
（No.１） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2021年度開催回数 5回） 

  病院施設番号：030698  臨床研修病院の名称：久留米大学病院   

氏名 所属 役職 備考 

タカモリ シンゾウ 久留米大学病院 教授 プログラム責任者・研修管理委員長・ 

研修管理委員 高森  信三 

ウチノ トシロウ 久留米大学病院 准教授 プログラム責任者・研修管理副委員長・ 

研修管理委員 内野 俊郎 

サトウ トシヒロ 久留米大学病院 助教 プログラム責任者・研修管理副委員長・ 

研修管理委員 佐藤  寿洋  

エノモト ミカ 久留米大学病院 講師 研修管理副委員長・ 

研修管理委員 榎本 美佳 

ヤスモト シンゴ 久留米大学病院 准教授 研修管理副委員長・ 

研修管理委員 安元 眞吾 

スミ アキコ 久留米大学病院 講師 研修管理副委員長・ 

研修管理委員 角  明子 

トキトウ タカアキ 久留米大学病院 助教 研修管理委員 

時任 高章 

ナカムラ トオル 久留米大学病院 講師 研修管理委員 

中村 徹 

ナカヨシ タカハル 久留米大学病院 助教 研修管理委員 

仲吉 孝晴 

イトウ サクヤ 久留米大学病院 助教 研修管理委員 

伊藤 佐久耶 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委員長、プロ

グラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にその旨を記入すること。欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄に

ページ数を記入すること。 

別紙１ 



（No.２） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2021年度開催回数 5回） 

  病院施設番号：030698  臨床研修病院の名称：久留米大学病院   

氏名 所属 役職 備考 

ナガヤマ アヤコ 久留米大学病院 助教 研修管理委員 

永山 綾子 

モリシゲ サトシ 久留米大学病院 講師 研修管理委員 

森重 聡 

ヤマシタ ノリオ 久留米大学病院 教授 研修管理委員 

山下 典雄 

フジタ フミヒコ 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

藤田 文彦 

タカギ カズヨシ 久留米大学病院 講師 研修管理委員 

高木 数実 

テラザキ ヤスヒロ 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

寺崎 泰宏 

ヒサカ トオル 久留米大学病院 教授 研修管理委員 

久下 亨 

トウ ウヒ 久留米大学病院 教授 研修管理委員 

唐 宇飛 

フカホリ スグル 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

深堀 優 

ハラ マサト 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

原  将人 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委員長、プロ

グラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にその旨を記入すること。欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄に

ページ数を記入すること。 

別紙１ 



（No.３） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2021年度開催回数 5回） 

  病院施設番号：030698  臨床研修病院の名称：久留米大学病院   

氏名 所属 役職 備考 

ムカイ ジュンペイ 久留米大学病院 助教 研修管理委員 

向井 純平 

ツダ ナオタケ 久留米大学病院 講師 研修管理委員 

津田  尚武  

ヒエジマ ヒロシ 久留米大学病院 講師 研修管理委員 

比江嶋 啓至 

サカタ キヨヒコ 久留米大学病院 講師 研修管理委員 

坂田  清彦 

ヒラオカ コウジ 久留米大学病院 教授 研修管理委員 

平岡 弘二 

モリナガ ケイゴ 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

守永 圭吾 

イシイ ノリト 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

石井 文人 

スエカネ シゲタカ 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

末金  茂高 

モンデン ユウ 久留米大学病院 教授 研修管理委員 

門田 遊 

チトセ シュンイチ 久留米大学病院 教授 研修管理委員 

千年 俊一 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委員長、プロ

グラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にその旨を記入すること。欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄に

ページ数を記入すること。 

別紙１ 



（No.４） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2021年度開催回数 5回） 

  病院施設番号：030698  臨床研修病院の名称：久留米大学病院   

氏名 所属 役職 備考 

ナガタ シュウジ 久留米大学病院 講師 研修管理委員 

長田  周治 

アキバ ジュン 久留米大学病院 教授 研修管理委員 

秋葉 純 

ミワ ケイスケ 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

三輪  啓介 

ワタナベ ヒロシ 久留米大学病院 教授 研修管理委員 

渡邊   浩 

ナイトウ ヨシキ 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

内藤 嘉紀 

アリナガ コウイチ 久留米大学病院 准教授 研修管理委員 

有永  康一 

フクモト ヨシヒロ 久留米大学病院 副院長 研修管理委員 

福本 義弘 

トミナガ マサキ 久留米大学 地域医療連携講座 准教授 研修管理委員 

冨永 正樹 

ヤスカワ ヒデオ 久留米大学 保健管理センター センター長 研修管理委員 

安川 秀雄 

カタヤマ レイジ 久留米大学 クリニカルスキル・トレーニングセンター 研修管理委員 

片山 礼司 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委員長、プロ

グラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にその旨を記入すること。欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄に

