
（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 3 回） 

  病院施設番号： 032204     臨床研修病院の名称：  宮崎生協病院    

氏名 所属 役職 備考 

エンドウ ユタカ 宮崎生協病院 院長 研修管理委員長、研修実施責任者、 

臨床研修指導医（指導医） 遠藤 豊 

ミヤケ チサト 宮崎生協病院 副院長 臨床研修指導医（指導医） 

プログラム責任者・研修委員長 三宅 知里 

アイコウ ヒロシ 宮崎生協病院  臨床研修指導医（指導医） 

愛甲 浩志 

ヤマオカ イチコ 宮崎生協病院  臨床研修指導医（指導医） 

山岡 伊智子 

コマツ ヒロユキ 宮崎大学医学部付属病院 卒後臨床研修センター長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 小松 弘幸 

イワキリ ヒロナオ 都城市郡医師会病院 医長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 岩切 弘直 

イマムラ タクロウ 古賀総合病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 今村 卓郎 

ミズノ ケンタロウ 若草病院 理事長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 水野 謙太郎 

テノクチ ヨウイチ 総合病院鹿児島生協病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 樋之口 洋一 

※ 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。 
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（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 3回） 

  病院施設番号： 032204      臨床研修病院の名称： 宮崎生協病院       

氏名 所属 役職 備考 

オオタニ ヒロシ くわみず病院 内科診療部長 臨床研修指導医（指導医）、 

研修実施責任者 大谷 寛 

ヒノクチ エミ 菊陽病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 樋之口 恵美 

ヨシノ コウイチロウ 健和会大手町病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 吉野 興一郎 

カクドウ シオリ 千鳥橋病院 内科部長 

呼吸器科科長 

臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 角銅 しおり 

サキヤマ ヒロシ 米の山病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 崎山 博司 

ミヤケ ユウコ 上戸町病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 三宅 裕子 

サカイ マコト 大分健生病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 酒井 誠 

ヤマシタ ヨシヒト 国分生協病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 山下 義仁 

タカハラ ヤスヒコ 沖縄協同病院 副院長 

総合診療部部長 

臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 嵩原 安彦 

タキグチ シュンイチ 宮崎県中央保健所 所長 研修実施責任者 

瀧口 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。 
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（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 3回） 

  病院施設番号： 032204   臨床研修病院の名称： 宮崎生協病院           

氏名 所属 役職 備考 

ソエジマ キョウコ 宮崎市保健所 宮崎市健康管理部次長 

兼宮崎市保健所所長 

臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 副島 京子 

イシカワ トモノブ いしかわ内科 院長 研修実施責任者 

石川 智信 

トヤマ ヒロカズ 外山内科神経内科 院長 研修実施責任者 

外山 博一 

ウシタニ ヨシヒデ クリニックうしたに 院長 臨床研指導医（指導医） 

研修実施責任者 牛谷 義秀 

ヒラモト ヨシヒデ 奄美中央病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 平元 良英 

トクダ キヨシ 徳之島診療所 所長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 徳田 潔 

フクザキ マサヒコ 老健施設せとうち 施設長 臨床研修上級医 

研修実施責任者 福﨑 雅彦 

タナカ キヨタカ みさき病院 院長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 田中 清貴 

ハシグチ トシノリ 中友診療所 所長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 橋口 俊則 

ミヤザキ ユキヤ 五島ふれあい診療所 所長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 宮崎 幸哉 

※ 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。 
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（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 3回 ） 

  病院施設番号： 032204     臨床研修病院の名称： 宮崎生協病院          

氏名 所属 役職 備考 

ナカ ライタ 竹田診療所 所長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 仲 雷太 

カメイ タケシ けんせいホームケアクリニック 所長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 亀井 たけし 

ヨギ ヒロカズ 中部協同病院 院長 臨床研修上級医 

研修実施責任者 與儀 洋和 

カヨウ ノブコ 那覇民主診療所 所長 臨床研修上級医 

研修実施責任者 嘉陽 信子 

ウエハラ コウセイ 糸満協同診療所 所長 

 

臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 上原 幸盛 

ヨシカズ ケンジ 浦添協同クリニック 所長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 嘉数 健二 

ウエノ シゲミ 和知川原生協クリニック 所長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 植野 茂美 

ハマダ アキコ おおつか生協クリニック 所長 臨床研修指導医（指導医） 

研修実施責任者 浜田 暁子 

トシモリ トシヒロ 年森法律事務所 弁護士（外部委員）  

年森 俊宏 

クマモト ヨウヘイ 宮崎生協病院 事務長  

隈本 洋平 

※ 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。 
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（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 3回） 

  病院施設番号：032204     臨床研修病院の名称：  宮崎生協病院     

氏名 所属 役職 備考 

フクナガ ヒサコ 宮崎生協病院 総看護師長  

福永 尚子 

ノダ アイ 宮崎生協病院 コメディカル責任者  

野田 藍 

イシカワ チエミ 宮崎生協病院 コメディカル代表（ＭＳＷ）  

石川 知恵美 

ヨシダ ヒロアキ 宮崎生協病院 医師部事務責任者  

吉田 博明 

ミヤタ ムネゾウ 宮崎生協病院 臨床研修担当事務  

宮田 宗三 

フリガナ    

姓 名 

フリガナ    

姓 名 

フリガナ    

姓 名 

フリガナ    

姓 名 

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。 
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