
（No.1） 

６．研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数（令和 3年度開催回数 3回） 

 病院施設番号：030711 大学病院の名称： 産業医科大学病院        

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ ヒラタ ケイジ 
産業医科大学病院 

副院長 

消化器・内分泌外科診療科長 
臨床研修管理委員長 

姓 平田 名 敬治 

フリガナ タナカ フミヒロ 
産業医科大学病院 

病院長  

呼吸器・胸部外科診療科長 
臨床研修指導医（指導医） 

姓 田中 名 文啓 

フリガナ オオマツ マユミ 
産業医科大学病院 

副院長  

看護部長 
 

姓 大松 名 真弓 

フリガナ サエキ サトル 
産業医科大学病院 

リハビリテーション科診療科長 

進路指導部長  
臨床研修指導医（指導医） 

姓 佐伯 名 覚 

フリガナ カモチ マサユキ 
産業医科大学病院 集中治療部長  臨床研修指導医（指導医） 

姓 蒲地 名 正幸 

フリガナ クスハラ コウイチ 
産業医科大学病院 

副院長 

小児科診療科長  
臨床研修指導医（指導医） 

姓 楠原 名 浩一 

フリガナ ヨシノ キヨシ 
産業医科大学病院 産婦人科診療科長  臨床研修指導医（指導医） 

姓 吉野 名 潔 

フリガナ ヨシムラ レイジ 
産業医科大学病院 神経・精神科診療科長  臨床研修指導医（指導医） 

姓 吉村 名 玲児 

フリガナ マユミ トシヒコ 
産業医科大学病院 救急科診療科長  臨床研修指導医（指導医） 

姓 真弓 名 俊彦 

フリガナ アベ シンタロウ 

産業医科大学病院 
産業医臨床研修等指導教員 

診療教授 
プログラム責任者 姓 阿部 名 慎太郎 

※ 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（令和 3年度開催回数 3 回） 

 病院施設番号：030711 大学病院の名称： 産業医科大学病院        

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ シバタ ミノリ 
産業医科大学病院 産業医臨床研修等指導教員（准教授） 臨床研修指導医（指導医） 

姓 柴田 名 美雅 

フリガナ ウエキ テツヤ 
産業医科大学病院 薬剤部長  

姓 植木 名 哲也 

フリガナ タナカ カズヒサ 
産業医科大学病院 病院事務部長  

姓 田中 名 和寿 

フリガナ タナカ セイイチ 
九州労災病院 副院長 研修実施責任者 

姓 田中 名 誠一 

フリガナ オカモト コウジ 
北九州市立八幡病院 副院長 研修実施責任者 

姓 岡本 名 好司 

フリガナ ニシハラ カズヨシ 
北九州市立医療センター 副院長 研修実施責任者 

姓 西原 名 一善 

フリガナ サカイ ケンイチロウ 
JCHO九州病院 総合診療部長 研修実施責任者 

姓 酒井 名 賢一郎 

フリガナ コガ  トクシ 
製鉄記念八幡病院 病院長 研修実施責任者 

姓 古賀 名 徳之 

フリガナ ミヤケ タスク 
健和会大手町病院 副院長 研修実施責任者 

姓 三宅  名 亮 

フリガナ コウズマ リョウジ 

北九州総合病院 副院長 研修実施責任者 
姓 高水間 名 亮治 

※ 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（令和 3年度開催回数 3回） 

 病院施設番号：030711 大学病院の名称： 産業医科大学病院        

氏名 所属 役職 備考 

フリガナ アラオ タダシ 
九州労災病院門司メディカルセンター 副院長 研修実施責任者 

姓 新生 名 忠司 

フリガナ アカシ カズヨシ 
済生会八幡総合病院 

医療技術部部長 

放射線科主任部長 
研修実施責任者 

姓 赤司 名 一義 

フリガナ サイトウ カズヨシ 

戸畑総合病院 病院長 

研修実施責任者 以下の臨床施設実習に対し

て、担当する 

介護老人保健施設 牧山いわき苑、牧山療養

苑、金刀比毘羅診療所 
姓 齋藤 名 和義 

フリガナ ヨシミズ イチロウ 

吉水内科 院長 

研修実施責任者 以下の臨床施設実習に対し
て、担当する 
昭和病院、茜会勝山クリニック、茜会在宅総
合ケアセンターしものせき、暁会障害者支援
施設フェニックス 

姓 吉水 名 一郎 

フリガナ ツツイ ヤスヒロ 
福岡産業保健総合支援センター 所長 研修実施責任者 

姓 筒井 名 保博 

フリガナ ワタナベ セイジ 西日本産業衛生会北九州産業衛生診

療所 
部長 研修実施責任者 

姓 渡邉 名 聖二 

フリガナ モリモト ヤスオ 産業医科大学 産業医科大学産業生

態科学研究所  

所長 

呼吸病態学教授 
研修実施責任者 

姓 森本 名 泰夫 

フリガナ カワナミ ショウコ 産業医科大学 産業医実務研修セン

ター  
センター長 研修実施責任者 

姓 川波 名 祥子 

フリガナ  
   

姓  名  

※ 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 


