）

25 年 ○
日本外科学会認定医・専門医、日本
胸部外科学会認定医、日本呼吸器外
科学会専門医

４　指導医

外　科 武田　亜矢 鹿児島大学病院
呼吸器外科医師（助
教）

11 年 ○
日本外科学会　専門医、呼吸器外科
学会　専門医、日本呼吸器内視鏡学
会　気管支鏡専門医

４　指導医

外　科 梅原　　正 鹿児島大学病院
呼吸器外科医師（助
教）

9 年 ×
Certificate of da Vinci System
Training As a First Assistant、
日本外科学会専門医

上級医

外　科 鈴木　聡一 鹿児島大学病院
呼吸器外科医師（助
教）

9 年 × 日本外科学会　専門医 上級医

大学病院の名称：　鹿児島大学病院

役職
臨床経験
年数

指導医講習
会等の受講

経験
有：○
無：×

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.２３）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

担当分野 氏名 所属

　



外　科 家入　里志 鹿児島大学病院
小児外科医師（教
授）

26 年 ○
日本小児外科学会専門医、日本外科
学会認定登録医、医学博士

４　指導医

外　科 加治　　建 鹿児島大学病院
総合臨床研修セン
ター（特例教授）

33 年 ○
小児外科学会専門医・指導医、日本
外科学会専門医

１　プログラム責任者（鹿児島
卒後臨床研修プログラム「桜
島」大学管理コースＡ１）
４　指導医

外　科 山田　和歌 鹿児島大学病院
総合臨床研修セン
ター、小児外科医師
（特任助教）

15 年 ○
日本小児外科学会専門医、日本外科
学会専門医

４　指導医

外　科 山田　耕嗣 鹿児島大学病院
小児外科医師（医
員）

14 年 ○ 日本外科学会専門医 ４　指導医

外　科 武藤　　充 鹿児島大学病院
小児外科医師（特任
助教）

18 年 ○
小児外科学会専門医、日本外科学会
専門医

４　指導医

外　科 松久保　眞 鹿児島大学病院 小児外科医師(助教) 17 年 ×
小児外科学会専門医、日本外科学会
専門医

上級医

外　科 大西　　峻 鹿児島大学病院 小児外科医師(特任助教)11 年 ×
小児外科学会専門医

上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.２４）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



外　科 春松　敏夫 鹿児島大学病院
小児外科医師(特任
助教)

11 年 ○
小児外科学会専門医、日本外科学会
専門医

４　指導医

外　科 矢野　圭輔 鹿児島大学病院 小児外科医師（医員） 7 年 ×
小児外科学会専門医、日本外科学会
専門医

上級医

外　科 吉本　幸司 鹿児島大学病院 . 25 年 ×

日本脳神経外科学会専門医、日本脳
卒中学会専門医、日本がん治療認定
医機構がん治療認定医、日本神経内
視鏡学会技術認定医

上級医

外　科 花谷　亮典 鹿児島大学病院
脳神経外科医師（准
教授）

30 年 ○

日本脳神経外科学会専門医、日本て
んかん学会認定医、日本がん治療認
定医機構　がん治療認定医、日本臨
床薬理学会指導医、日本脳卒中学会
専門医

４　指導医

外　科 大吉　達樹 鹿児島大学病院
脳神経外科医師（講
師）

28 年 ○
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
卒中学会専門医、日本神経内視鏡学
会認定医

４　指導医

外　科 藤尾　信吾 鹿児島大学病院
脳神経外科医師（助
教）

17 年 ○
日本脳神経外科学会専門医、日本神
経内視鏡学会技術認定医、日本脳卒
中学会専門医

４　指導医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.２５）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

　



外　科 山畑　仁志 鹿児島大学病院
脳神経外科医師（助
教）

25 年 ×
日本脳神経外科学会専門医、日本脊
髄外科学会認定医

上級医

外　科 米澤　　大 鹿児島大学病院
脳神経外科医師（助
教）

18 年 × 日本脳神経外科学会専門医 上級医

外　科 比嘉　那優大 鹿児島大学病院 脳神経外科医師 11 年 × 日本脳神経外科学会専門医 上級医

外　科 内田　裕之 鹿児島大学病院
脳神経外科・臨床研
究管理センター（特
任助教）

20 年 ○
日本脳神経外科学会専門医　日本が
ん治療認定医機構がん治療認定医

４　指導医

外　科 花田　朋子 鹿児島大学病院
脳神経外科医師（助
教）

15 年 ×
日本脳神経外科学会専門医、博士
（医学）、機能的定位脳手術技能認
定医、日本頭痛学会専門医

上級医

外　科 田中　俊一 鹿児島大学病院
脳神経外科医師（助
教）

14 年 ○
日本脳神経外科学会専門医、日本脳
神経血管内治療学会専門医

４　指導医

外　科 坂元　顕久 鹿児島大学病院 脳神経外科医師 19 年 × 日本脳神経外科学会専門医 上級医

外　科 東　拓一郎 鹿児島大学病院 脳神経外科医師 11 年 × 日本脳神経外科学会専門医 上級医

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

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.２６）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



外　科 中川　昌之 鹿児島大学病院
腎臓・泌尿器セン
ター長（教授）、泌
尿器科長

39 年 ○

日本泌尿器科学会認定専門医・指導
医、日本透析医学会専門医・指導
医、日本癌治療学会臨床試験登録
医、日本がん治療認定医、日本がん
治療暫定教育医、日本医師会認定産
業医

４　指導医

外　科 榎田　英樹 鹿児島大学病院
泌尿器科医師（准教
授）

28 年 ○

日本泌尿器科学会認定専門医・指導
医、日本透析医学会専門医･指導
医、日本がん治療認定医、日本移植
学会認定医、日本泌尿器内視鏡学会
泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本内視
鏡外科学会技術認定医、OSCE評価者
認定医、厚労省認定医師の臨床研修
に関わる指導医、泌尿器ロボット支
援手術プロクター認定医

