
（No.1） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    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                  

 

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 島 弘志 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

病院長 39年 ○ 救急医学会専門医、外
科専門医、臨床研修指
導医養成講習会受講
済（平成 14年医療研
修推進財団臨床研修
指導医養成講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4 (030697206） 
4（030697207) 
4（030697208) 

救急部門 古賀 仁士 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

救急科診療部長 21年 ○ 救急医学会専門医、指
導医養成講習会受講
済（第 3回聖マリア病
院群臨床研修指導医
のための講習会平成
17年 5月 8日） 

030697206 
030697207 
030697208 

1,4(030697206） 
1,4(030697207） 
1,4（030697208)             

外科 靍 知光 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 

36年 ○ 外科専門医・指導医、
小児外科専門医、指導
医養成講習会受講済
（第 2回聖マリア病院
群臨床研修指導医講
習会）20041212、平成
19年度プログラム責
任者養成講習会修了
（臨床研修協議会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4(030697206） 
4（030697207) 
4（030697208) 

内科 河野 弘志 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

消化器内科 
診療部長 

32年 ○ 日本内科学会認定内
科医、消化器病学会専
門医、指導医講習会受
講済（第 8回久留米大
学病院臨床研修指導
医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

内科 上野 恵里奈 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

内視鏡センター長 16年 ○ 日本内科学会認定内
科医、日本消化器病学
会専門医、指導医講習
会受講済（九州厚生局
主催第 10 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 20121021） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

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：  030697       臨床研修病院の名称： 聖マリア病院                  

 

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 山田 康正 社会医療法人 
雪の聖母会 
聖マリア病院 

 9年 ◯ 日本内科学会認定内
科医、指導医講習会受
講済（指導医のための
教育ワークショップ 
平成 30年 12月 8日 開
催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 今村 豊 社会医療法人 
雪の聖母会 
聖マリア病院 

血液内科 
診療部長 

36年 ○ 総合内科専門医、血液
学会専門医、第 1回
VHJ 機構臨床研修指
導医養成講座受講
(20050110） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

内科 橋口 道俊 社会医療法人 
雪の聖母会 
聖マリア病院 

血液内科主幹 27年 ○ 日本内科学会認定内
科医、日本血液学会
認定血液専門医、日
本造血細胞移植学
会認定医、平成 17
年度久留米大学病
院指導医講習会受
講（20060127） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

内科 城島 浩人 社会医療法人 
雪の聖母会 
聖マリア病院 

 33年 ○ 日本内科学会認定内
科医、日本血液学会
認定専門医、第 21
回久留米大学病院
指導医講習会受講
（20140620） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

内科 水田 佑一 社会医療法人 
雪の聖母会 
聖マリア病院 

呼吸器内科診療部
長 

16年 ○ 第 27回久留米大学病
院指導医講習会
（2017.7.1） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 上野 正克 社会医療法人 
雪の聖母会 
聖マリア病院 

 16年 ○ 日本内科学会認定内
科医、臨床研修指導
医のためのワーク
ショップ受講平成
23年 10月 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

別紙４ 

（No.1） 

（No.2） 

 



 

（No.3） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：  030697       臨床研修病院の名称： 聖マリア病院                  

 

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 迫田 頼武 社会医療法人 
雪の聖母会 
聖マリア病院 

感染症科臨床部長 13年 ○ 日本内科学会認定内
科医、日本呼吸器学
会専門医、VHJ機構
指導医養成講座受
講（平成 27年 10月） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  

内科 福田 賢治 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 28年 ○ 日本内科学会専門
医、日本脳卒中学会
専門医、臨床研修指
導医養成講習会受
講済（第 1回聖マリ
ア病院群臨床研修
指導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

2,4(030697206） 
2,4(030697207) 
2,4(030697208)            

内科 福嶌 由尚 社会医療法人 
雪の聖母会 
聖マリア病院 

脳血管内科 
診療部長 

23年 ○ 内科学会専門医、脳
卒中学会専門医、臨
床研修指導医養成
講習会受講済（第 2
回聖マリア病院群
臨床研修指導医講
習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 松下 知永 社会医療法人 
雪の聖母会 
聖マリア病院 

脳血管内科主任 
医長 

18年 ○ 日本内科学会認定内
科医、久留米大学病
院指導医講習会（平
成 27年 3月 30日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 松木 孝之 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

脳血管内科医長 12年 ○ 日本内科学会認定内
科医、日本脳卒中学会
認定脳卒中専門医、第
19回VHJ機構指導医養
成講習会（平成 28年 9
月２４日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

