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• 会長挨拶 
• 役員改選 
• 平成28年度事業報告 
• 平成28年度会計報告および監査報告 
• 平成29年度事業計画案 
• 平成29年度予算案 
• 検討事項(特別会員および大学院生の扱い、
会報における卒業年度の記載) 

• 同窓生支援事業 
• その他 



医学部役員（改選案） 
卒　期 所　属

会　長 西村　知久 医9 美川眼科医院

副会長 佐藤　武 医1 佐賀大学保健管理センター

江村　正 医4
佐賀大学医学部
卒後臨床研修センター

吉岡　めぐみ 看4 佐賀大学医学部

会計幹事 野出　孝一 医5
佐賀大学医学部
循環器内科

古島　智恵 看3
佐賀大学医学部
看護学科統合基礎看護学講座

顧　問 市場　正良 医3
佐賀大学医学部
社会医学講座環境医学分野

枝國　源一郎 医8 枝國医院

常任幹事 阪本　雄一郎（庶務） 医10
佐賀大学医学部
救急部

真鍋　靖史（庶務） 医10 まなべ消化器内科クリニック

相島　慎一（庶務・会報） 医13
佐賀大学医学部
病因病態科学診断病理学分野

矢ケ部　伸也（庶務） 医14 矢ケ部医院

松下　英友（庶務） 医19 まつした耳鼻科

役　職・名　前 卒　期 所　属

川久保　愛（庶務） 看11
佐賀大学医学部
看護学科生涯発達看護学講座

加藤　明（情報） 医5 (有)アールアイエス

白壁　歌織（情報） 看9
佐賀大学医学部
慢性疾患看護専門看護師

青木　茂久（情報） 医15
佐賀大学医学部
病因病態科学

江口　有一郎（会報・情報）医11
佐賀大学医学部
肝疾患医療支援学講座肝疾患センター

永瀨　浩太郎（広報） 医19
佐賀大学医学部
皮膚科

伊藤　みか（会報） 看11
佐賀大学大学院
医学系研究科

福岡　麻美（女性医師） 医6 好生館感染制御部

中尾　孝子
（会報・広報・女性医師）

医16 なかおたかこクリニック

松藤　彩（会計） 看8 佐賀大学医学部附属病院

南里　悠介（会計） 医18
佐賀大学医学部
先進総合機能回復センター

力武　修一（会計） 医24 好生館腎臓内科

役　職・名　前


役員名簿

						役　職・名　前 ヤク ショク メイ マエ				卒　期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

						会　長 ミカワ チョウ		西村　知久 ニシムラ トモヒサ		医9 イ		美川眼科医院 ミカワ ガンカ イイン

						副会長 フクカイチョウ		佐藤　武 サトウ タケシ		医1 イ		佐賀大学保健管理センター サガ ダイガク ホケン カンリ

								江村　正 エムラ タダ		医4 イ		佐賀大学医学部
卒後臨床研修センター サガ ダイガク イガク ブ ソツ ゴ リンショウ ケンシュウ

								吉岡　めぐみ ヨシオカ		看4 ミ		佐賀大学医学部 サガ ダイガク イガク ブ

						会計幹事： カイケイ カンジ		野出　孝一 ノ デ コウイチ		医5 イ		佐賀大学医学部
循環器内科 サガ ダイガク イガク ブ ジュンカンキ ナイカ

								古島　智恵 フルシマ チエ		看3 ミ		佐賀大学医学部
看護学科統合基礎看護学講座 サガ ダイガク イガク ブ カンゴ ガッカ トウゴウ キソ カンゴ ガク コウザ

						顧　問 カエリミ トイ		市場　正良 イチバ マサヨシ		医3 イ		佐賀大学医学部
社会医学講座環境医学分野 サガ ダイガク イガク ブ シャカイ イガク コウザ カンキョウ イガク ブンヤ

								枝國　源一郎 エダクニ ゲンイチロウ		医8 イ		枝國医院 エダクニ イイン

						常任幹事 ジョウニン カンジ		阪本　雄一郎（庶務） サカモト ユウイチロウ ショム		医10 イ		佐賀大学医学部
救急部 サガ ダイガク イガク ブ キュウキュウブ

								真鍋　靖史（庶務） マナベ ヤスシ ショム		医10 イ		まなべ消化器内科クリニック ショウカキナイカ

								相島　慎一（庶務・会報） アイシマ シンイチ ショム カイホウ		医13 イ		佐賀大学医学部
病因病態科学診断病理学分野 サガ ダイガク イガク ブ ビョウイン ビョウタイ カガク シンダン ビョウリガク ブンヤ

								矢ケ部　伸也（庶務） ヤ ブ シンヤ ショム		医14 イ		矢ケ部医院 ヤカベ イイン

								松下　英友（庶務） マツシタ ヒデトモ ショム		医19 イ		まつした耳鼻科 ジビカ









医学部看護学科名簿

		医学科 イガクカ																看護学科 カンゴ ガッカ						資料10-2 シリョウ



				氏　名 シメイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				役員 ヤクイン		松下　英友 マツシタ ヒデトモ トモ		19		まつした耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ		氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

		役員 ヤクイン		佐藤　武 サトウタケシ		1		佐賀大学保健管理センター サガダイガクホケンカンリ						山本　徒子 ヤマモト トゼン コ		20		産婦人科 サンフジンカ		土肥　佐和子		1		久留米大学 クルメ ダイガク

				末岡　榮三郎 スエオカ サカエ エイザブロウ				検査部 ケンサブ						米倉　直美 ヨネクラ ナオミ		21		皮膚科 ヒフカ		榊原 愛 サカキバラ アイ				看護学科（母子看護学講座） カンゴ ガッカ ボシ カンゴガク コウザ

				松尾　憲人 マツオ ケンポウ ヒト		2		高木病院 タカギビョウイン						平野　悌志 ヒラノ ダイ ココロザシ				AOI国際病院　循環器内科 コクサイ ビョウイン ジュンカンキ ナイカ		池田（石川）倫子 イケダ イシカワ ミチコ		2

				松尾　宗明 マツオ ムネ ア				小児科 ショウニカ						梅口　仁美 ウメグチ ヒトミ		22		唐津赤十字病院　呼吸器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン コキュウキ ナイカ		古島　智恵 イニシエ シマ		3		看護学科（看護基礎科学講座） カンゴ ガッカ カンゴ キソ カガク コウザ