４　指導医

外　科 山田　保俊 鹿児島大学病院
泌尿器科医師（講
師）

27 年 ○

日本泌尿器科学会認定専門医・指導
医　日本臨床腎移植学会認定医　日
本移植学会移植認定医　日本透析学
会専門医・指導医

４　指導医

外　科 西村　博昭 鹿児島大学病院
泌尿器科医師（助
教）

23 年 ○
日本泌尿器科学会専門医・指導医、
日本透析医学会専門医・指導医

４　指導医

外　科 鑪野　秀一 鹿児島大学病院
泌尿器科医師（助
教）

19 年 ×

日本泌尿器科学会専門医・指導医、
日本がん治療認定医、日本泌尿器内
視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定医、
日本内視鏡外科学会技術認定医、日
本移植学会移植認定医、泌尿器ロ
ボット支援手術プロクター認定医

上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.２７）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



外　科 吉野　裕史 鹿児島大学病院
泌尿器科医師（助
教）

18 年 ×

日本泌尿器科学会専門医・指導医、
日本透析医学会専門医、日本がん治
療認定医、日本泌尿器科内視鏡学会
泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本内視
鏡外科学会技術認定医、ロボット
(da Vinci)手術認定医

上級医

外　科 江浦　瑠美子 鹿児島大学病院
泌尿器科医師（助
教）

15 年 ×

日本泌尿器科学会専門医・指導医、
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡
技術認定医、日本内視鏡外科学会技
術認定医

上級医

外　科 松下　良介 鹿児島大学病院
泌尿器科医師（医
員）

17 年 ×

日本泌尿器科学会専門医・指導医、
日本透析医学会専門医、日本泌尿器
内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定
医、日本内視鏡外科学会技術認定
医、日本がん治療認定医、難病指定
医、ロボット(da Vinci)手術認定医

上級医

外　科 枦木　太郎 鹿児島大学病院
泌尿器科医師（医
員）

15 年 ×
日本泌尿器科学会専門医・指導医、
難病指定医

上級医

外　科 坂口　　大 鹿児島大学病院
泌尿器科医師（医
員）

14 年 ×

日本泌尿器科学会専門医・指導医、
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡
技術認定医、日本内視鏡外科学会技
術認定医、日本がん治療認定医、日
本透析医学会透析専門医、難病指定
医

上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ２８）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



外　科 速見　浩士 鹿児島大学病院
血液浄化療法部副部
長（准教授）

30 年 ×

日本泌尿器科学会認定専門医・指導
医、日本透析医学会専門医・指導
医、日本性感染症学会認定医、抗菌
化学療法認定医、日本急性血液浄化
学会認定指導者、抗菌薬臨床試験指
導医

上級医

外　科 谷口　　昇 鹿児島大学病院
整形・運動機能ｾﾝﾀｰ
長（教授）、整形外
科・ﾘｳﾏﾁ外科長

25 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 永野　　聡 鹿児島大学病院
保健学科 理学療法
学専攻 臨床理学療
法学講座(教授)

24 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 廣津　匡隆 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師（講師）

21 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 冨永　博之 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師（助教）

19 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 佐々木　裕美 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師（助教）

18 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 藤元　祐介 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師（特任助
教）

17 年 × 日本整形外科専門医 上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ２９）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



外　科 中村　俊介 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師（助教）

17 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 河村　一郎 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師（助教）

17 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 八尋　雄平 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師(助教)

14 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 篠原　直弘 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師(特任講師)

15 年 ○ 日本整形外科専門医 ４　指導医

外　科 中島　隆之 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師（助教）

13 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 中條　正英 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師（助教）

13 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 海江田　英泰 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師

11 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 徳本　寛人 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師

10 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 俵積田　裕紀 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師

9 年 × 日本整形外科専門医 上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ３０）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



外　科 前迫　真吾 鹿児島大学病院
整形外科・リウマチ
外科医師

8 年 × 日本整形外科専門医 上級医

外　科 大堀　純一郎 鹿児島大学病院
耳鼻咽喉科・頭頸部
外科医師（講師）

19 年 ×
日本耳鼻咽喉科学会専門医、頭頸部
外科学会頭頸部がん専門医

上級医

外　科 永野　広海 鹿児島大学病院
耳鼻咽喉科・頭頸部
外科医師（講師）

18 年 ×
日本耳鼻咽喉科学会専門医、頭頸部
外科学会頭頸部がん専門医

上級医

外　科 宮下　圭一 鹿児島大学病院
耳鼻咽喉科・頭頸部
外科医師（助教）

17 年 ○ 日本耳鼻咽喉科学会専門医 ４　指導医

外　科 川畠　雅樹 鹿児島大学病院
耳鼻咽喉科・頭頸部
外科医師（助教）

16 年 ×
日本耳鼻咽喉科学会専門医、頭頸部
外科学会頭頸部がん専門医、日本ア
レルギー学会認定医

上級医

外　科 井内　寛之 鹿児島大学病院
耳鼻咽喉科・頭頸部
外科医師（助教）

9 年 × 日本耳鼻咽喉科学会専門医 上級医

外　科 原田　みずえ 鹿児島大学病院
耳鼻咽喉科・頭頸部
外科医師（助教）

17 年 ○ 日本耳鼻咽喉科学会専門医 ４　指導医

外　科 坂本　泰二 鹿児島大学病院 眼科長（教授） 34 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ３１）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



外　科 中尾　久美子 鹿児島大学病院
眼科副科長（准教
授）

35 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

外　科 山下　高明 鹿児島大学病院 眼科医師（助教） 21 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

外　科 田中　　実 鹿児島大学病院 眼科医師（助教） 19 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

外　科 山下　敏史 鹿児島大学病院 眼科医師(講師） 17 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

外　科 上笹貫　太郎 鹿児島大学病院 眼科医師（助教） 16 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

