
別紙1
（No.1）

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（　2020年度開催回数　1回）

                 病院施設番号：　030882　　　臨床研修病院の名称：　医療法人社団高邦会　高木病院　

姓 名 フリガナ

藤本 一眞 ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶｽﾞﾏ 高木病院 予防医学センター長
プログラム責任者
臨床研修委員長
臨床研修指導医

小島 加代子 ｺｼﾞﾏ　ｶﾖｺ 高木病院
副院長
ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｾﾝﾀｰ長

臨床研修指導医

外 須美夫 ﾎｶ　ｽﾐｵ 高木病院 病院長 病院の管理者

林 真一郎 ﾊﾔｼ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 高木病院
病院長特別顧問
呼吸器センター長

臨床研修指導医

山内 康平 ﾔﾏﾉｳﾁ　ｺｳﾍｲ 高木病院 消化器内科部長 臨床研修指導医

福島 範子 ﾌｸｼﾏ　ﾉﾘｺ 高木病院 内科副部長 臨床研修指導医

冨吉 義幸 ﾄﾐﾖｼ　ﾖｼﾕｷ 高木病院 腎透析センター長 臨床研修指導医

小野 恭裕 ｵﾉ　ﾔｽﾋﾛ 高木病院 糖尿病・代謝内分泌内科部長 臨床研修指導医

和泉 賢一 ｲｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 高木病院 糖尿病内科医長 臨床研修指導医

川浦 太 ｶﾜｳﾗ　ﾌﾄｼ 高木病院 呼吸器内科部長 臨床研修指導医

桑原 元尚 ｸﾜﾊﾗ　ﾓﾄﾋｻ 高木病院 呼吸器内科副部長 臨床研修指導医

稲毛 智仁 ｲﾅｹﾞ　ﾄﾓﾋﾄ 高木病院 循環器内科部長 臨床研修指導医

山本 唯史 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾀﾞｼ 高木病院 循環器内科副部長 臨床研修指導医

廣岡 良隆 ﾋﾛｵｶ　ﾖｼﾀｶ 高木病院 高血圧・心不全センター長 上級医

氏名
所  属 役  職 備考



別紙1
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６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（　2020年度開催回数　1回）

                 病院施設番号：　030882　　　臨床研修病院の名称：　医療法人社団高邦会　高木病院　

姓 名 フリガナ

氏名
所  属 役  職 備考

雪竹 基弘 ﾕｷﾀｹ　ﾓﾄﾋﾛ 高木病院 脳神経内科部長 臨床研修指導医

久富 祟 ﾋｻﾄﾐ ﾀｶｼ 高木病院 血液内科部長 臨床研修指導医

小荒田 秀一 ｺｱﾗﾀﾞ　ｼｭｳｲﾁ 高木病院 リウマチ・膠原病内科部長 臨床研修指導医

中山 紫季 ﾅｶﾔﾏ　ｼｷ 高木病院 救急医療副部長 上級医

下西 智徳 ｼﾓﾆｼ　ﾄﾓﾉﾘ 高木病院 副院長 外科部長 臨床研修指導医

廣橋 喜美 ﾋﾛﾊｼ　ﾖｼﾐ 高木病院 化学療法センター長 臨床研修指導医

高瀬 幸徳 ﾀｶｾ　ﾕｷﾉﾘ 高木病院 脳神経外科部長 上級医

山内 豊明 ﾔﾏﾉｳﾁ　ﾄﾖｱｷ 高木病院
副院長
整形外科部長

臨床研修指導医

吉川 和彦 ﾖｼｶﾜ　ｶｽﾞﾋｺ 高木病院 整形外科副部長 臨床研修指導医

江島 和久 ｴｼﾞﾏ　ｶｽﾞﾋｻ 高木病院 泌尿器科部長 上級医

鶴澤 礼実 ﾂﾙｻﾜ　ﾚｲﾐ 高木病院 小児科部長 臨床研修指導医

野見山 真理 ﾉﾐﾔﾏ　ﾏﾘ 高木病院 産婦人科部長 臨床研修指導医

有馬 薫 ｱﾘﾏ　ｶｵﾙ 高木病院 産婦人科副部長 臨床研修指導医

大淵 紫 ｵｵﾌﾞﾁ　ﾕｶﾘ 高木病院 産婦人科医員 臨床研修指導医
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氏名
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髙松 千洋 ﾀｶﾏﾂ ﾁﾋﾛ 高木病院 麻酔科部長・手術部長 臨床研修指導医

宗田 信也 ｿｳﾀ　ﾉﾌﾞﾔ 高木病院 麻酔科医員 臨床研修指導医

山本 聡 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 高木病院 呼吸器外科部長 臨床研修指導医

山本 耕三 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ 高木病院 呼吸器外科医員 臨床研修指導医

中林 奈美子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ﾅﾐｺ 高木病院 眼科副部長 上級医

岩永 康成 ｲﾜﾅｶﾞ　ﾔｽﾅﾘ 高木病院 耳鼻咽喉科部長 上級医

富永 由紀子 ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾕｷｺ 高木病院 放射線科部長 臨床研修指導医