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：  030697       臨床研修病院の名称： 聖マリア病院                  

  

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 田中 淳 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 12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、日
本脳卒中学会脳卒中
専門医、日本内科学会
認定内科医、第 30回
久留米大学病院指導
医講習会 (令和元年 6
月 28日) 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

内科 金沢 信 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 8年 ○ 日本内科学会認定内
科医 
日本脳神経超音波学
会脳神経超音波検査
士 
VHJ機構指導医養成講
習会（令和元年 10月
14日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

内科 田代 英樹 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

循環器センター長 33年 ○ 循環器学会専門医、指
導医養成講習会受講
済（第 2回聖マリア病
院群臨床研修指導医
講習会 2004年 12月 12
日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

内科 貞松 研二 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

循環器内科 
診療部長 

29年 ○ 日本内科学会認定内
科医、日本循環器学会
専門医、第 3回聖マリ
ア病院群臨床研修指
導医講習会 2005年 5
月 8日 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 大江 健介 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

循環器内科医長 17年 ○ 日本循環器学会専門
医、日本内科学会認定
内科医、第 14回久留
米大学病院指導医講
習会 2011年 1月 28日 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

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：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                   

  

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 由布 威雄 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 14年 ○ 第 27回久留米大学病
院指導医講習会
（2017.7.1） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 廖 千惠 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 12年 ○ 第 20回ＶＨＪ機構指
導医養成講習会  
（2017.9.24） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  

内科 三小田 周弘 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 13年 ○ 指導医講習会受講済
（第 29回 久留米大学
病院指導医講習会 平
成 30年 6月 29日 開
催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  

内科 柿野 貴盛 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 13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
本周術期経食道心エ
コー認定試験合格証、 
第 30回 久留米大学病
院指導医講習会(令和
元年 6月 28日) 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

内科 長岡 和宏 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 15年 ○ 日本心血管インター
ベンション治療学会
認定医、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、日本内科学会認
定内科医指導医講習
会受講済（第 137回 臨
床研修指導医講習会 
平成 29年 2月 26日 開
催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  

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：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                   

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 梅津 隆太 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 13年 ◯ 日本内科学会認定内
科医、指導医講習会受
講済（平成 26年度 松
山赤十字病院卒後臨
床研修指導医講習会
（第 1回） 平成 26年
11月 2日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  

内科 佐藤 雄一 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

糖尿病センター長 35年 ○ 糖尿病学会専門医、指
導医養成講習会受講
済み（第 1回聖マリア
病院群臨床研修指導
医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

内科 内薗 祐二 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

糖尿病内分泌内科
診療部長 

26年 ○ 日本糖尿病学会専門
医、日本内科学会認定
内科医、第 22回久留
米大学病院指導医講
習会(平成 26年 10月
29日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 伊藤 可央里 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 12年 ○ 日本内科学会認定内
科医、日本糖尿病学会
専門医、第 18回 VHJ
機構指導医養成講習
会（平成 27年 3月 30
日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 山本 竜太 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 12年 ○ 日本乳がん検診精度
管理中央機構検診マ
ンモグラフィ読影認
定医師 B評価、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、日本外科
学会外科専門医、指導
医講習会受講済（VHJ
機構 指導医養成講座 
平成 30年 10月 21日 
開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

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：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                   

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 東 治道 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

副院長 33年 ○ 腎臓学会専門医、透析
医学会専門医、指導医
養成講習会受講済（第
1回聖マリア病院群臨
床研修指導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 坂井 健太郎 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

腎臓内科主任医長 15年 ○ 日本内科学会認定内
科医、日本腎臓学会腎
臓専門医、第 2回茨城
県指導医養成講習会
（平成 25年） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  

内科 吉水 秋子 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

腎臓内科医長 11年 ○ 第 27回久留米大学病
院指導医講習会
（2017.7.1）回 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 本田 順一 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

感染制御科 
診療部長 

37年 ○ 内科認定医、指導医講
習会受講済（福岡県医
師会主催第 9回卒後臨
床研修指導医ワーク
ショップ）2011.10.2 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

内科 酒井 輝文 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 42年 ○ 日本内科学会専門医、
指導医、日本消化器学
会専門医、指導医平成
15年度第１回久留米
大学病院臨床研修指
導者養成ワークショ
ップ 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

別紙４ 



（No.8） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                   

 

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 中野 輝明 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