				廣橋　喜美 ヒロハシ ヨロコ ミ				高木病院外科 タカギ ビョウイン ゲカ						中下　俊哉 ナカシタシュウ シュンヤ				好生館　肝胆膵内科 コウセイカン カンタンスイ ナイカ		永渕（荒木）美樹 ヒサシ フチ アラキ ミキ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		市場　正良 イチバ マサヨシ		3		社会医学 シャカイイガク						山口　大輔 ヤマグチ ダイスケ		23		伊万里有田共立病院　消化器内科 イマリ アリタ キョウリツ ビョウイン ショウカキ ナイカ		吉岡　めぐみ ヨシオカ		4		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				平原　健司 ヒラハラ ケンジ				好生館救急 コウセイカン キュウキュウ						江口　尚子 エグチ ナオコ				総合診療部 ソウゴウ シンリョウ ブ		川﨑　姿子 カワサキ スガタ コ		5		医学部付属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		江村　正 エムラセイ		4		卒後研修センター ソツゴケンシュウ						磯田　広史		24		厚労省 コウロウショウ		田中（野方）真理 タナカ ノガタ マリ		7		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				古賀　義孝 コガヨシタカ				佐賀中部保健所 サガチュウブホケンショ						力武　修一				好生館腎臓内科 コウセイカン ジンゾウ ナイカ		江頭（山口）葵 エガシラ ヤマグチ アオイ		8

		役員 ヤクイン		加藤　明 カトウアキラ		5		アールエイエス						福田　誠		25		佐賀大学腎臓内科		松藤　彩 マツ フジ アヤ				医学部附属病院 イガクブ フゾクビョウイン

		役員 ヤクイン		野出　孝一 ノデ コウイチ				循環器内科 ジュンカンキナイカ						田代　直規 タシロ ナオキ キソク				嬉野医療センター麻酔科 ウレシノイリョウ マスイ セイケイゲカ		副島　佐知子 ソエジマ サチコ		9		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		福岡　麻美 フクオカ マミ		6		好生館感染制御部 コウセイカン カンセンセイギョブ						千原　敦子 チハラ アツコ		26		循環器内科 ジュンカンキナイカ		島　歌織 シマ カオリ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				酒井　祐子 サカイ ユウコ				酒井内科小児科医院(大川市) サカイ ナイカ ショウニカ イイン オオカワ シ						中村　公秀 ナカムラ コウ ヒデ				麻酔蘇生学 マスイソセイガク ガク		小松　佳代 コマツ カヨ		10		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				雪竹　基弘 ユキタケ キホン ヒロシ		7		佐賀中部病院 サガチュウブビョウイン						南里(木村)　亜由美 ナンリ キムラ アユミ		27		小倉医療センター　小児科 コクラ イリョウ ショウニカ		南里（北村）穂 ナンリ キタムラ ホ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		枝國　源一郎 エダクニ ゲンイチロウ		8		枝國医院 エダクニイイン						荒木　潤一郎 アラキ ジュンイチロウ				久留米大学小児科 クルメダイガクショウニカ		早木　裕美 ハヤキ ユミ		11		新武雄病院 シン タケオ ビョウイン

				小田　康友 オダ ヤストモ				医療教育部門 イリョウキョウイクブモン						貞永　裕梨		28		富士大和温泉病院 フジ ヤマト オンセン ビョウイン		山﨑(藤澤)加奈枝 ヤマ サキ フジサワ カナエ				佐賀大学大学院 サガ ダイガク ダイガクイン

				美川　優子 ミカワユウコ		9		美川眼科医院 ミカワガンカイイン						梶原　脩平				一般・消化器外科 イッパンショウカキゲカ		川久保(濱田）愛 カワクボ ハマダ メグミ				看護学科（成人・老年看護学講座） カンゴ ガッカ セイジン ロウネン カンゴガク コウザ

		役員 ヤクイン		西村　知久 ニシムラ トモヒサ				美川眼科医院 ミカワガンカイイン						高瀬　浩二郎 タカセ ヒロシ コウジロウ		29		内科 ナイカ		蒲原　千明 カモハラ チアキ		12		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				松本　幸一 マツモト コウイチ				白石共立病院 シロイシ キョウリツビョウイン						山口　静香 ヤマグチ シズカ						山田　春奈 ヤマダ ハルナ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		阪本　雄一郎 サカモト ユウイチロウ		10		救急部 キュウキュウブ						松尾　有菜		30		糖尿病内分泌内科 トウニョウビョウ ナイブンピツ ナイカ		大隈（米満）伸子 オオクマ ヨネ ミ ノブコ		13

				井手　衆哉 イデ タイシュウ ヤ				整形外科 セイケイゲカ						武富　啓展				唐津赤十字病院　消化器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン ショウカキ ナイカ		田中　裕子 タナカ ユウコ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		江口　有一郎 エグチユウイチロウ		11		肝疾患センター カンシッカン						池田　宗平		31		神経内科 シンケイ ナイカ		池邊　詠美 イケ ベ エミ		14		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				井上　卓也 イノウエ タクヤ				皮膚科 ヒフカ						宮﨑(井上)　春菜 ミヤザキ イノウエ ハル ナ						金子　明日香 カネコ アスカ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				中園　貴彦 ナカゾノ		12		放射線科 ホウシャセンカ						樋口　直弥		32		研修医 ケンシュウイ		猿渡　未夏 サル ワタリ ミ ナツ		15		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				野口　光代										福地　絢子				研修医 ケンシュウイ		平野　真美 ヒラノ マミ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				高橋　浩一郎		13		呼吸器内科						西村　優希 ニシムラ ユウ キ		33		研修医 ケンシュウイ		岩永　佐和子		16		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		相島　慎一 アイシマ シンイチ				病理 ビョウリ						権藤　知子 ゴンドウ トモコ				研修医 ケンシュウイ		三瀬　麻里				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		矢ヶ部　伸也 ヤカベ シンヤ		14		矢ヶ部医院 イイン												東　寛華		17		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				藤瀬　剛弘 フジセ ゴウ ヒロシ		15		藤瀬医院 フジセイイン												中原　澪				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				青木　茂久 アオキ シゲヒサ																牟田  和美		18		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				小林　弘美 コバヤシ ヒロミ		16		東佐賀病院内科 ヒガシサガビョウイン ナイカ												山本  侑季				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				内橋　和芳				病因病態科学講座												山田　萌恵		19		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				甲斐　敬太 カイ ケイタ		17		病理 ダイガクインビョウリ												吉丸　佳成				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				江頭　玲子 エガシラ レイコ				放射線科 ホウシャセンカ												八代　圭絵 ヤツシロ ケイ エ		20		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				南里　悠介		18		先進総合機能回復センター												西田　鈴菜 ニシダ レイナ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				坂西　雄太 サカニシ ユウタ				地域医療支援学講座　総合内科 チイキ イリョウ シエン ガク コウザ ソウゴウ ナイカ

				田代　直規 タシロ ナオキ キソク				嬉野医療センター麻酔科 ウレシノイリョウ マスイ セイケイゲカ






役員名簿

						役　職・名　前 ヤク ショク メイ マエ				卒　期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

								川久保　愛（庶務） カワクボ アイ ショム		看11 ミ		佐賀大学医学部
看護学科生涯発達看護学講座 サガ ダイガク イガク ブ カンゴ ガッカ ショウガイ ハッタツ カンゴ ガク コウザ

								加藤　明（情報） カトウ アキラ ジョウホウ		医5 イ		(有)アールアイエス ユウ

								白壁　歌織（情報） シラカベ ウタ オ ジョウホウ		看9 ミ		佐賀大学医学部
慢性疾患看護専門看護師 サガ ダイガク イガク ブ マンセイ シッカン カンゴ センモン カンゴシ

