
■指導医等名簿

受講経験の有無 講習会名

内　科 池田　賢一 鹿児島市立病院 内科部長 29 ◯
第3回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

内　科 堀之内　秀治 鹿児島市立病院 糖尿病・内分泌内科部長 28 ◯ 第79回臨床研修指導医養成講習会 指導医

内　科 伊集院　綾子 鹿児島市立病院 糖尿病・内分泌内科医長 13 ◯ 第8回臨床研修指導医養成講習会 指導医

内　科 川田　英明 鹿児島市立病院 血液・膠原病内科部長 24 ◯
第6回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

内　科 新居　亮彦 鹿児島市立病院 血液・膠原病内科科長 20 ◯ 第12回臨床研修指導医養成講習会 指導医

内　科 野﨑　剛 鹿児島市立病院 腎臓内科部長 25 ◯
第1回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

内　科 渡邊　修 鹿児島市立病院 脳神経内科部長 31 ◯
第8回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

内　科 宮下　史生 鹿児島市立病院 脳神経内科科長 26 ◯ 第12回臨床研修指導医養成講習会 指導医

内　科 堀　剛 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 36 ◯ 第69回新臨床研修指導医養成講習会 指導医

内　科 玉井　努 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 26 ◯
第10回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成
講習会

指導医

内　科 那須　雄一郎 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 20 ◯ 第157回臨床研修指導医養成講習会 指導医

内　科 岩下　祐司 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 19 ◯
第4回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

内　科 桶谷　直也 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 26 ◯
第8回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

内　科 奥井　英樹 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 24 ◯ 第10回臨床研修指導医養成講習会 指導医

内　科 有川　亮 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 18 ◯ 第12回臨床研修指導医養成講習会 指導医

内　科 籾　博晃 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 25 ◯ 第114回臨床研修指導医養成講習会 指導医

小児科 徳久　琢也 鹿児島市立病院 新生児内科部長 25 ◯ 第77回臨床研修指導医養成講習会 指導医

小児科 鳥飼　源史 鹿児島市立病院 新生児内科科長 28 ◯ 第4回臨床研修指導医養成講習会 指導医

小児科 石原　千詠 鹿児島市立病院 新生児内科科長 27 ◯ 臨床研修指導医養成講習会 指導医

小児科 内藤　喜樹 鹿児島市立病院 新生児内科医長 17 ◯ 第11回臨床研修指導医養成講習会 指導医

令和４年４月１日現在

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状況

備考



小児科 野村　裕一 鹿児島市立病院 小児科部長 38 ◯ 第２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 指導医

小児科 楠生　亮 鹿児島市立病院 小児科科長 29 ◯
第1回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

内科 中山　博史 鹿児島市立病院 放射線科部長 27 ◯
第5回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

外科 前村　公成 鹿児島市立病院 消化器外科部長 30 ◯ 指導医のための教育ワークショップ 指導医

外科 柳　政行 鹿児島市立病院 消化器外科科長 30 ◯
第9回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

外科 基　俊介 鹿児島市立病院 消化器外科医長 18 ◯ 第11回臨床研修指導医養成講習会 指導医

外科 福元　祥浩 鹿児島市立病院 心臓血管外科科長 30 ◯
第4回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

外科 林　直樹 鹿児島市立病院 乳腺外科医師 13 ◯
第8回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

外科 町頭　成郎 鹿児島市立病院 小児外科科長 21 ◯
第7回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

外科 森岡　康祐 鹿児島市立病院 形成外科部長 34 ◯ 第39回新臨床研修指導医養成講習会 指導医

外科 猪原　康司 鹿児島市立病院 形成外科科長 18 ◯ 第12回臨床研修指導医養成講習会 指導医

外科 時村　洋 鹿児島市立病院 副院長（脳神経外科部長） 37 ◯ 第4回指導医のための教育ワークショップ 指導医

外科 山田　正彦 鹿児島市立病院 脳神経外科科長 38 ◯ 第72回新臨床研修指導医養成講習会 指導医

外科 西牟田　洋介 鹿児島市立病院 脳神経外科科長 22 ◯ 第79回臨床研修指導医養成講習会 指導医

外科 馬場　淳徳 鹿児島市立病院 皮膚科医長 16 ◯ 第11回臨床研修指導医養成講習会 指導医

外科 五反田　丈徳 鹿児島市立病院 泌尿器科部長 24 ◯ 第10回東海大学医学部付属病院臨床研修指導医養成講習会 指導医

産婦人科 上塘　正人 鹿児島市立病院 産婦人科部長 35 ◯
第3回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

産婦人科 中村　俊昭 鹿児島市立病院 産婦人科科長 29 ◯ 第110回臨床研修指導医養成講習会 指導医

産婦人科 前田　隆嗣 鹿児島市立病院 産婦人科科長 28 ◯
第5回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

産婦人科 松本　純 鹿児島市立病院 産婦人科医師 14 ◯ 第11回臨床研修指導医養成講習会 指導医

外科 上村　昭典 鹿児島市立病院 眼科部長 38 ◯ 第37回新臨床研修指導医養成講習会 指導医

外科 林　多聞 鹿児島市立病院 耳鼻咽喉科科長 25 ◯
第2回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医



救急部門 吉原　秀明 鹿児島市立病院 救急科部長 34 ◯ 第62回新臨床研修指導医養成講習会 指導医

救急部門 鹿野　恒 鹿児島市立病院 救急科科長 28 ◯ 指導医のための教育ワークショップ 指導医

救急部門 大西　広一 鹿児島市立病院 救急科科長 23 ◯ 第10回高知県臨床研修指導医養成ワークショップ 指導医

救急部門 川原　加苗 鹿児島市立病院 救急科科長 17 ○ 第1回福岡赤十字病院臨床研修指導医養成講習会 指導医

救急部門 上村　吉生 鹿児島市立病院 救急科科長 16 〇 臨床研修指導医養成講習会（関東信越ブロック） 指導医

麻酔科 濱﨑　順一郎 鹿児島市立病院 麻酔科部長 30 ○
第7回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講
習会

指導医

麻酔科 大納　哲也 鹿児島市立病院 麻酔科科長 28 ○ 第10回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講習会 指導医

麻酔科 中野　庸一郎 鹿児島市立病院 麻酔科科長 27 〇 第1回鹿児島県初期臨床研修連絡協議会臨床研修指導医養成講習会 指導医

麻酔科 青木　利奈 鹿児島市立病院 麻酔科科長 23 ○ 第12回臨床研修指導医養成講習会 指導医

麻酔科 児玉　健士 鹿児島市立病院 麻酔科医長 13 ○ 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） 指導医

麻酔科 仲村　将高 鹿児島市立病院 集中治療部部長 29 ○ 平成29.年度RyuMIC臨床研修指導医養成セミナー 指導医

病理 末吉　和宣 鹿児島市立病院 病理診断科部長 33 ○ 第59回新臨床研修指導医養成講習会 指導医