リウマチ膠原病内
科診療部長 

32年 ○ リウマチ学会専門医、
指導医養成講習会受
講済（第 2回聖マリア
病院群臨床研修指導
医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

放射線科 平田 展章 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

副院長 39年 ○ 医学放射線学会専門
医、指導医講習会受講
済（平成 22年度九州
ブロック医師臨床研
修指導医養成ワーク
ショップ）20101024 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

放射線科 荒木 昭輝 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

医療情報科 
診療部長 

40年 ○ 医学放射線学会専門
医、指導医養成講習会
受講済（第 2回聖マリ
ア病院群臨床研修指
導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

放射線科 桂木 誠 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 42年 ○ 医学放射線学会専門
医、指導医養成講習会
受講済（第 1回聖マリ
ア病院群臨床研修指
導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

放射線科 島村 易 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 40 
年 

○ 医学放射線学会専門
医、指導医養成講習会
受講済（第 2回聖マリ
ア病院群臨床研修指
導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

放射線科 松浦 泰雄 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

診療部長 37年 ○ 日本医学放射線学会
放射線診断専門医、第
8回九州ブロック医師
臨床指導医養成ワー
クショップ 20101024 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

放射線科 小森 哲士 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 22年 ○ 日本放射線学会放射
線専門医、〃放射線診
断専門医、第 19回久
留米大学病院指導医
養成講習会 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 

別紙４ 



 

（No.9） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 

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） 

放射線科 小栗 修一 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 30年 ○ 日本医学放射線学会
放射線診断専門医、平
成 18年ＶＨＪ機構指
導医養成講習会
（20060109） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

放射線科 山之内寅彦 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 11年 ○ 日本医学放射線学会
放射線診断専門医、日
本乳がん検診精度管
理中央機構マンモグ
ラフィ読影認定医、指
導医講習会受講済
（VHJ機構 指導医養
成講座 平成 30年 10
月 21日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

小児科 浦部 大策 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

国際事業部長 38年 ○ 小児科専門医、指導医
養成講習会受講済（第
31回医学教育ワーク
ショップ）、平成 18年
度プログラム責任者
養成講習会修了（臨床
研修協議会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

小児科 足立 基 社会医療法人
雪の聖母会聖
マリア病院 

 

28年 ○ 日本小児科学会小
児科専門医、指導医
講習会受講済（指導
医のためのワーク
ショップ  平成 17
年 1月 9 日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

小児科 大部 敬三 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

副院長 39年 ○ 小児科専門医、指導医
養成講習会受講済（第
1回聖マリア病院群臨
床研修指導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

小児科 秋田 幸大 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

小児科診療部長 24年 ○ 小児科専門医、指導医
養成講習受講済（第 4
回久留米大学病院指
導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

別紙４ 



 

（No.10） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                 

 

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 松石豊次郎 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

小児総合研究セン
ター長、レット症
候群研究センター
長 

45年 ○ 日本小児科学会専門
医、日本小児神経学会
専門医、第 20回久留
米大学病院指導医養
成講習会 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

小児科 横地 賢興 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 14年 ○ 小児科専門医、指導医
養成講習会受講済（第
16回VHJ機構臨床研修
指導医養成講座）2013
年 6月 11日 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

小児科 松下 美由紀 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 11年 ○ 日本小児科学会小児
科専門医、医師の臨床
研修に係る指導医講
習会、日本子ども虐待
医学会『BEAMS』研修
修了証、第 30回久留
米大学病院指導医講
習会(令和元年 6月 28
日) 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

小児科 河野 剛 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

小児科小児集中治
療部診療部長 

22年 ○ 日本小児科学会専門
医、第 3回聖マリア病
院群臨床研修医のた
めの講習会 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

小児科 家村 素史 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

小児循環器内科 
診療部長 

26年 ○ 日本小児科学会専門
医、平成 21年度久留
米大学病院指導医講
習会 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

小児科 鍵山 慶之 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 11年 ○ 第 28回久留米大学病
院指導医講習会
（20180127） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

別紙４ 



別紙４ 

 

（No.11） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                 

 

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 前野 泰樹 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

新生児科 
診療部長 

33年 ○ 日本胎児心臓病学会
胎児心エコー認証医、
日本小児科学会小児
科専門医、日本小児循
環器学会小児循環器
専門医、指導医講習会
受講済（平成 21年度
久留米大学病院指導
医講習会（ワークショ
ップ）） 平成 22年 2
月 5日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

小児科 海野 光昭 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 16年 ○ 日本小児科学会専門
医、第 17回久留米大
学病院指導医講習会 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

