
別紙１ 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2019 年度開催回数 ３ 回）                  （No.１ ） 

  病院施設番号： 030697   臨床研修病院の名称： 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院  

氏名 所属 役職 備考 

 シマ         ヒロジ 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

病院長 研修管理委員会委員長 

指導医   島   弘志 

 コガ         ヒトシ 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

救急科診療部長 プログラム責任者 

指導医   古賀    仁士 

フクダ          ケンジ 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

脳神経センター長 副プログラム責任者 

指導医   福田  賢治 

  ツル               トモミツ 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

臨床・教育・研究本部長 

 

指導医 

  靍    知光 

    ウラベ           ダイサク 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

国際事業部長 指導医 

浦部    大策 

   オノ         ノブユキ 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

臨床工学室長 臨床工学技士 

  小野   信行 

 サトウ             ヒロフミ 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

臨床・教育・研究本部事務長  

    佐藤    博文 

 クマシロ       アケミ 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

看護部長  

  神代   明美 

  ワタナベ         カン 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

初期研修医代表 初期研修医 2年次 

   渡邉   歓 

シマ         ユキチカ 社会医療法人雪の聖母会 

聖マリア病院 

SSC副本部長 事務部門責任者 

  島   由親 

※ 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 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2019 年度開催回数 ３ 回）               （No.2 ） 

  病院施設番号： 030697   臨床研修病院の名称：社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院  

氏名 所属 役職 備考 

イノウエ      シゲヒロ 長崎県上五島病院 内科医長 研修実施責任者 

指導医 井上 重宏 

    カモハラ       ユキオ 長崎県島原病院 

 

副院長 研修実施責任者 

指導医  蒲原   行雄 

 ヤマナカ          アツコ 宗教法人お告げの会修道会 

聖マリア病院 

病院長 

 

研修実施責任者 

指導医   山中    淳子 

マツモト      アツシ まつもと医院 院長 研修実施責任者 

指導医 松本  敦 

   イワサキ          ジュンコ 福岡県赤十字血液センター 医務課長 

 

研修実施責任者 

指導医   岩崎    潤子 

    オニツカ          イチロウ 医療法人聖峰会田主丸中央病院 

 

理事長・院長 研修実施責任者 

指導医   鬼塚    一郎 

   ナカムラ            エイジ 医療法人三井会神代病院 病院長 研修実施責任者 

指導医  中村    栄治 

  ハシモト        キジロウ 独立行政法人国立病院機構肥前 

精神医療センター 

副院長 研修実施責任者 

指導医  橋本   喜次郎 

 オオジ          タロウ  社会医療法人聖ルチア会  

聖ルチア病院 

理事長・院長 第三者機関：久留米医師会理事 

  大治    太郎 

ショキタ        ハヤシ 公益財団法人北部地区医師会 

北部地区医師会病院 

病院長 研修実施責任者 

指導医 諸喜田 林 

※ 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 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（ 2019 年度開催回数 ３ 回）                  （No.3 ） 

  病院施設番号： 030697   臨床研修病院の名称： 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 

氏名 所属 役職 備考 

  タカキ            ショウイチ 久留米広域消防本部 久留米広域消防本部次長 第三者委員 

  高木  昌一 

 ミヤザキ           ヤスシ カトリック久留米教会 神父 第三者委員 

宮崎    保司 

  カワハラ          アキコ 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健監 

 

研修実施責任者 

指導医  川原 明子 

  ナカムラ          ヤスヒサ 田川保健福祉事務所 保健監 研修実施責任者 

指導医  中村 泰久 

 マツオ          ミチヨ  南筑後保健福祉環境事務所 保健監 研修実施責任者 

指導医  松尾 美智代 

   カトウ           チスズ 京築保健福祉環境事務所 

 

保健監 研修実施責任者 

指導医  加藤 千鈴 

  ナイトウ           ミチコ 久留米市保健所 所長 研修実施責任者 

指導医  内藤    美智子 

   シバタ            カズノリ 粕屋保健福祉事務所 保健監 

 

研修実施責任者 

指導医  柴田   和典 

   ナカハラ        ユミ 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健監 研修実施責任者 

指導医  中原  由美 

  タカダ           ジュンコ 北筑後保健福祉環境事務所 保健監 研修実施責任者 

指導医  高田  淳子 

※ 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 

６．研修管理委員会の構成員の氏名等及び開催回数（ 2019 年度開催回数 ３ 回）                  （No.4 ） 

  病院施設番号：030697     臨床研修病院の名称：社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院   

氏名 所属 役職 備考 

     イワモト            ハルヤ 筑紫保健福祉環境事務所 

 

所長兼保健監  研修実施責任者 

指導医   岩本    治也 

 ミヤザキ            チカシ 糸島保健福祉事務所 副理事兼所長兼保健監 研修実施責任者 

指導医  宮崎 親 

   マツグチ        モトユキ 公益財団法人福岡県すこやか健

康事業団 

診療所長 研修実施責任者 

指導医   松口   素行 

※ 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。 

 

 