外　科 鮫島　誠治 鹿児島大学病院 眼科医師 14 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

外　科 中澤　祐則 鹿児島大学病院 眼科医師 13 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

外　科 吉永　就正 鹿児島大学病院 眼科医師（助教） 15 年 ○ 日本眼科学会専門医 ４　指導医

外　科 白澤　　誠 鹿児島大学病院 眼科医師 13 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ３２）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



外　科 寺﨑　寛人 鹿児島大学病院
眼科医師（特任助
教）

14 年 × 日本眼科学会専門医 上級医

産婦人科 小林　裕明 鹿児島大学病院
産婦人科医師（教
授）

35 年 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導
医、母体保護法指定医師　日本臨床
細胞学会・細胞診専門医　日本婦人
科腫瘍学会専門医　がん治療認定医
日本がん治療認定医機構・暫定教育
医

１　プログラム責任者（鹿児島
卒後臨床研修プログラム「桜
島」大学管理コースＡ３）
２　副プログラム責任者（鹿児
島卒後臨床研修プログラム「桜
島」大学管理コースＡ１）
４　指導医

産婦人科 神尾　真樹 鹿児島大学病院
産科婦人科医師（講
師）

23 年 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導
医、がん治療認定医、母体保護指定
医、日本婦人科腫瘍学会専門医、日
本ロボット外科学会専門医

４　指導医

産婦人科 戸上　真一 鹿児島大学病院
産科婦人科医師（講
師）

19 年 ○

日本産科婦人科学会専門医・指導
医、がん治療認定医、日本婦人科腫
瘍学会専門医、日本臨床細胞学会細
胞診専門医、日本産科婦人科内視鏡
学会技術認定医

４　指導医

産婦人科 﨑濱　ミカ 鹿児島大学病院
産科婦人科医師
（助教）

18 年 × 日本産科婦人科学会専門医 上級医

産婦人科 新谷　光央 鹿児島大学病院 周産母子部副部長 17 年 ×
日本産科婦人科学会専門医、日本胎
児心臓病学会胎児心エコー認証医、
新生児蘇生法インストラクター

上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.３３）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



産婦人科 河村　俊彦 鹿児島大学病院
周産母子部医師（助
教）

17 年 ○
日本産科婦人科学会専門医・指導
医、母体保護指定医

４　指導医

産婦人科 簗詰　伸太郎 鹿児島大学病院
産科婦人科医師（講
師）

19 年 ×
日本産科婦人科学会専門医・指導
医、日本婦人科腫瘍学会専門医、日
本臨床細胞学会細胞診専門医

上級医

産婦人科 内田　那津子 鹿児島大学病院
産科婦人科医師(特
任助教）

14 年 × 日本産科婦人科学会専門医 上級医

産婦人科 太崎　友紀子 鹿児島大学病院
産婦人科医師（助
教）

16 年 ×

日本産科婦人科学会専門医・指導
医、日本周産期・新生児医学会母
体・胎児専門医、臨床遺伝専門医、
新生児蘇生法インストラクター、日
本胎児心臓病学会胎児心エコー認証
医

上級医

産婦人科 折田　有史 鹿児島大学病院
産科婦人科医師
（助教）

13 年 × 日本産科婦人科学会専門医・指導医 上級医

産婦人科 水野　美香 鹿児島大学病院
産婦人科医師
（特任講師）

24 年 × 日本産科婦人科学会専門医 上級医

産婦人科 福田　美香 鹿児島大学病院
産婦人科医師(助
教）

19 年 × 日本産科婦人科学会専門医 上級医

産婦人科 濵田　朋紀 鹿児島大学病院
産婦人科医師(助
教）

14 年 × 日本産科婦人科学会専門医 上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ３４）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



産婦人科 唐木田　智子 鹿児島大学病院
産婦人科医師(特任
助教）

9 年 × 日本産科婦人科学会専門医 上級医

救　急 松永　　明 鹿児島大学病院 手術部（准教授） 32 年 ○
日本麻酔科学会専門医・指導医、日
本心臓血管麻酔認定指導医、日本集
中治療学会専門医

４　指導医

救　急 横枕　直哉 鹿児島大学病院
呼吸器外科医師（助
教）

22 年 ○

日本外科学会　認定医、日本外科学
会　専門医、がん治療認定医、呼吸
器外科学会　専門医、Certificate
of da Vinci System Training As a
Console Surgeon

４　指導医

救　急 新田  吉陽 鹿児島大学病院 手術部（助教） 12 年 × 日本外科学会専門医、乳腺専門医 上級医

救急
集中治療

垣花　泰之 鹿児島大学病院
集中治療副部長（教
授）

34 年 ×
日本麻酔科学会指導医、日本集中治
療医学会専門医、日本救急医学会専
門医

上級医

救急
集中治療

新山　修平 鹿児島大学病院 集中治療部（講師） 27 年 ○
日本麻酔科学会指導医、日本集中治
療医学会専門医、日本救急医学会専
門医

４　指導医

救急
集中治療

安田　智嗣 鹿児島大学病院 集中治療部（講師） 25 年 ○
日本麻酔科学会専門医・指導医、日
本集中治療医学会専門医

４　指導医

救急
集中治療

二木　貴弘 鹿児島大学病院
集中治療部（特任助
教）

15 年 ○
日本麻酔科学会専門医、日本救急医
学会専門医、日本集中治療医学会専
門医

４　指導医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ３５）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