小児科 原田 英明 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 25年 ◯ 日本周産期・新生児医
学会周産期（新生児）
医指導医、日本周産
期・新生児医学会周産
期（新生児）専門医、
日本小児科学会小児
科専門医、指導医講習
会受講済（第 1回 聖
マリア病院群臨床研
修指導医のための講
習会 平成 16年 5月 2
日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

小児科 今城 透 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 15年 ○ 日本小児科学会専門
医、VHJ機構第 16回指
導医養成講座(2013年
6月 11日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 



（No.12） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 

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 緒方 俊郎 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

外科診療部長 29年 ○ 外科専門医、指導医講
習会受講済（第 7回久
留米大学病院臨床研
修指導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 谷口 雅彦 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

外科統括部長 29年 ○ 日本外科学会専門医、
指導医、日本移植学会
移植認定医、北海道大
学病院指導医のため
の教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（平成
18年 2月） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 金城 和寿 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

乳腺外科 
診療部長 

15年 ○ 全日本病院協会臨床
研修指導医講習会
（2017.11.12） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

外科 青柳 武史 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

移植外科医長 21年 ○ 日本外科学会専門医、
日本移植学会移植認
定医、平成 26年度九
州大学病院指導医講
習会受講予定
（2014.11月受講予
定） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 岩永 彩子 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

内視鏡外科医長 17年 ○ 日本外科学会専門医、
指導医養成講習会受
講済（第 14回久留米
大学病院指導医講習
会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

別紙４ 



（No.13） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 

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 貞苅 良彦 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 19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、日本消化器外科学
会消化器がん外科治
療認定医、日本がん治
療認定医機構がん治
療認定医、日本胆道学
会指導医 
日本旅行医学会認定
医、日本膵臓学会認定
指導医、第 30回久留
米大学病院指導医講
習会(令和元年 6月 28
日) 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

外科 廣方 玄太郎 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 18年 ○ 日本外科学会専門医、
日本消化器外科学会
消化器外科専門医、第
19回VHJ機構指導医養
成講習会（平成 28年 9
月） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 猿渡 彰洋 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 16年 ○ 日本外科学会専門医、
第 21回久留米大学病
院指導医講習会 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

外科 吉田 直裕 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 12年 ○ 日本外科学会外科専
門医、日本乳がん検診
精度管理中央機構検
診マンモグラフィ読
影認定医師 B評価、指
導医講習会受講済（第
29回 久留米大学病院
指導医講習会  平成
30年 6月 29日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

別紙４ 



（No.14） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 

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 浅桐 公男 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

小児外科 
診療部長 

26年 ○ 平成 15年度久留米大
学病院臨床研修指導
者養成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
2004.3.24 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 吉田 索 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

小児外科医長 12年 ○ 日本外科学会専門医、
第 22回久留米大学病
院指導医講習会
（20150124） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 小松崎 尚子 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 11年 ○ 日本外科学会外科専
門医、日本小児外科学
会小児外科専門医、日
本医師会、日本医師会
「指導医のための教
育ワークショップ」
(福岡県医師会主
催)(令和 2年 2月 15
日) 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

形成外科 上薗 健一 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 15年 ○ 日本耳鼻咽喉科学会
耳鼻咽喉科専門医、日
本形成外科学会形成
外科専門医、指導医講
習会受講済（第 29回 
久留米大学病院指導
医講習会  平成30年6
月 29日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

形成外科 林 稔 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

形成外科 
診療部長 

15年 ○ 指導医講習会受講済
（群馬県臨床研修指
導医養成講習会   平
成 24年 3月 4日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

整形外科 神保 幸太郎 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

整形外科 
診療部長 

21年 ○ 整形外科学会専門医、
指導医養成講習会受
講済（福岡県医師会第
8回卒後臨床研修指導
医ワークショップ） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

別紙４ 



（No.15） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 

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） 

整形外科 川﨑 優二 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

整形外科医長 15年 ○ 日本整形外科学会専
門医、第 26回久留米
大学病院指導医講習
会（平成 29年 1月） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

整形外科 井手 洋平 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

整形外科医長 14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
定スポーツ医、 
緩和ケア研修会修了
証、日本医師会｢指導
医のための教育ワー
クショップ｣(福岡県
医師会主催)(令和 2年
2月 15日) 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

外科 大渕 俊朗 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

呼吸器外科 
診療部長 

32年 ○ 呼吸器外科専門医、指
導医養成講習会受講
済（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） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