								青木　茂久（情報） アオキ シゲヒサ ジョウホウ		医15 イ		佐賀大学医学部
病因病態科学 サガ ダイガク イガク ブ ビョウイン ビョウタイ カガク

								江口　有一郎（会報・情報） エグチ ユウイチロウ カイホウ ジョウホウ		医11 イ		佐賀大学医学部
肝疾患医療支援学講座肝疾患センター サガ ダイガク イガク ブ カンシッカン イリョウ シエン ガク コウザ

								永瀨　浩太郎（広報） ナガ セ コウタロウ コウホウ		医19 イ		佐賀大学医学部
皮膚科 ヒフカ

								伊藤　みか（会報） イトウ カイホウ		看11 ミ		佐賀大学大学院
医学系研究科 サガ ダイガク ダイガクイン イガク ケイ ケンキュウカ

								福岡　麻美（女性医師） フクオカ アサミ ジョセイ イシ		医6 イ		好生館感染制御部 コウセイカン カンセン セイギョ ブ

								中尾　孝子
（会報・広報・女性医師） ナカオ タカコ カイホウ コウホウ ジョセイ イシ		医16 イ		なかおたかこクリニック

								松藤　彩（会計） マツフジ アヤ カイケイ		看8 ミ		佐賀大学医学部附属病院 サガ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン

								南里　悠介（会計） ナンリ ユウスケ カイケイ		医18 イ		佐賀大学医学部
先進総合機能回復センター センシン ソウゴウ キノウ カイフク

								力武　修一（会計） リキタケ シュウイチ カイケイ		医24 イ		好生館腎臓内科 コウセイカン ジンゾウ ナイカ





医学部看護学科名簿

		医学科 イガクカ																看護学科 カンゴ ガッカ						資料10-2 シリョウ



				氏　名 シメイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				役員 ヤクイン		松下　英友 マツシタ ヒデトモ トモ		19		まつした耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ		氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

		役員 ヤクイン		佐藤　武 サトウタケシ		1		佐賀大学保健管理センター サガダイガクホケンカンリ						山本　徒子 ヤマモト トゼン コ		20		産婦人科 サンフジンカ		土肥　佐和子		1		久留米大学 クルメ ダイガク

				末岡　榮三郎 スエオカ サカエ エイザブロウ				検査部 ケンサブ						米倉　直美 ヨネクラ ナオミ		21		皮膚科 ヒフカ		榊原 愛 サカキバラ アイ				看護学科（母子看護学講座） カンゴ ガッカ ボシ カンゴガク コウザ

				松尾　憲人 マツオ ケンポウ ヒト		2		高木病院 タカギビョウイン						平野　悌志 ヒラノ ダイ ココロザシ				AOI国際病院　循環器内科 コクサイ ビョウイン ジュンカンキ ナイカ		池田（石川）倫子 イケダ イシカワ ミチコ		2

				松尾　宗明 マツオ ムネ ア				小児科 ショウニカ						梅口　仁美 ウメグチ ヒトミ		22		唐津赤十字病院　呼吸器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン コキュウキ ナイカ		古島　智恵 イニシエ シマ		3		看護学科（看護基礎科学講座） カンゴ ガッカ カンゴ キソ カガク コウザ

				廣橋　喜美 ヒロハシ ヨロコ ミ				高木病院外科 タカギ ビョウイン ゲカ						中下　俊哉 ナカシタシュウ シュンヤ				好生館　肝胆膵内科 コウセイカン カンタンスイ ナイカ		永渕（荒木）美樹 ヒサシ フチ アラキ ミキ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		市場　正良 イチバ マサヨシ		3		社会医学 シャカイイガク						山口　大輔 ヤマグチ ダイスケ		23		伊万里有田共立病院　消化器内科 イマリ アリタ キョウリツ ビョウイン ショウカキ ナイカ		吉岡　めぐみ ヨシオカ		4		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				平原　健司 ヒラハラ ケンジ				好生館救急 コウセイカン キュウキュウ						江口　尚子 エグチ ナオコ				総合診療部 ソウゴウ シンリョウ ブ		川﨑　姿子 カワサキ スガタ コ		5		医学部付属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		江村　正 エムラセイ		4		卒後研修センター ソツゴケンシュウ						磯田　広史		24		厚労省 コウロウショウ		田中（野方）真理 タナカ ノガタ マリ		7		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				古賀　義孝 コガヨシタカ				佐賀中部保健所 サガチュウブホケンショ						力武　修一				好生館腎臓内科 コウセイカン ジンゾウ ナイカ		江頭（山口）葵 エガシラ ヤマグチ アオイ		8

		役員 ヤクイン		加藤　明 カトウアキラ		5		アールエイエス						福田　誠		25		佐賀大学腎臓内科		松藤　彩 マツ フジ アヤ				医学部附属病院 イガクブ フゾクビョウイン

		役員 ヤクイン		野出　孝一 ノデ コウイチ				循環器内科 ジュンカンキナイカ						田代　直規 タシロ ナオキ キソク				嬉野医療センター麻酔科 ウレシノイリョウ マスイ セイケイゲカ		副島　佐知子 ソエジマ サチコ		9		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		福岡　麻美 フクオカ マミ		6		好生館感染制御部 コウセイカン カンセンセイギョブ						千原　敦子 チハラ アツコ		26		循環器内科 ジュンカンキナイカ		島　歌織 シマ カオリ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				酒井　祐子 サカイ ユウコ				酒井内科小児科医院(大川市) サカイ ナイカ ショウニカ イイン オオカワ シ						中村　公秀 ナカムラ コウ ヒデ				麻酔蘇生学 マスイソセイガク ガク		小松　佳代 コマツ カヨ		10		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				雪竹　基弘 ユキタケ キホン ヒロシ		7		佐賀中部病院 サガチュウブビョウイン						南里(木村)　亜由美 ナンリ キムラ アユミ		27		小倉医療センター　小児科 コクラ イリョウ ショウニカ		南里（北村）穂 ナンリ キタムラ ホ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		枝國　源一郎 エダクニ ゲンイチロウ		8		枝國医院 エダクニイイン						荒木　潤一郎 アラキ ジュンイチロウ				久留米大学小児科 クルメダイガクショウニカ		早木　裕美 ハヤキ ユミ		11		新武雄病院 シン タケオ ビョウイン

				小田　康友 オダ ヤストモ				医療教育部門 イリョウキョウイクブモン						貞永　裕梨		28		富士大和温泉病院 フジ ヤマト オンセン ビョウイン		山﨑(藤澤)加奈枝 ヤマ サキ フジサワ カナエ				佐賀大学大学院 サガ ダイガク ダイガクイン