ページ数を記入すること。 

別紙１ 



（No.５） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2021年度開催回数 5回） 

  病院施設番号：030698  臨床研修病院の名称：久留米大学病院   

氏名 所属 役職 備考 

エグチ ノリフミ 久留米大学病院 病院事務部長 研修管理委員 

江口 訓史 

ノムラ ケンジ 久留米大学病院 管理課長 研修管理委員 

野村  健次 

ヨシイ チホ 久留米大学病院 看護部 研修管理委員 

吉井 千穂 

ヨコヤマ シンジ 久留米大学病院 医療安全管理部 研修管理委員 

横山 晋二 

イトウ タカヒコ 大牟田市立病院 救急科部長 臨床研修実施責任者 

伊藤 貴彦 

コガ ヒトシ 聖マリア病院 救急科診療部長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 古賀 仁士 

カミムラ トモコ 公立八女総合病院 副院長 臨床研修実施責任者 

上村 知子 

エガミ ヒデアキ 久留米大学医療センター 副院長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 惠紙  英昭 

カワゴエ ヒデヒロ 国立病院機構小倉医療センター 産婦人科部長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 川越 秀洋 

クニヨシ コウヘイ 筑水会病院 副院長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 國芳 浩平 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委員長、プロ

グラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にその旨を記入すること。欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄に

ページ数を記入すること。 

別紙１ 



（No.６） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2021年度開催回数 5回） 

  病院施設番号：030698  臨床研修病院の名称：久留米大学病院   

氏名 所属 役職 備考 

ヒラキ フミヨ 聖ルチア病院 副院長 臨床研修実施責任者 

 平木 文代 

ヨシジマ ヒデカズ のぞえ総合心療病院 副診療部長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 吉島 秀和 

トミナガ ミツヒロ 独立行政法人国立病院機構九州医療セ

ンター 

臨床教育研修センター長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 冨永 光裕 

ホシダ トオル 岩手県立大船渡病院 副院長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 星田 徹 

オツニカ イチロウ 田主丸中央病院（聖峰会） 院長 臨床研修実施責任者 

 鬼塚  一郎 

シマダ コウスケ 嶋田病院 医員 臨床研修実施責任者 

 島田 幸典 

ミヤモト テツヤ 筑後川温泉病院 院長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 宮本  哲哉 

ナカムラ エイジ 神代病院 名誉院長 臨床研修実施責任者 

 中村 英治 

ヤスモト キヨシ 安本病院 院長 臨床研修実施責任者 

 安本 潔 

ヨウ マサヨシ ヨコクラ病院 副院長 臨床研修実施責任者 

 葉 昌義 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委員長、プロ

グラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にその旨を記入すること。欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄に

ページ数を記入すること。 

別紙１ 



（No.７） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2021年度開催回数 5回） 

  病院施設番号：030698  臨床研修病院の名称：久留米大学病院   

氏名 所属 役職 備考 

シバタ ハジメ 久留米リハビリテーション病院 院長 臨床研修実施責任者 

 柴田  元 

マツクマ ノリト JCHO久留米総合病院 副院長 臨床研修実施責任者 

 松隈  則人 

カキゾエ サブロウ 医療法人 医理会 柿添病院 診療部長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 柿添 三郎 

タバタ シンジ 博愛会病院 副院長 臨床研修実施責任者 

 田畑  伸司 

クガ ツヨシ 光武循環器科病院 院長 臨床研修実施責任者 

 空閑 毅 

ヤマナカ アツコ 聖マリア病院（五島） 院長 臨床研修実施責任者 

 山中 淳子 

ヤナギ カツジ 医療法人柳育会柳病院 理事長 臨床研修実施責任者 

 柳  克司 

イマダチ シュンスケ 今立内科クリニック 副院長 臨床研修実施責任者 

臨床研修指導医 今立 俊輔 

ムコウハラ シゲアキ 長崎県壱岐病院 院長 臨床研修実施責任者 

 向原 茂明  

ワタナベ シゲユキ わたなべ耳鼻咽喉科医院 院長 研修管理委員（外部委員） 

渡辺  滋之 

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委員長、プロ

グラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にその旨を記入すること。欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄に

ページ数を記入すること。 

別紙１ 



（No.８） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（2021年度開催回数 5回） 

  病院施設番号：030698  臨床研修病院の名称：久留米大学病院   

氏名 所属 役職 備考 

マルタ コウジ 丸田皮膚科医院 院長 研修管理委員（外部委員） 

丸田 耕司 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

※ １ページ目の最上欄には、研修管理委員長の氏名等を記入すること。「所属」欄には、当該構成員が所属する病院又は施設の名称を記入すること。研修管理委員長、プロ

グラム責任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医（指導医）については、「備考」欄にその旨を記入すること。欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「（No. ）」欄に

ページ数を記入すること。 

別紙１ 