救急
集中治療

古別府　裕明 鹿児島大学病院
集中治療部・救命救
急センター（特任助
教）

14 年 ×
内科認定医、プライマリ・ケア認定
医、プライマリケア認定指導医

上級医

救急
集中治療

中村　隼人 鹿児島大学病院
集中治療部・救命救
急センター（特任助
教）

13 年 ×
日本救急医学会専門医、日本旅行医
学会認定医

上級医

救急
集中治療

原浦　博行 鹿児島大学病院
集中治療部・救命救
急センター（特任助
教）

13 年 ○
日本プライマリ・ケア認定医、日本
救急医学会専門医

４　指導医

救急
集中治療

寺田　晋作 鹿児島大学病院
集中治療部・救命救
急センター（特任助
教）

8 年 × 日本救急医学会専門医 上級医

救急
集中治療

政所　祐太郎 鹿児島大学病院
集中治療部・救命救
急センター（特任助
教）

8 年 ×
日本救急医学会専門医、日本集中治
療専門医

上級医

救急
集中治療

江口　智洋 鹿児島大学病院
集中治療部・救命救
急センター（特任助
教）

8 年 × 日本救急医学会専門医 上級医

救急
集中治療

髙間　辰雄 鹿児島大学病院 集中治療部（助教） 17 年 ×
日本救急医学会専門医、日本外科学
会専門医

上級医

救急
集中治療

下野　謙慎 鹿児島大学病院
集中治療部・救命救
急センター（特任助
教）

16 年 ×
日本救急医学会専門医、日本集中治
療専門医

上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ３６）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



救急
集中治療

内山　奈美 鹿児島大学病院
医療器材管理部（助
教）

19 年 ×
循環器専門医、超音波専門医、内科
認定医

上級医

救急
集中治療

望月　礼子 鹿児島大学病院
救急集中治療医学
（特任講師）

13 年 ○ 日本救急医学会専門医 ４　指導医

麻酔科 上村　裕一 鹿児島大学病院
麻酔全身管理セン
ター長（教授）、麻
酔科長

40 年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医 上級医

麻酔科 増田　美奈 鹿児島大学病院
麻酔科医師（特例講
師）

33 年 ○ 日本麻酔科学会専門医・指導医 ４　指導医

麻酔科 森山　孝宏 鹿児島大学病院
麻酔科医師（准教
授）

21 年 ○ 日本麻酔科学会専門医・指導医 ４　指導医

麻酔科 田代　章悟 鹿児島大学病院 麻酔科医師（助教） 17 年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医 上級医

麻酔科 山田　知嗣 鹿児島大学病院 麻酔科医師（助教） 16 年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医 上級医

麻酔科 原田　浩輝 鹿児島大学病院 麻酔科医師（助教） 14 年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医 上級医

麻酔科 五代　幸平 鹿児島大学病院 麻酔科医師（助教） 12 年 × 日本麻酔科学会専門医 上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ３７）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



麻酔科 榎畑　京 鹿児島大学病院 麻酔科医師（医員） 13 年 × 日本麻酔科学会専門医 上級医

麻酔科 中原　真由美 鹿児島大学病院 麻酔科医師（講師） 19 年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医 上級医

麻酔科 岩川　昌平 鹿児島大学病院 麻酔科医師（助教） 16 年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医 上級医

麻酔科 向原　桂香 鹿児島大学病院
麻酔科医師（特任助
教）

14 年 × 日本麻酔科学会専門医 上級医

麻酔科 松尾　敬介 鹿児島大学病院 麻酔科医師（医員） 9 年 × 日本麻酔科学会専門医 上級医

麻酔科 清永　夏絵 鹿児島大学病院 麻酔科医師（助教） 16 年 × 日本麻酔科学会専門医・指導医 上級医

麻酔科 山田　尚子 鹿児島大学病院 麻酔科医師（医員） 9 年 × 上級医

麻酔科 櫻井　絵里 鹿児島大学病院 麻酔科医師（医員） 8 年 × 上級医

麻酔科 蔡　　香織 鹿児島大学病院 麻酔科医師（医員） 8 年 × 上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ３８）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



精神科 中村　雅之 鹿児島大学病院
神経科精神科科長
（教授）

25 年 ○

精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医、日本臨床精神神経
薬理専門医、日本老年精神医学専門
医・指導医、日本総合病院精神医学
会一般病院連携精神医学特定指導医

２　副プログラム責任者（鹿児
島卒後臨床研修プログラム「桜
島」大学管理コースＡ１）
４　指導医

精神科 春日井　基文 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（講師）

19 年 ○

精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医、日本総合病院精神
医学会一般病院連携精神医学特定指
導医

４　指導医

精神科 肝付　　洋 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（助教）

21 年 ○

精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医、日本総合病院精神
医学会一般病院連携精神医学特定指
導医

４　指導医

精神科 石塚　貴周 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（助教）

15 年 ○
精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医、日本老年精神医学
会専門医・指導医

４　指導医

精神科 新井　　薫 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（助教）

17 年 ○
精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医

４　指導医

精神科 塩川　奈理 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（助教）

15 年 ○ 日本精神神経学会専門医・指導医 ４　指導医

精神科 佐々木　なつき 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（助教）

14 年 ○
精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医

４　指導医

精神科 﨑元　仁志 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（助教）

11 年 ○
精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医、日本老年精神医学
会専門医

４　指導医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.３９）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



精神科 安庭　愛子 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（特任助教）

10 年 ○
精神保健指定医、日本精神神経学会
専門医・指導医

４　指導医

精神科 瀬戸下　玄郎 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（医員）

14 年 ○ ４　指導医

精神科 浦田　結喜 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（助教）

11 年 ○ 日本精神神経学会専門医・指導医 ４　指導医

精神科 笠毛　　渓 鹿児島大学病院
神経科精神科医師
（特任助教）

12 年 ○ ４　指導医

小児科 河野　嘉文 鹿児島大学病院
小児診療センター長
（教授）、小児科長

38 年 ×

日本小児科学会専門医、日本血液学
会専門医・指導医、日本臨床腫瘍学
会特定指導医、日本小児血液がん学
会専門医指導医、日本造血細胞移植
学会専門医

上級医

小児科 岡本　康裕 鹿児島大学病院
小児科副科長（准教
授）

29 年 ○

日本小児科学会専門医、日本血液学
会専門医・指導医、日本小児血液が
ん学会専門医指導医、日本造血細胞
移植学会専門医

１　プログラム責任者（鹿児島
卒後臨床研修プログラム「桜
島」大学管理コースＡ２）
２　副プログラム責任者（鹿児
島卒後臨床研修プログラム「桜
島」大学管理コースＡ１）
４　指導医