				美川　優子 ミカワユウコ		9		美川眼科医院 ミカワガンカイイン						梶原　脩平				一般・消化器外科 イッパンショウカキゲカ		川久保(濱田）愛 カワクボ ハマダ メグミ				看護学科（成人・老年看護学講座） カンゴ ガッカ セイジン ロウネン カンゴガク コウザ

		役員 ヤクイン		西村　知久 ニシムラ トモヒサ				美川眼科医院 ミカワガンカイイン						高瀬　浩二郎 タカセ ヒロシ コウジロウ		29		内科 ナイカ		蒲原　千明 カモハラ チアキ		12		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				松本　幸一 マツモト コウイチ				白石共立病院 シロイシ キョウリツビョウイン						山口　静香 ヤマグチ シズカ						山田　春奈 ヤマダ ハルナ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		阪本　雄一郎 サカモト ユウイチロウ		10		救急部 キュウキュウブ						松尾　有菜		30		糖尿病内分泌内科 トウニョウビョウ ナイブンピツ ナイカ		大隈（米満）伸子 オオクマ ヨネ ミ ノブコ		13

				井手　衆哉 イデ タイシュウ ヤ				整形外科 セイケイゲカ						武富　啓展				唐津赤十字病院　消化器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン ショウカキ ナイカ		田中　裕子 タナカ ユウコ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		江口　有一郎 エグチユウイチロウ		11		肝疾患センター カンシッカン						池田　宗平		31		神経内科 シンケイ ナイカ		池邊　詠美 イケ ベ エミ		14		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				井上　卓也 イノウエ タクヤ				皮膚科 ヒフカ						宮﨑(井上)　春菜 ミヤザキ イノウエ ハル ナ						金子　明日香 カネコ アスカ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				中園　貴彦 ナカゾノ		12		放射線科 ホウシャセンカ						樋口　直弥		32		研修医 ケンシュウイ		猿渡　未夏 サル ワタリ ミ ナツ		15		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				野口　光代										福地　絢子				研修医 ケンシュウイ		平野　真美 ヒラノ マミ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				高橋　浩一郎		13		呼吸器内科						西村　優希 ニシムラ ユウ キ		33		研修医 ケンシュウイ		岩永　佐和子		16		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		相島　慎一 アイシマ シンイチ				病理 ビョウリ						権藤　知子 ゴンドウ トモコ				研修医 ケンシュウイ		三瀬　麻里				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		矢ヶ部　伸也 ヤカベ シンヤ		14		矢ヶ部医院 イイン												東　寛華		17		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				藤瀬　剛弘 フジセ ゴウ ヒロシ		15		藤瀬医院 フジセイイン												中原　澪				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				青木　茂久 アオキ シゲヒサ																牟田  和美		18		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				小林　弘美 コバヤシ ヒロミ		16		東佐賀病院内科 ヒガシサガビョウイン ナイカ												山本  侑季				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				内橋　和芳				病因病態科学講座												山田　萌恵		19		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				甲斐　敬太 カイ ケイタ		17		病理 ダイガクインビョウリ												吉丸　佳成				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				江頭　玲子 エガシラ レイコ				放射線科 ホウシャセンカ												八代　圭絵 ヤツシロ ケイ エ		20		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				南里　悠介		18		先進総合機能回復センター												西田　鈴菜 ニシダ レイナ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				坂西　雄太 サカニシ ユウタ				地域医療支援学講座　総合内科 チイキ イリョウ シエン ガク コウザ ソウゴウ ナイカ

				田代　直規 タシロ ナオキ キソク				嬉野医療センター麻酔科 ウレシノイリョウ マスイ セイケイゲカ







医学部学年幹事 医学科 

学年幹事 

氏　名 卒期 所　属

役員 佐藤　武 佐賀大学保健管理センター

末岡　榮三郎 検査部

松尾　憲人 高木病院

松尾　宗明 小児科

廣橋　喜美 高木病院外科

役員 市場　正良 社会医学

平原　健司 好生館救急

役員 江村　正 卒後研修センター

古賀　義孝 佐賀中部保健所

役員 加藤　明 アールエイエス

役員 野出　孝一 循環器内科

役員 福岡　麻美 好生館感染制御部

酒井　祐子 酒井内科小児科医院(大川市)

雪竹　基弘 7 佐賀中部病院

役員 枝國　源一郎 枝國医院

小田　康友 医療教育部門

美川　優子 美川眼科医院

役員 西村　知久 美川眼科医院

松本　幸一 白石共立病院

役員 阪本　雄一郎 救急部

井手　衆哉 整形外科

役員 江口　有一郎 肝疾患センター

井上　卓也 皮膚科

中園　貴彦 放射線科

野口　光代

高橋　浩一郎 呼吸器内科

役員 相島　慎一 病因病態科学

原　めぐみ 社会医学講座

役員 矢ヶ部　伸也 14 矢ヶ部医院

藤瀬　剛弘 藤瀬医院

青木　茂久 病因病態科学

小林　弘美 東佐賀病院内科

伊藤　学 心臓血管外科
甲斐　敬太 病因病態科学
江頭　玲子 放射線科

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

13

15

17

12

16

氏　名 卒期 所　属

南里　悠介 先進総合機能回復センター

坂西　雄太 地域医療支援学講座　総合内科

役員 松下　英友 19 まつした耳鼻咽喉科

山本　徒子 20 産婦人科

米倉　直美 皮膚科

平野　悌志 AOI国際病院　循環器内科

梅口　仁美 唐津赤十字病院　呼吸器内科

中下　俊哉 好生館　肝胆膵内科

山口　太輔 伊万里有田共立病院 消化器内科

江口　尚子 総合診療部

磯田　広史 厚労省

力武　修一 好生館腎臓内科

福田　誠 腎臓内科

田代　直規 嬉野医療センター麻酔科

千原　敦子 循環器内科

中村　公秀 麻酔蘇生学

南里(木村)亜由美 小倉医療センター　小児科

荒木　潤一郎 久留米大学小児科

貞永　裕梨 富士大和温泉病院

梶原　脩平 一般・消化器外科

高瀬　浩二郎 内科

山口　静香

山﨑(松尾)有菜 糖尿病内分泌内科

武富　啓展 唐津赤十字病院　消化器内科

池田　宗平 神経内科

宮﨑(井上)春菜

樋口　直弥 研修医

福地　絢子 研修医

西村　優希 研修医

御厨　紀子 研修医　権藤知子さん代理

田代　卓 研修医

副島　美和子 研修医

25

27

28

29

30

26

31

32

33

34

18

21

22

23

24


医学部看護学科名簿

				氏　名 シメイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				　		氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

		役員 ヤクイン		佐藤　武 サトウタケシ		1		佐賀大学保健管理センター サガダイガクホケンカンリ						甲斐　敬太 カイ ケイタ		17		病理 ダイガクインビョウリ				土肥　佐和子		1		久留米大学 クルメ ダイガク

				末岡　榮三郎 スエオカ サカエ エイザブロウ				検査部 ケンサブ						江頭　玲子 エガシラ レイコ				放射線科 ホウシャセンカ				榊原 愛 サカキバラ アイ				看護学科（母子看護学講座） カンゴ ガッカ ボシ カンゴガク コウザ