外科 蒔本 好史 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

呼吸器外科主幹 24年 ○ 日本外科学会外科専
門医、呼吸器外科専門
医合同委員会呼吸器
外科専門医、日本ロボ
ット外科学会
Certificate of da 
Vinci system 
Training、指導医講習
会受講済（平成 23年
度 福岡大学病院指導
医講習会  平成 23年
11月 26日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 



（No.16） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 

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 髙橋 研二 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

脳神経外科 
診療部長 

20年 ○ 脳神経外科専門医、指
導医養成講習会受講
済（第 3回聖マリア病
院群臨床研修指導医
講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

外科 中川 摂子 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

脳神経外科医長 32年 ○ 脳神経外科指導医、指
導医養成講習会受講
済（第 2回聖マリア病
院群臨床研修指導医
講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 松本 佳久 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 17年 ○ 日本脳神経血管内治
療学会脳血管内治療
専門医、日本神経内視
鏡学会技術認定医、日
本脳卒中学会脳卒中
専門医、日本脳神経外
科学会脳神経外科専
門医、指導医講習会受
講済（平成 22年度 福
岡大学病院指導医講
習会  平成 22年 11月
20日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 

外科 

 

坂井 英生 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 12年 ○ 脳神経外科専門医、
VHJ機構指導医養成講
座（平成 27年 10月 11
日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 橋川 拓郎 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 10年 ○ 日本脳神経外科学会
脳神経外科専門医、指
導医講習会受講済
（VHJ機構 指導医養
成講座 平成 30年 10
月 21日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

別紙４ 



 

（No.17） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院         

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 長田 優衣 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 10年 ○ 第 26回久留米大学病
院指導医養成講習会
(平成 29年 1月開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 安永 弘 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

副院長 35年 ○ 心臓血管外科学会専
門医、指導医養成講習
会受講済（第 3回聖マ
リア病院群臨床研修
指導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 奈田 慎一 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

心臓血管外科 
医長 

17年 ○ 日本外科学会専門医、 030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 和田 久美子 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 12年 ○ 第 27回久留米大学病
院指導医講習会
（2017.7.1） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 飛永 覚 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

心臓血管外科 
診療部長 

24年 ◯ 日本外科学会外科専
門医、三学会構成心臓
血管外科修練指導者、
日本外科学会指導医、
三学会構成心臓血管
外科専門医、日本外科
学会認定医、指導医講
習会受講済（平成 21
年度 久留米大学病院
指導医講習会（ワーク
ショップ） 平成 22年
2月 5日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

外科 内野 良彦 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 46年 ○ 救急医学会救急科専
門医、臨床研修指導医
講習会受講済み(第 2
回久留米大学病院指
導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

 
別紙４ 



 

（No.18） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 

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 朝川 貴博 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

栄養支援管理部長 21年 ○ 日本外科学会専門医、
日本小児外科学会専
門医、平成 19年度久
留米大学病院指導医
講習会（2007年 6月
29日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

精神科 塚本 竜生 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

精神科診療部長 21年 ○ 精神神経学会指導医、
指導医講習会受講済
（平成 20年度西日本
地区精神科七者懇「臨
床研修指導医講習
会」） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

産婦人科 下村 卓也 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

産科診療部長 20年 ○ 産婦人科学会専門医、
指導医講習会受講済
（第 9回久留米大学病
院臨床研修指導医講
習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

婦人科 村上 文洋 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

婦人科診療部長 29年 ○ 産婦人科学会専門医、
指導医養成講習会受
講済（第 7回久留米大
学病院指導医講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

産婦人科 黒田 亜紀 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 17年 ○ 第 96回全国自治体病
院協議会・全国国民健
康保険診療施設協議
会主催指導医講習会 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

産婦人科 松隈 健 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 12年 ○ 日本産科婦人科学会
産婦人科専門医、緩和
ケア研修会修了証、第
23回久留米大学病院
指導医講習会(平成 27
年 6月 19日) 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

別紙４ 



（No.19） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 

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） 

産婦人科 吉滿 輝行 
 

社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 9年 ○ 日本産科婦人科学会
産婦人科専門医、日本
がん治療認定医機構
がん治療認定医、日本
内視鏡外科学会技術
認定医、日本産科婦人
科内視鏡学会腹腔鏡
の技術認定医、緩和ケ
ア研修会修了証、第 26
回久留米大学病院指
導医講習会(平成 29年
1月 21日) 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

眼科 指原 裕之 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

眼科診療部長 24年 ○ 眼科学会専門医、指導
医養成講習会受講済
（第 3回聖マリア病院
群臨床研修指導医講
習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