小児科 西川　拓朗 鹿児島大学病院 小児科医師（講師） 18 年 ○

日本小児科学会専門医・指導医、日
本血液学会専門医・指導医、日本小
児血液がん学会専門医指導医、日本
造血細胞移植学会専門医

４　指導医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ４０）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



小児科 児玉　祐一 鹿児島大学病院 小児科医師（講師） 18 年 ○

日本小児科学会専門医・指導医、日
本血液学会専門医・指導医、日本小
児血液がん学会専門医、日本造血細
胞移植学会認定医、ＩＣＤ

４　指導医

小児科 上野　健太郎 鹿児島大学病院 小児科医師（講師） 17 年 ○

日本小児科学会専門医・指導医、日
本小児循環器学会専門医・指導医、
日本周産期新生児学会暫定指導医、
ＮＣＰＲインストラクター、臨床研
修指導医

４　指導医

小児科 山崎　雄一 鹿児島大学病院 小児科医師（助教） 16 年 ○
日本小児科学会専門医・指導医、日
本リウマチ学会専門医・指導医

４　指導医

小児科 丸山　慎介 鹿児島大学病院 小児科医師（助教） 16 年 ○
日本小児科学会専門医・指導医、日
本てんかん学会専門医、日本小児神
経学会専門医

４　指導医

小児科 宮園　明典 鹿児島大学病院 小児科医局（助教） 15 年 ○ 日本小児科学会専門医・指導医 ４　指導医

小児科 米衛　ちひろ 鹿児島大学病院
小児科医局
（助教）

14 年 × 日本小児科学会専門医・指導医 上級医

小児科 柿本　令奈 鹿児島大学病院 小児科医局 13 年 ×
日本小児科学会専門医、日本小児内
分泌専門医(日本内分泌学会認定)

上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No.４ １）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



小児科 今給黎　亮 鹿児島大学病院 小児科医局 12 年 × 日本小児科学会専門医・指導医 上級医

小児科 川村　順平 鹿児島大学病院 小児科医局 11 年 ○
日本小児科学会専門医・指導医、日
本小児循環器学会専門医

４　指導医

小児科 稲葉　泰洋 鹿児島大学病院 小児科医局 11 年 ×
日本小児科学会専門医・指導医、日
本腎臓学会専門医

上級医

小児科 中川　俊輔 鹿児島大学病院 小児科医局 10 年 ×
日本小児科学会専門医、日本血液学
会専門医

上級医

小児科 中江　広治 鹿児島大学病院 小児科医局 9 年 ×

日本小児科学会専門医・指導医、Ｎ
ＣＰＲインストラクター・ＰＡＬＳ
インストラクター、災害時小児周産
期リエゾン

上級医

小児科 髙橋　宜宏 鹿児島大学病院 小児科医局 8 年 × 日本小児科学会専門医 上級医

小児科 塩川　直宏 鹿児島大学病院 小児科医局 7 年 ○
日本小児科学会専門医、臨床研修指
導医

４　指導医

小児科 中村　達郎 鹿児島大学病院 小児科医局 7 年 × 日本小児科学会専門医 上級医

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ４２）

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

　



病  理 谷本　昭英 鹿児島大学病院 病理部（教授） 31 年 × 病理専門医、病理専門医研修指導医 上級医

病  理 東　美智代 鹿児島大学病院
病理部副部長（准教
授）診療教授

26 年 ○
病理専門医、病理専門医研修指導
医、細胞診専門医

４　指導医

病  理 平木　　翼 鹿児島大学病院 病理部（特例講師） 14 年 ○
病理専門医、細胞診専門医、病理専
門医研修指導医

４　指導医

病  理 堀之内　通子 鹿児島大学病院 病理部（助教） 26 年 × 病理専門医 上級医

病  理 北薗　育美 鹿児島大学病院 病理部（助教） 11 年 ○ 病理専門医、細胞診専門医 ４　指導医

病  理 鮫島　直樹 鹿児島大学病院 病理部（医員） 17 年 × 病理専門医 上級医

病  理 田崎　貴嗣 鹿児島大学病院 病理部（助教） 11 年 ○ 病理専門医、細胞診専門医 ４　指導医

病  理 野口　紘嗣 鹿児島大学病院 病理部（医員） 10 年 ○ 病理専門医、細胞診専門医 ４　指導医

資格等

　　　　　　　　　　別紙４
　　　　　　　　　　（No. ４３）

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）

※　「担当分野」欄には、様式１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、指導医に係る講習を受けた旨や、取得した専門医資格等について記入すること。
※　「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入
すること。）。
※　プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ
と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入すること。）。「備考」欄の番号１～４に該当しない者はこの表に記入しないこと。

　＊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

※　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。

３１.臨床研修指導医（指導医）等の指名等 　　　病院施設番号：０３０７４０ 大学病院の名称：　鹿児島大学病院

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：×

　



別紙４  

（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 032227  臨床研修病院の名称：公益財団法人慈愛会 今村総合病院     
 

 

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） 

内科 納 光弘 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 
慈愛会会長 ５３ ○ 

日本内科学会認定内科医、日本神

経学会専門医・指導医、日本頭痛

学会専門医・指導医、日本老年医

学会専門医・指導医、日本臨床内

科医会専門医・研修指導医、日本

医師会「指導医のための教育ワー

クショップ」（H21年 7月 19日） 

032227301 

030744601 
４ 

内科 三重 陽一 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 
腎センター長 ３２ ○ 

日本透析医学会専門医・指導医、

全日病主催臨床研修指導医講習会

受講 

032227301 

030744601 
４ 

内科 竹之内 聖三 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 
主任部長 ２９ ○ 

日本透析医学会専門医・指導医、

第 6 回鹿児島県初期臨床研修連絡

協議会臨床研修指導医養成講習会

受講 

032227301 

030744601 
４ 

内科 宇都宮 與 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 
名誉院長 ４３ ○ 

日本内科学会認定内科医、日本血

液学会血液専門医・指導医、全日

病主催臨床研修指導医講習会、Ｈ

22年度プログラム責任者養成講習

会受講 

032227301 

030744601 
４ 



別紙４  

（No.2） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 032227  臨床研修病院の名称：公益財団法人慈愛会 今村総合病院     