				松尾　憲人 マツオ ケンポウ ヒト		2		高木病院 タカギビョウイン						南里　悠介		18		先進総合機能回復センター				池田（石川）倫子 イケダ イシカワ ミチコ		2

				松尾　宗明 マツオ ムネ ア				小児科 ショウニカ						坂西　雄太 サカニシ ユウタ				地域医療支援学講座　総合内科 チイキ イリョウ シエン ガク コウザ ソウゴウ ナイカ		役員 ヤクイン		古島　智恵 イニシエ シマ		3		看護学科（看護基礎科学講座） カンゴ ガッカ カンゴ キソ カガク コウザ

				廣橋　喜美 ヒロハシ ヨロコ ミ				高木病院外科 タカギ ビョウイン ゲカ				役員 ヤクイン		松下　英友 マツシタ ヒデトモ トモ		19		まつした耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ				永渕（荒木）美樹 ヒサシ フチ アラキ ミキ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		市場　正良 イチバ マサヨシ		3		社会医学 シャカイイガク						山本　徒子 ヤマモト トゼン コ		20		産婦人科 サンフジンカ		役員 ヤクイン		吉岡　めぐみ ヨシオカ		4		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				平原　健司 ヒラハラ ケンジ				好生館救急 コウセイカン キュウキュウ						米倉　直美 ヨネクラ ナオミ		21		皮膚科 ヒフカ				川﨑　姿子 カワサキ スガタ コ		5		医学部付属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		江村　正 エムラセイ		4		卒後研修センター ソツゴケンシュウ						平野　悌志 ヒラノ ダイ ココロザシ				AOI国際病院　循環器内科 コクサイ ビョウイン ジュンカンキ ナイカ				田中（野方）真理 タナカ ノガタ マリ		7		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				古賀　義孝 コガヨシタカ				佐賀中部保健所 サガチュウブホケンショ						梅口　仁美 ウメグチ ヒトミ		22		唐津赤十字病院　呼吸器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン コキュウキ ナイカ				江頭（山口）葵 エガシラ ヤマグチ アオイ		8

		役員 ヤクイン		加藤　明 カトウアキラ		5		アールエイエス						中下　俊哉 ナカシタシュウ シュンヤ				好生館　肝胆膵内科 コウセイカン カンタンスイ ナイカ		役員 ヤクイン		松藤　彩 マツ フジ アヤ				医学部附属病院 イガクブ フゾクビョウイン

		役員 ヤクイン		野出　孝一 ノデ コウイチ				循環器内科 ジュンカンキナイカ						山口　大輔 ヤマグチ ダイスケ		23		伊万里有田共立病院　消化器内科 イマリ アリタ キョウリツ ビョウイン ショウカキ ナイカ				副島　佐知子 ソエジマ サチコ		9		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		福岡　麻美 フクオカ マミ		6		好生館感染制御部 コウセイカン カンセンセイギョブ						江口　尚子 エグチ ナオコ				総合診療部 ソウゴウ シンリョウ ブ		役員 ヤクイン		島　歌織 シマ カオリ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				酒井　祐子 サカイ ユウコ				酒井内科小児科医院(大川市) サカイ ナイカ ショウニカ イイン オオカワ シ						髙松　裕一郎 タカマツ ユウイチロウ		24						小松　佳代 コマツ カヨ		10		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				雪竹　基弘 ユキタケ キホン ヒロシ		7		佐賀中部病院 サガチュウブビョウイン						力武　修一				好生館腎臓内科 コウセイカン ジンゾウ ナイカ				南里（北村）穂 ナンリ キタムラ ホ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		枝國　源一郎 エダクニ ゲンイチロウ		8		枝國医院 エダクニイイン						福田　誠		25		佐賀大学腎臓内科				早木　裕美 ハヤキ ユミ		11		新武雄病院 シン タケオ ビョウイン

				小田　康友 オダ ヤストモ				医療教育部門 イリョウキョウイクブモン						田代　直規 タシロ ナオキ キソク				嬉野医療センター麻酔科 ウレシノイリョウ マスイ セイケイゲカ				山﨑(藤澤)加奈枝 ヤマ サキ フジサワ カナエ				佐賀大学大学院 サガ ダイガク ダイガクイン

				美川　優子 ミカワユウコ		9		美川眼科医院 ミカワガンカイイン						千原　敦子 チハラ アツコ		26		循環器内科 ジュンカンキナイカ				川久保(濱田）愛 カワクボ ハマダ メグミ				看護学科（成人・老年看護学講座） カンゴ ガッカ セイジン ロウネン カンゴガク コウザ

		役員 ヤクイン		西村　知久 ニシムラ トモヒサ				美川眼科医院 ミカワガンカイイン						中村　公秀 ナカムラ コウ ヒデ				麻酔蘇生学 マスイソセイガク ガク				蒲原　千明 カモハラ チアキ		12		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				松本　幸一 マツモト コウイチ				白石共立病院 シロイシ キョウリツビョウイン						南里(木村)　亜由美 ナンリ キムラ アユミ		27		小倉医療センター　小児科 コクラ イリョウ ショウニカ				山田　春奈 ヤマダ ハルナ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		阪本　雄一郎 サカモト ユウイチロウ		10		救急部 キュウキュウブ						荒木　潤一郎 アラキ ジュンイチロウ				久留米大学小児科 クルメダイガクショウニカ				大隈（米満）伸子 オオクマ ヨネ ミ ノブコ		13

				井手　衆哉 イデ タイシュウ ヤ				整形外科 セイケイゲカ						貞永　裕梨		28		富士大和温泉病院 フジ ヤマト オンセン ビョウイン				田中　裕子 タナカ ユウコ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		江口　有一郎 エグチユウイチロウ		11		肝疾患センター カンシッカン						梶原　脩平				一般・消化器外科 イッパンショウカキゲカ				池邊　詠美 イケ ベ エミ		14		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				井上　卓也 イノウエ タクヤ				皮膚科 ヒフカ						高瀬　浩二郎 タカセ ヒロシ コウジロウ		29		内科 ナイカ				金子　明日香 カネコ アスカ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				中園　貴彦 ナカゾノ		12		放射線科 ホウシャセンカ						山口　静香 ヤマグチ シズカ								猿渡　未夏 サル ワタリ ミ ナツ		15		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				野口　光代										松尾　有菜		30		糖尿病内分泌内科 トウニョウビョウ ナイブンピツ ナイカ				平野　真美 ヒラノ マミ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				高橋　浩一郎		13		呼吸器内科						武富　啓展				唐津赤十字病院　消化器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン ショウカキ ナイカ				岩永　佐和子		16		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		相島　慎一 アイシマ シンイチ				病因病態科学						池田　宗平		31		神経内科 シンケイ ナイカ				三瀬　麻里				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				原　めぐみ ハラ				社会医学講座 シャカイ イガク コウザ						宮﨑(井上)　春菜 ミヤザキ イノウエ ハル ナ								東　寛華		17		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		矢ヶ部　伸也 ヤカベ シンヤ		14		矢ヶ部医院 イイン						樋口　直弥		32		研修医 ケンシュウイ				中原　澪				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				藤瀬　剛弘 フジセ ゴウ ヒロシ		15		藤瀬医院 フジセイイン						福地　絢子				研修医 ケンシュウイ				牟田  和美		18		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				青木　茂久 アオキ シゲヒサ				病因病態科学						西村　優希 ニシムラ ユウ キ		33		研修医 ケンシュウイ				山本  侑季				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				小林　弘美 コバヤシ ヒロミ		16		東佐賀病院内科 ヒガシサガビョウイン ナイカ						権藤　知子 ゴンドウ トモコ				研修医 ケンシュウイ				山田　萌恵		19		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				伊藤　学 イトウ マナ				心臓血管外科 シンゾウ ケッカン ゲカ