大塚 貴輝 ｵｵﾂｶ　ﾀｶﾃﾙ 高木病院 放射線科副部長 臨床研修指導医

野尻 淳一 ﾉｼﾞﾘ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 高木病院 画像診断部長 臨床研修指導医

菊野 基幸 ｷｸﾉ　ﾓﾄﾕｷ 高木病院 画像治療部部長 臨床研修指導医

江藤 英博 ｴﾄｳ　ﾋﾃﾞﾋﾛ 高木病院 放射線治療センター長 臨床研修指導医

高瀬 ゆかり ﾀｶｾ　ﾕｶﾘ 高木病院 病理臨床検査部長 臨床研修指導医

原賀 寛治 ﾊﾗｶﾞ　ｶﾝｼﾞ 高木病院 産業健診センター副センター長 臨床研修指導医

大山 隆 ｵｵﾔﾏ　ﾀｶｼ 高木病院 予防医学センター副センター長 臨床研修指導医
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姓 名 フリガナ

氏名
所  属 役  職 備考

松尾 憲人 ﾏﾂｵ　ﾉﾘﾄ
医療法人社団 高邦会
高木病院

予防医学ｾﾝﾀｰ産婦人科部長 臨床研修指導医

佐藤 真央 ｻﾄｳ　ﾏｵ
医療法人社団 高邦会
高木病院

形成外科 上級医

赤木 由人 ｱｶｷﾞ ﾖｼﾄ
医療法人社団 高邦会
高木病院

久留米大学外科学講座教授 外部委員

安達 康子 ｱﾀﾞﾁ　ﾔｽｺ
医療法人社団 高邦会
高木病院

副院長
総看護部長

指導者

徳竹 公司郎 ﾄｸﾀｹ　ｺｳｼﾛｳ
医療法人社団 高邦会
高木病院

人事局長 事務部門の責任者

小池 文彦 ｺｲｹ　ﾌﾐﾋｺ 柳川リハビリテーション病院
上席副院長
認知症センターセンター長

研修実施責任者
臨床研修指導医

石橋 大海 ｲｼﾊﾞｼ　ﾋﾛﾐ 柳川療育センター 施設長
研修実施責任者
臨床研修指導医

副島 修 ｿｴｼﾞﾏ　ｵｻﾑ 福岡山王病院 整形外科部長
研修実施責任者
臨床研修指導医

國芳 浩平 ｸﾆﾖｼ　ｺｳﾍｲ 筑水会病院 副院長
研修実施責任者
臨床研修指導医

甲斐 保 ｶｲ　ﾀﾓﾂ 甲斐病院 病院長
研修実施責任者
臨床研修指導医

武田 守彦 ﾀｹﾀﾞ　ﾓﾘﾋｺ 国際医療福祉大学病院
冠疾患部長
救急医療部長

研修実施責任者
臨床研修指導医

佐藤 敦久 ｻﾄｳ　ｱﾂﾋｻ 国際医療福祉大学三田病院 副院長 内科部長
研修実施責任者
臨床研修指導医

山田 佳彦 ﾔﾏﾀﾞ　ﾖｼﾋｺ 国際医療福祉大学熱海病院 副院長 医学部教授
研修実施責任者
臨床研修指導医

倉橋 清泰 ｸﾗﾊｼ　ｷﾖﾔｽ 国際医療福祉大学成田病院 医学部主任教授
研修実施責任者
臨床研修指導医
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大柴 葉子 ｵｵｼﾊﾞ　ﾖｳｺ 山王病院 副院長
研修実施責任者
臨床研修指導医

阪本 雄一郎 ｻｶﾓﾄ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 佐賀大学医学部附属病院 医学部教授
研修実施責任者
臨床研修指導医

藤田 尚宏 ﾌｼﾞﾀ　ﾅｵﾋﾛ 佐賀県医療センター好生館 館長
臨床実施責任者
臨床研修指導医

後藤 祐大 ｺﾞﾄｳ　ﾕｳﾀﾞｲ 多久市立病院 病院長
臨床実施責任者
臨床研修指導医

園田 孝志 ｿﾉﾀﾞ　ﾀｶｼ 済生会唐津病院 病院長
研修実施責任者
臨床研修指導医

宮原 正晴 ﾐﾔﾊﾗ　ﾏｻﾊﾙ 唐津赤十字病院 病院長
研修実施責任者
臨床研修指導医

桃﨑　 宣明 ﾓﾓｻｷ　ﾉﾌﾞｱｷ 伊万里有田共立病院 病院長
研修実施責任者
臨床研修指導医

松園 幸雅 ﾏﾂｿﾞﾉ　ﾕｷﾏｻ 荒尾市民病院 統括診療部長
研修実施責任者
臨床研修指導医

東島　 正泰 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ　ﾏｻﾖｼ みずま高邦会病院 病院長 研修実施責任者

山内　 祐哉 ﾔﾏｳﾁ　ﾕｳﾔ
在宅療養支援診療所
有明クリニック

院長
研修実施責任者
臨床研修指導医

大田 明英 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾃﾞ 介護老人保健施設　水郷苑 施設長  研修実施責任者

田中 嘉親 ﾀﾅｶ　ﾖｼﾁｶ
久留米広域消防本部
大川消防署

消防署長 研修実施責任者

※　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。