 

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） 

内科 徳永 雅仁 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 
診療部長 ２３ ○ 

日本内科学会認定内科医、日本血

液学会血液専門医、がん治療認定

医、第 1 回鹿児島県初期臨床研修

連絡協議会臨床研修指導医養成講

習会受講 

032227301 

030744601 
４ 

内科 宮園 卓宜 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 
部長 ２４ ○ 

日本内科学会総合内科専門医・指

導医、日本血液学会専門医、日本

臨床腫瘍学会がん薬物療法専門

医、臨床遺伝専門医、日本消化器

内視鏡学会専門医、日本消化器病

学会専門医、がん治療認定医、第

7回臨床研修指導医養成セミナー 

032227301 

030744601 
４ 

内科 肥後 建樹郎 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 
主任部長 １６ ○ 

日本内科学会総合内科専門医、日

本循環器学会認定循環器専門医、

第 7 回鹿児島県初期臨床研修連絡

協議会臨床研修指導医養成講習会

受講 

032227301 

030744601 
４ 

内科 髙崎 能久 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 
主任部長 ３９ ○ 

日本消化器内視鏡学会専門医・指

導医、第 7 回鹿児島県初期臨床研

修連絡協議会臨床研修指導医養成

講習会受講 

032227301 

030744601 
４ 



別紙４  

（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 032227  臨床研修病院の名称：公益財団法人慈愛会 今村総合病院     
 

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） 

内科 神田 直昭 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
副院長 ２６ ○ 

日本内科学会認定内科医、日本神

経学会専門医、日本脳卒中学会専

門医、日本頭痛学会専門医、第 2

回鹿児島県初期臨床研修連絡協議

会臨床研修指導医養成講習会受講 

032227301 

030744601 
４ 

内科 濱田 陸三 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
部長 ４９ ○ 

日本内科学会認定内科医、日本神

経学会専門医・指導医、日本脳卒

中学会専門医、日本リハビリテー

ション医学会リハビリテーション

科専門医、日本医師会指導医のた

めの教育ワークショップ受講 

032227301 

030744601 
４ 

内科 脇田 政之 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
部長 ２３ ○ 

日本内科学会認定内科医、第６回

鹿児島県臨床研修指導医養成講習

会受講 

032227301 

030744601 
４ 

外科 帆北 修一 

公益財団法人慈愛

会 

今村総合病院 

院長 ３８ ○ 

日本外科学会専門医・指導医、日

本消化器外科学会専門医・指導医、

日本消化器外科学会消化器がん外

科治療医、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、H24 年度プログラム責

任者養成講習会受講 

032227301 

030744601 
１・４ 



別紙４  

（No.4） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 032227  臨床研修病院の名称：公益財団法人慈愛会 今村総合病院     
 

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） 

外科 上之園 芳一 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 

副院長兼 

外科統括

部長 

２５ ○ 

日本外科学会専門医・指導医、日本消

化器外科学会専門医、日本内視鏡学会

専門医、第 9 回鹿児島県初期臨床研修

連絡協議会臨床研修指導医養成講習会

受講 

032227301 

030744601 
４ 

救急 西垂水 和隆 
公益財団法人慈愛会

今村総合病院 
主任部長 ２８ ○ 

日本内科学会総合内科専門医、H28 年

度プログラム責任者養成講習会受講 032227301 

030744601 
３・４ 

救急 市來 征仁 
公益財団法人慈愛会

今村総合病院 
部長 ２２ ○ 

日本内科学会総合内科専門医、第 6 回

九州ブロック医師臨床研修指導医養成

ワークショップ受講 

032227301 

030744601 
４ 

救急 伊藤 加菜絵 
公益財団法人慈愛会

今村総合病院 
医長 １１ ○ 

日本リウマチ学会リウマチ専門医、第

13回武蔵野赤十字病院臨床研修指導医

養成講習会 

032227301 

030744601 
４ 

麻酔科 下野 裕生 
公益財団法人慈愛会 

今村総合病院 
主任部長 ２７ ○ 

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会専門

医・指導医、第 4 回鹿児島県初期臨床

研修連絡協議会臨床研修指導医養成講

習会受講 

032227301 

030744601 
４ 

別紙４ 



別紙４  

（No.5） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 032227  臨床研修病院の名称：公益財団法人慈愛会 今村総合病院     
 

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） 

麻酔科 川崎 孝一 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
部長 ４２ ○ 

第 52 回新臨床研修指導医養成講習会(全

国自治体病院協議会)受講 

032227301 

030744601 
４ 

ペインクリ

ニック科 
東 美木子 

公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
主任部長 ３３ ○ 

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会専門医・

指導医、ペインクリニック学会専門医、

Ｈ17VHJ機構指導医養成講座受講（特定非

営利活動法人 VHJ機構主催） 

032227301 

030744601 
４ 

小児科 溝田 美智代 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
主任部長 ３２ ○ 

日本小児科学会小児科専門医、日本内分

泌学会内分泌代謝科（小児科）専門医、

日本医師会指導医のための教育ワークシ

ョップ受講 

032227301 

030744601 
４ 

産婦人科 飯尾 一登 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
主任部長 ４０ ○ 

日本産科婦人科学会専門医、H22年度独立

行政法人国立病院機構九州ブロック臨床

研修指導者養成講習会受講 

032227301 

030744601 
４ 

精神科 室屋 真二 
公益財団法人慈愛

会 今村総合病院 
主任部長 ２４ ○ 

精神保健指定認定医、日本精神神経学会

専門医・指導医、H18臨床指導医講習会（精

神科七者懇「臨床研修指導医講習会」運

営委員会主催） 

032227301 

030744601 
４ 

精神科 前田 冬海 
公益財団法人慈愛

会 今村総合病院 
医員 １４ ○ 

第 5 回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会

臨床研修指導医養成講習会受講 

032227301 

030744601 
４ 



別紙４  

（No.6） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 032227  臨床研修病院の名称：公益財団法人慈愛会 今村総合病院     
 