				甲斐　敬太 カイ ケイタ		17		病因病態科学

				江頭　玲子 エガシラ レイコ				放射線科 ホウシャセンカ






























医学部看護学科名簿

				氏　名 シメイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				　		氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

				南里　悠介		18		先進総合機能回復センター						甲斐　敬太 カイ ケイタ		17		病理 ダイガクインビョウリ				土肥　佐和子		1		久留米大学 クルメ ダイガク

				坂西　雄太 サカニシ ユウタ				地域医療支援学講座　総合内科 チイキ イリョウ シエン ガク コウザ ソウゴウ ナイカ						江頭　玲子 エガシラ レイコ				放射線科 ホウシャセンカ				榊原 愛 サカキバラ アイ				看護学科（母子看護学講座） カンゴ ガッカ ボシ カンゴガク コウザ

		役員 ヤクイン		松下　英友 マツシタ ヒデトモ トモ		19		まつした耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ						南里　悠介		18		先進総合機能回復センター				池田（石川）倫子 イケダ イシカワ ミチコ		2

				山本　徒子 ヤマモト トゼン コ		20		産婦人科 サンフジンカ						坂西　雄太 サカニシ ユウタ				地域医療支援学講座　総合内科 チイキ イリョウ シエン ガク コウザ ソウゴウ ナイカ		役員 ヤクイン		古島　智恵 イニシエ シマ		3		看護学科（看護基礎科学講座） カンゴ ガッカ カンゴ キソ カガク コウザ

				米倉　直美 ヨネクラ ナオミ		21		皮膚科 ヒフカ				役員 ヤクイン		松下　英友 マツシタ ヒデトモ トモ		19		まつした耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ				永渕（荒木）美樹 ヒサシ フチ アラキ ミキ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				平野　悌志 ヒラノ ダイ ココロザシ				AOI国際病院　循環器内科 コクサイ ビョウイン ジュンカンキ ナイカ						山本　徒子 ヤマモト トゼン コ		20		産婦人科 サンフジンカ		役員 ヤクイン		吉岡　めぐみ ヨシオカ		4		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				梅口　仁美 ウメグチ ヒトミ		22		唐津赤十字病院　呼吸器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン コキュウキナイカ						米倉　直美 ヨネクラ ナオミ		21		皮膚科 ヒフカ				川﨑　姿子 カワサキ スガタ コ		5		医学部付属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				中下　俊哉 ナカシタシュウ シュンヤ				好生館　肝胆膵内科 コウセイカン カンタンスイ ナイカ						平野　悌志 ヒラノ ダイ ココロザシ				AOI国際病院　循環器内科 コクサイ ビョウイン ジュンカンキ ナイカ				田中（野方）真理 タナカ ノガタ マリ		7		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				山口　太輔 ヤマグチ タイスケ		23		伊万里有田共立病院 消化器内科 イマリ アリタ キョウリツ ビョウイン ショウカキ ナイカ						梅口　仁美 ウメグチ ヒトミ		22		唐津赤十字病院　呼吸器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン コキュウキ ナイカ				江頭（山口）葵 エガシラ ヤマグチ アオイ		8

				江口　尚子 エグチ ナオコ				総合診療部 ソウゴウ シンリョウ ブ						中下　俊哉 ナカシタシュウ シュンヤ				好生館　肝胆膵内科 コウセイカン カンタンスイ ナイカ		役員 ヤクイン		松藤　彩 マツ フジ アヤ				医学部附属病院 イガクブ フゾクビョウイン

				磯田　広史		24		厚労省 コウロウショウ						山口　大輔 ヤマグチ ダイスケ		23		伊万里有田共立病院　消化器内科 イマリ アリタ キョウリツ ビョウイン ショウカキ ナイカ				副島　佐知子 ソエジマ サチコ		9		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				力武　修一				好生館腎臓内科 コウセイカン ジンゾウ ナイカ						江口　尚子 エグチ ナオコ				総合診療部 ソウゴウ シンリョウ ブ		役員 ヤクイン		島　歌織 シマ カオリ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				福田　誠		25		腎臓内科						髙松　裕一郎 タカマツ ユウイチロウ		24						小松　佳代 コマツ カヨ		10		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				田代　直規 タシロ ナオキ キソク				嬉野医療センター麻酔科 ウレシノイリョウ マスイ セイケイゲカ						力武　修一				好生館腎臓内科 コウセイカン ジンゾウ ナイカ				南里（北村）穂 ナンリ キタムラ ホ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				千原　敦子 チハラ アツコ		26		循環器内科 ジュンカンキナイカ						福田　誠		25		佐賀大学腎臓内科				早木　裕美 ハヤキ ユミ		11		新武雄病院 シン タケオ ビョウイン

				中村　公秀 ナカムラ コウ ヒデ				麻酔蘇生学 マスイソセイガク ガク						田代　直規 タシロ ナオキ キソク				嬉野医療センター麻酔科 ウレシノイリョウ マスイ セイケイゲカ				山﨑(藤澤)加奈枝 ヤマ サキ フジサワ カナエ				佐賀大学大学院 サガ ダイガク ダイガクイン

				南里(木村)亜由美 ナンリ キムラ アユミ		27		小倉医療センター　小児科 コクラ イリョウ ショウニカ						千原　敦子 チハラ アツコ		26		循環器内科 ジュンカンキナイカ				川久保(濱田）愛 カワクボ ハマダ メグミ				看護学科（成人・老年看護学講座） カンゴ ガッカ セイジン ロウネン カンゴガク コウザ

				荒木　潤一郎 アラキ ジュンイチロウ				久留米大学小児科 クルメダイガクショウニカ						中村　公秀 ナカムラ コウ ヒデ				麻酔蘇生学 マスイソセイガク ガク				蒲原　千明 カモハラ チアキ		12		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				貞永　裕梨		28		富士大和温泉病院 フジ ヤマト オンセン ビョウイン						南里(木村)　亜由美 ナンリ キムラ アユミ		27		小倉医療センター　小児科 コクラ イリョウ ショウニカ				山田　春奈 ヤマダ ハルナ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				梶原　脩平				一般・消化器外科 イッパンショウカキゲカ						荒木　潤一郎 アラキ ジュンイチロウ				久留米大学小児科 クルメダイガクショウニカ				大隈（米満）伸子 オオクマ ヨネ ミ ノブコ		13