耳鼻いんこ
う科 

永田  圭 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

耳鼻いんこう科 
臨床部長 

14年 ○ 耳鼻咽喉科専門研修
暫定指導医、指導医講
習会受講済（第 103回 
臨床研修指導医養成
講習会  平成 24年 12
月 9日 開催） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

皮膚科 阿部 俊文 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

皮膚科診療部長 28年 ○ 皮膚科学会専門医、指
導医養成講習会受講
済（全国自治体病院協
議会第 47回新臨床研
修指導医養成講習会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

別紙４ 



 
 
 

（No.20） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 
 

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） 

泌尿器科 江口 善朗 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

泌尿器科 
診療部長 

27年 ○ 日本泌尿器学会専門
医、指導医平成 20年
度久留米大学病院指
導医講習会 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

リハビリテ
ーション科 

渡邉 哲郎 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

リハビリテーショ
ン科診療部長 

26年 ○ 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学
会専門医、平成 18年
度久留米大学病院指
導医講習会
（2007.1.26） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 

麻酔科 吉野 淳 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

麻酔科診療部長 22年 ○ 麻酔学会指導医、指導
医講習会受講済（第 18
回久留米大学病院臨
床研修指導医講習会）
2013.1.16 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

麻酔科 藤村 直幸 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

中央手術センター
長 

30年 ○ 麻酔科専門医、臨床研
修医講習会受講済（平
成 21年度九州大学病
院臨床研修指導医講
習会）2010.2.27 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

麻酔科 

 

漢那 朝雄 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

麻酔科集中治療部
診療部長 

28年 ○ 平成 29年度九州大学
病院医師臨床研修指
導医講習会
（201712.9） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

救急部門 爲廣 一仁 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

集中治療科 
診療部長 

29年 ○ 外科専門医、救急医学
会専門医、指導医養成
講習会受講済（第 2回
聖マリア病院群臨床
研修指導医講習会）
2004.12.12 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

別紙４ 



 

（No.21） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

 

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 財津 昭憲 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 52年 ○ 集中治療学会指導医、
日本麻酔科学会麻酔
科専門医、日本救急医
学会指導医、平成 20
年度久留米大学病院
指導医講習会
（20090130） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

救急部門 山下 寿 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

救命救急センター
長 

35年 ○ 整形外科学会専門医、
救急医学会専門医、指
導医養成講習会受講
済（第 1回聖マリア病
院群臨床研修指導医
講習会）2004.502 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 

 

救急部門 相良 秀一郎 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 17年 ○ 第 20回ＶＨＪ機構指
導医養成講習会  
（2017.9.24） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

救急部門 矢野 和美 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 24年 ○ 日本内科学会総合内
科専門医、日本救急学
会専門医、日本呼吸器
学会専門医、久留米大
学指導医講習会（平成
22年 2月 5日） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

病理 檜垣 浩一 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

病理診断科 
診療部長 

27年 ○ 病理学会専門医、臨床
細胞学会指導医、指導
医養成講習会受講済
（第 2回聖マリア病院
群指導医講習会）
2004.12.12 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

病理 木村 芳三 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

病理診断科主幹 20年 ○ 日本病理学会専門医、
第 3回聖マリア病院群
臨床研修指導医のた
めの講習会 2005.5.8 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207) 
4（030697208)  
 

別紙４ 



（No.22） 

３１．臨床研修指導医（指導医）等の氏名等    病院施設番号：   030697      臨床研修病院の名称：聖マリア病院                

※ 「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） 

病理 塩賀 太郎 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

 13年 ○ 日本消化器病学会消
化器病専門医、日本肝
臓学会肝臓専門医、日
本消化器内視鏡学会
消化器内視鏡専門医 
、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、日本膵臓学会認
定指導医、緩和ケア研
修会修了証、第 21回
東京女子医科大学病
院指導医講習会(平成
26年 7月 20日) 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
 

輸血 鷹野 壽代 社会医療法人雪
の聖母会聖マリ
ア病院 

中央臨床検査セン
ター長 

40年 ○ 麻酔学会指導医,臨床
研修指導医養成講習
会受講済（平成 16年
第 1回佐賀県臨床研修
運営協議会指導医養
成ワークショップ）、
平成 17年度プログラ
ム責任者養成講習会
修了（臨床研修協議
会） 

030697206 
030697207 
030697208 

4（030697206） 
4（030697207)  
4（030697208) 
  

別紙４ 