 

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） 

精神科 永田 青海 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
医員 １０ ○ 

第 10 回鹿児島県初期臨床研修連

絡協議会臨床研修指導医養成講習

会 

032227301 

030744601 
４ 

泌尿器科 常盤 光弘 
公益財団法人慈愛

会 今村総合病院 
副院長 ２９ ○ 

日本泌尿器科学会専門医、全日病

主催臨床研修指導医講習会 

032227301 

030744601 
４ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝ科 
堂園 浩一朗 

公益財団法人慈愛

会 今村総合病院 
主任部長 ３４ ○ 

日本リハビリテーション医学会専

門医・指導責任者、第 8 回鹿児島

県初期臨床研修連絡協議会臨床指

導医養成講習会受講 

032227301 

030744601 
４ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝ科 
奈良 聡一郎 

公益財団法人慈愛

会 今村総合病院 
部長 ２６ ○ 

日本リハビリテーション医学会専

門医、日本リハビリテーション医

学会認定臨床医、第 4 回産業医科

大学病院臨床研修指導医講習会 

032227301 

030744601 
４ 

放射線科 西田 博利 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
主任部長 ３１ ○ 

日本医学放射線学会専門医、第 2

回九州ブロック医師臨床研修指導

医養成ワークショップ受講 

032227301 

030744601 
４ 

皮膚科 米倉 健太郎 
公益財団法人慈愛

会 今村総合病院 

主任 

部長 
１９ ○ 

日本皮膚科学会専門医、がん治療

認定医、がん薬物療法専門医、第

2 回鹿児島県初期臨床研修連絡協

議会臨床研修指導医養成講習会受

講 

032227301 

030744601 
４ 



別紙４  

（No.7） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 032227  臨床研修病院の名称：公益財団法人慈愛会 今村総合病院     

※ 「担当分野」欄には、様式８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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

 
※ 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。 
 

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） 

眼科 土居 範仁 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 

眼科

統括

部長 

３１ ○ 

日本眼科学会専門医、H21 全日病主催

臨床研修指導医講習会 
032227301 

030744601 
４ 

病理 田代 幸恵 
公益財団法人慈愛

会 今村総合病院 

主任 

部長 
３１ ○ 

日本病理学会病理専門医、日本臨床細

胞学会細胞診専門医、日本病理学会病

理専門医研修指導医、第 4 回鹿児島県

初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導

医養成講習会受講 

032227301 

030744601 
４ 

病理 二之宮謙次郎 
公益財団法人慈愛

会 今村総合病院 
部長 ２４ ○ 

第 10 回鹿児島県初期臨床研修連絡協

議会臨床研修指導医養成講習会 

032227301 

030744601 
４ 

病理 坂江 清弘 
公益財団法人慈愛

会今村総合病院 
部長 ５２ ○ 

日本病理学会認定病理医・研修指導医、

死体解剖資格認定医、臨床検査管理医

セミナー受講、H22VHJ機構指導医養成

講座受講 

032227301 

030744601 
４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  036295     臨床研修病院の名称： 医療法人愛育会愛育病院     

 
※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

産婦人科 河野 哲志 医療法人愛育会

愛育病院 

理事長 26 年 ○ 平成 29年日本医師会第 28回指

導医のための教育ワークショ

ップ受講 

日本産科婦人科学会専門医 

030744601 3、4 

産婦人科 川俣 和弥 医療法人愛育会

愛育病院 

院長 29 年 × 日本産科婦人科学会専門医 030744601 上級医 

産婦人科 横峯 大策 医療法人愛育会

愛育病院 

理事 16 年 × 日本産科婦人科学会専門医 030744601 上級医 

産婦人科 吉冨 奈央 医療法人愛育会

愛育病院 

 17 年 × 日本産科婦人科学会専門医 030744601 上級医 

産婦人科 儀保 晶子 医療法人愛育会

愛育病院 

 17 年 × 日本産科婦人科学会専門医 030744601 上級医 

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３３２８６     臨床研修病院の名称： 谷山生協クリニック   

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 

 

蓑輪 一文 谷山生協クリニ

ック 

院長 35年 ○ 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

修了、日本プライマリ・ケア連

合学会指導医 

030744601 3、4 

選択 

（小児科） 

西畠 信 谷山生協クリニ

ック 

 46年 ○ 平成 20 年度第 3 回九州ブロッ

ク医師臨床研修指導医養成ワ

ークショップ修了、日本小児科

学会専門医、日本小児循環器学

会専門医・評議員 

030744601 4 

         

         

         

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３３２９０     臨床研修病院の名称： 鴨池生協クリニック   

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 

選択 

松本 政寿 鴨池生協クリニ

ック 

院長 39年 ×  030744601 3 

上級医 

         

         

         

         

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  １１６４７６     臨床研修病院の名称： 坂之上生協クリニック   

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 

選択 

田上 昭観 坂之上生協クリ

ニック 

院長 47年 ×  030744601 3 

上級医 

         

         

         

         

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  １１６４７７     臨床研修病院の名称： 中山生協クリニック   

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 

選択 

濵川 祐治 中山生協クリニ

ック 

院長 18年 ×  030744601 3 

上級医 

         

         

         

         

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  １１６４７８     臨床研修病院の名称： 紫原生協クリニック   

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 

選択 

三浦 清春 紫原生協クリニ

ック 

院長 45年 × 日本内科学会認定医 030744601 3 

上級医 

         

         

         

         

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  １１６４７９     臨床研修病院の名称： 吉野生協クリニック   

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 

選択 

馬渡 耕史 吉野生協クリニ

ック 

院長 42年 × 日本内科学会総合内科専門医 

日本循環器学会専門医 

030744601 3 

上級医 

         