				高瀬　浩二郎 タカセ ヒロシ コウジロウ		29		内科 ナイカ						貞永　裕梨		28		富士大和温泉病院 フジ ヤマト オンセン ビョウイン				田中　裕子 タナカ ユウコ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				山口　静香 ヤマグチ シズカ										梶原　脩平				一般・消化器外科 イッパンショウカキゲカ				池邊　詠美 イケ ベ エミ		14		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				山﨑(松尾)有菜 ヤマサキ		30		糖尿病内分泌内科 トウニョウビョウ ナイブンピツ ナイカ						高瀬　浩二郎 タカセ ヒロシ コウジロウ		29		内科 ナイカ				金子　明日香 カネコ アスカ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				武富　啓展				唐津赤十字病院　消化器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン ショウカキ ナイカ						山口　静香 ヤマグチ シズカ								猿渡　未夏 サル ワタリ ミ ナツ		15		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				池田　宗平		31		神経内科 シンケイ ナイカ						松尾　有菜		30		糖尿病内分泌内科 トウニョウビョウ ナイブンピツ ナイカ				平野　真美 ヒラノ マミ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				宮﨑(井上)春菜 ミヤザキ										武富　啓展				唐津赤十字病院　消化器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン ショウカキ ナイカ				岩永　佐和子		16		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				樋口　直弥		32		研修医 ケンシュウイ						池田　宗平		31		神経内科 シンケイ ナイカ				三瀬　麻里				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				福地　絢子				研修医 ケンシュウイ						宮﨑(井上)　春菜 ミヤザキ イノウエ ハル ナ								東　寛華		17		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				西村　優希 ニシムラ ユウ キ		33		研修医 ケンシュウイ						樋口　直弥		32		研修医 ケンシュウイ				中原　澪				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				御厨　紀子 ミクリヤ ノリコ				研修医　権藤知子さん代理 ケンシュウイ ゴンドウ トモコ ダイリ						福地　絢子				研修医 ケンシュウイ				牟田  和美		18		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				田代　卓 タシロ タク		34		研修医 ケンシュウイ						西村　優希 ニシムラ ユウ キ		33		研修医 ケンシュウイ				山本  侑季				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				副島　美和子 ソエジマ ミワコ				研修医 ケンシュウイ						権藤　知子 ゴンドウ トモコ				研修医 ケンシュウイ				山田　萌恵		19		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン































看護学科 

学年幹事 

氏　名 卒期 所　属

土肥　佐和子 久留米大学

榊原　愛 看護学科（生涯発達看護学講座）

矢川　信 2 医学部附属病院（医療安全）

古島　智恵 看護学科（統合基礎看護学講座）

永渕（荒木）美樹 医学部附属病院（看護管理室）

吉岡　めぐみ 4 医学部附属病院（緩和ケアセンター）

川﨑（加治屋）姿子 5 医学部附属病院（総合外来）

嘉村（山本）歩美 6 医学部附属病院（地域連携室）

田中（野方）真理 7 医学部附属病院

江頭（山口）葵

松藤　彩 医学部附属病院（ＥＣＵ）

副島　佐知子 医学部附属病院

白壁（島）　歌織 医学部附属病院

小松　佳代 医学部附属病院

南里（北村）穂 医学部附属病院

早木　裕美 新武雄病院

山﨑（藤澤）加奈枝 佐賀大学大学院

川久保（濱田）愛 看護学科（生涯発達看護学講座）

蒲原　千明 医学部附属病院

山田　春奈 医学部附属病院

大隈（米満）伸子

田中　裕子 医学部附属病院

池邊　詠美 医学部附属病院

金子　明日香 医学部附属病院

猿渡　未夏 医学部附属病院

平野　真美 医学部附属病院

8

9

10

11

12

13

14

15

1

3

氏　名 卒期 所　属

岩永　佐和子 医学部附属病院

三瀬　麻里 医学部附属病院

東　寛華 医学部附属病院

中原　澪 医学部附属病院

牟田  和美 医学部附属病院

山本  侑季 医学部附属病院

山田　萌恵 医学部附属病院

吉丸　佳成 医学部附属病院

西田　鈴菜 医学部附属病院

八代　圭絵 医学部附属病院

綾部　葉月 医学部附属病院

久原　弓佳 医学部附属病院

16

17

19

20

21

18

•  


役員名簿

														資料10-1 シリョウ

						役職・名前 ヤクショク ナマエ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

						会 　 長：西村　知久 カイ チョウ ニシムラ トモヒサ		医9 イ		美川眼科医院 ミカワ ガンカ イイン

						副 会 長：佐藤　武 フク カイ チョウ サトウ タケル		医1 イ		佐賀大学保健管理センター サガ ダイガク ホケン カンリ

						　　  　　江村　正 エムラ タダ		医4 イ		佐賀大学医学部
卒後臨床研修センター サガ ダイガク イガク ブ ソツ ゴ リンショウ ケンシュウ

						　　　　  吉岡　めぐみ ヨシオカ		看4 ミ		佐賀大学医学部 サガ ダイガク イガク ブ

						会計幹事：野出　孝一 カイケイ カンジ ノ デ コウイチ		医5 イ		佐賀大学医学部
循環器内科 サガ ダイガク イガク ブ ジュンカンキ ナイカ

						　　　　　古島　智恵 フルシマ チエ		看3 ミ		佐賀大学医学部
看護学科統合基礎看護学講座 サガ ダイガク イガク ブ カンゴ ガッカ トウゴウ キソ カンゴ ガク コウザ

						顧　　問：市場　正良 カエリミ トイ イチバ マサヨシ		医3 イ		佐賀大学医学部
社会医学講座環境医学分野 サガ ダイガク イガク ブ シャカイ イガク コウザ カンキョウ イガク ブンヤ

						       　     枝國　源一郎 エダクニ ゲンイチロウ		医8 イ		枝國医院 エダクニ イイン

						常任幹事：阪本　雄一郎 ジョウニン カンジ サカモト ユウイチロウ		医10 イ		佐賀大学医学部
救急部 サガ ダイガク イガク ブ キュウキュウブ

						               相島　慎一 アイシマ シンイチ		医13 イ		佐賀大学医学部
病因病態科学診断病理学分野 サガ ダイガク イガク ブ ビョウイン ビョウタイ カガク シンダン ビョウリガク ブンヤ

						               松下　英友 マツシタ ヒデトモ		医19 イ		まつした耳鼻科 ジビカ

						               加藤　明 カトウ アキラ		医5 イ		(有)アールアイエス ユウ

						　　　　　島　歌織 シマ ウタ オ		看9 ミ		佐賀大学医学部
慢性疾患看護専門看護師 サガ ダイガク イガク ブ マンセイ シッカン カンゴ センモン カンゴシ

						               江口　有一郎 エグチ ユウイチロウ		医11 イ		佐賀大学医学部
肝疾患医療支援学講座
肝疾患センター サガ ダイガク イガク ブ カンシッカン イリョウ シエン ガク コウザ カンシッカン