         

         

         

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３３２９３     臨床研修病院の名称：   奄美中央病院         

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

内科 

地域医療 

平元 良英 奄美中央病院  31 年 ○ 平成 19 年第 2 回九州ブロック

医師臨床研修指導医養成ワー

クショップ修了 

日本内科学会総合内科専門医 

日本呼吸器学会専門医 

030744601 4 

地域医療 福﨑 雅彦 奄美中央病院 院長 38 年 × 日本循環器学会専門医 030744601 3 

上級医 

地域医療 堀 昭作 奄美中央病院  27 年 ×  030744601 上級医 

選択 

（小児科） 

片山 宏祐 奄美中央病院  9 年 ×  030744601 上級医 

         

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３３２８５     臨床研修病院の名称：   徳之島診療所     

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 

選択 

徳田 潔 徳之島診療所 所長 30年 ○ 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 

030744601 3、4 

         

         

         

         

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３３２９３     臨床研修病院の名称：   奄美中央病院         

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 杉原 雄治 南大島診療所 所長 38年 × 日本内科学会認定医 030744601 3 

上級医 

         

         

         

         

別紙４ 



（No. ） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  070031    臨床研修病院の名称：戸畑けんわ病院           

※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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） 

 

選択 尾崎 達也 戸畑けんわ

病院 

副院長 31年 ○  日本呼吸器学会

指導医・日本内

科学会専門医 

030744601 ３・４ 

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：036009      臨床研修病院の名称：健和会大手町診療所            

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 片岡 康人 大手町診療所 所長 31年 × 内科専門医  ３、 

上級医 

地域医療 沖田 五月 大手町診療所  26年 × 内科専門医 

呼吸器専門医 

プライマリケア認

定医 

プライマリケア指

導医 

 上級医 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： 034132           臨床研修病院の名称：健和会町上津役診療所                   

 
※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

地域医療 川本 京子 健和会町上津

役診療所 

所長 ２９年 ○ 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  

030744601 ３、４ 

地域医療 江島 強 健和会町上津

役診療所 

 ３４年 ×  030744601 上級医 

         

         

         

別紙４ 



（No. １） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：033995      臨床研修病院の名称：たちばな診療所       

※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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） 

地域医療 
西木 茂 

たちばな診療

所 
所長 37 × 東洋医学会専門医 030744601 3 

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 



（No. １） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：033993      臨床研修病院の名称：城浜診療所       

 
※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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） 

地域医療 

小西 恭司 城浜診療所 所長 42 × 

日本内科学会専門

医 

日本プライマリ・ケア

学会指導医 

030744601 3 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 



（No. １） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：033996      臨床研修病院の名称：粕屋診療所       

※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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） 

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 

日本プライマリ・ケア

連合学会専門医 

030744601 3,4 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 



（No.1 ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：０３３２３２  臨床研修病院の名称： 大分県医療生活協同組合 竹田診療所                  

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 
 

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） 

地域医療 仲 雷太 

（なか らいた） 

竹田診療所 所長 30年   ○ 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 

 

030744601 3,4 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 



（No.1 ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号： ０９６３０７   臨床研修病院の名称： けんせいホームケアクリニック 

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 
 

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） 

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年 11月 18－

19日大分県指導

医講習会 

2007年 11月 8-10

日九沖第 4回指導

医養成講習会 

030744601 3,4 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：086231   臨床研修病院の名称： 沖縄医療生活協同組合 中部協同病院                  

 

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） 

地域医療 
与儀
よ ぎ

 洋和
ひろかず

 
中部協同病

院 

院長 43年 × 日本内科学会認定内科医 030744601  
３  研修実施責任
者 

地域医療 
犬
いぬ

尾
お

 仁
じん

 
中部協同病

院 

３階病棟医長 16年 ○ 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、日本プライマ

リ・ケア連合学会認定医  

030744601 4 

地域医療 
斉藤
さいとう

 保
たもつ

 
中部協同病

院 

透析部長 23年 ○ 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、日本プライマ

リ・ケア連合学会認定医  

030744601 4 

地域医療 
徳
とく

森
もり

 栄
えい

次
じ

 
中部協同病

院 

内科部長 27年 ○ 日本消化器内視鏡学会専門

医、第 1 回九州ブロック医師

臨床研修導医養成ワークシ

ョップ受講、日本プライマ

リ・ケア連合学会認定医、日

本消化器内視鏡学会専門医 

030744601 4 

地域医療 
津波
つ は

 由紀子
ゆ き こ

 
中部協同病

院 

４階病棟医長 21年 ○ 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、日本プライマリ・

ケア連合学会認定医 

030744601 4 

別紙４ 



（No. １） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：033997      臨床研修病院の名称：たたらリハビリテーション病院  

※ 「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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 地域医療重点プログラムにおいては、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、コピーにより対応し、「（No. ）」欄にページ数を記入すること。 

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） 

選択 

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 

030744601 3.4 

選択 

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 

030744601 4 

選択 

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 

030744601 4 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  ０３３２９１    臨床研修病院の名称：介護老人保健施設 せとうち                   

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

選択（保健・

医療行政） 

増田 幸雄 介護老人保健施

設せとうち 

施設長  × 介護支援専門員 030744601 3 

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 



（No. ） 

２７．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等   病院施設番号：  ０３３２８４    臨床研修病院の名称：特別養護老人ホームにじの郷たにやま 

※ 「担当分野」欄には、様式１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。 
※ 「プログラム番号」欄には、臨床研修指導医（指導医）等が担当するすべてのプログラム番号を記入すること（プログラム番号を取得していない場合には研修プログラムの名称を記入 

すること。）。 
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、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」欄にそれぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入するこ 

と（プログラム番号を取得していない場合には研修プログ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 

※ 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。 

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） 

選択（保健・

医療行政） 

東 広江 特別養護老人ホ

ームにじの郷た

にやま 

看護課長  × 看護師 030744601 3 

         

         

         

         

         

別紙４ 