						               福岡　麻美 フクオカ アサミ		医6 イ		好生館感染制御部 コウセイカン カンセン セイギョ ブ

						               中尾　孝子 ナカオ タカコ		医16 イ		なかおたかこクリニック

						               矢ケ部　伸也 ヤ ブ シンヤ		医14 イ		矢ケ部医院 ヤカベ イイン

						               松藤　彩 マツフジ アヤ		看8 ミ		佐賀大学医学部附属病院 サガ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン







医学部看護学科名簿

				氏　名 シメイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				　		氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

		役員 ヤクイン		佐藤　武 サトウタケシ		1		佐賀大学保健管理センター サガダイガクホケンカンリ						甲斐　敬太 カイ ケイタ		17		病理 ダイガクインビョウリ				土肥　佐和子		1		久留米大学 クルメ ダイガク

				末岡　榮三郎 スエオカ サカエ エイザブロウ				検査部 ケンサブ						江頭　玲子 エガシラ レイコ				放射線科 ホウシャセンカ				榊原　愛 サカキバラ アイ				看護学科（生涯発達看護学講座） カンゴ ガッカ ショウガイ ハッタツ カンゴ ガク コウザ

				松尾　憲人 マツオ ケンポウ ヒト		2		高木病院 タカギビョウイン						南里　悠介		18		先進総合機能回復センター				矢川　信 ヤガワ シン		2		医学部附属病院（医療安全） イガク ブ フゾク ビョウイン イリョウ アンゼン

				松尾　宗明 マツオ ムネ ア				小児科 ショウニカ						坂西　雄太 サカニシ ユウタ				地域医療支援学講座　総合内科 チイキ イリョウ シエン ガク コウザ ソウゴウ ナイカ		役員 ヤクイン		古島　智恵 イニシエ シマ		3		看護学科（統合基礎看護学講座） カンゴ ガッカ トウゴウ キソ カンゴ ガク コウザ

				廣橋　喜美 ヒロハシ ヨロコ ミ				高木病院外科 タカギ ビョウイン ゲカ				役員 ヤクイン		松下　英友 マツシタ ヒデトモ トモ		19		まつした耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ				永渕（荒木）美樹 ヒサシ フチ アラキ ミキ				医学部附属病院（看護管理室） イガク ブ フゾク ビョウイン カンゴ カンリ シツ

		役員 ヤクイン		市場　正良 イチバ マサヨシ		3		社会医学 シャカイイガク						山本　徒子 ヤマモト トゼン コ		20		産婦人科 サンフジンカ		役員 ヤクイン		吉岡　めぐみ ヨシオカ		4		医学部附属病院（緩和ケアセンター） イガク ブ フゾク ビョウイン

				平原　健司 ヒラハラ ケンジ				好生館救急 コウセイカン キュウキュウ						米倉　直美 ヨネクラ ナオミ		21		皮膚科 ヒフカ				川﨑（加治屋）姿子		5		医学部附属病院（総合外来） ソウゴウ ガイライ

		役員 ヤクイン		江村　正 エムラセイ		4		卒後研修センター ソツゴケンシュウ						平野　悌志 ヒラノ ダイ ココロザシ				AOI国際病院　循環器内科 コクサイ ビョウイン ジュンカンキ ナイカ				嘉村（山本）歩美		6		医学部附属病院（地域連携室） チイキ レンケイ シツ

				古賀　義孝 コガヨシタカ				佐賀中部保健所 サガチュウブホケンショ						梅口　仁美 ウメグチ ヒトミ		22		唐津赤十字病院　呼吸器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン コキュウキ ナイカ				田中（野方）真理 タナカ ノガタ マリ		7		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		加藤　明 カトウアキラ		5		アールエイエス						中下　俊哉 ナカシタシュウ シュンヤ				好生館　肝胆膵内科 コウセイカン カンタンスイ ナイカ				江頭（山口）葵 エガシラ ヤマグチ アオイ		8

		役員 ヤクイン		野出　孝一 ノデ コウイチ				循環器内科 ジュンカンキナイカ						山口　大輔 ヤマグチ ダイスケ		23		伊万里有田共立病院　消化器内科 イマリ アリタ キョウリツ ビョウイン ショウカキ ナイカ		役員 ヤクイン		松藤　彩 マツ フジ アヤ				医学部附属病院（ＥＣＵ） イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		福岡　麻美 フクオカ マミ		6		好生館感染制御部 コウセイカン カンセンセイギョブ						江口　尚子 エグチ ナオコ				総合診療部 ソウゴウ シンリョウ ブ				副島　佐知子 ソエジマ サチコ		9		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				酒井　祐子 サカイ ユウコ				酒井内科小児科医院(大川市) サカイ ナイカ ショウニカ イイン オオカワ シ						磯田　広史		24		厚労省 コウロウショウ		役員 ヤクイン		白壁（島）　歌織 シラカベ シマ カオリ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				雪竹　基弘 ユキタケ キホン ヒロシ		7		佐賀中部病院 サガチュウブビョウイン						力武　修一				好生館腎臓内科 コウセイカン ジンゾウ ナイカ				小松　佳代 コマツ カヨ		10		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		枝國　源一郎 エダクニ ゲンイチロウ		8		枝國医院 エダクニイイン						福田　誠		25		佐賀大学腎臓内科				南里（北村）穂 ナンリ キタムラ ホ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				小田　康友 オダ ヤストモ				医療教育部門 イリョウキョウイクブモン						田代　直規 タシロ ナオキ キソク				嬉野医療センター麻酔科 ウレシノイリョウ マスイ セイケイゲカ				早木　裕美 ハヤキ ユミ		11		新武雄病院 シン タケオ ビョウイン

				美川　優子 ミカワユウコ		9		美川眼科医院 ミカワガンカイイン						千原　敦子 チハラ アツコ		26		循環器内科 ジュンカンキナイカ				山﨑（藤澤）加奈枝 ヤマ サキ フジサワ カナエ				佐賀大学大学院 サガ ダイガク ダイガクイン

		役員 ヤクイン		西村　知久 ニシムラ トモヒサ				美川眼科医院 ミカワガンカイイン						中村　公秀 ナカムラ コウ ヒデ				麻酔蘇生学 マスイソセイガク ガク				川久保（濱田）愛 カワクボ ハマダ メグミ				看護学科（生涯発達看護学講座） カンゴ ガッカ ショウガイ ハッタツ カンゴ ガク コウザ

				松本　幸一 マツモト コウイチ				白石共立病院 シロイシ キョウリツビョウイン						南里(木村)　亜由美 ナンリ キムラ アユミ		27		小倉医療センター　小児科 コクラ イリョウ ショウニカ				蒲原　千明 カモハラ チアキ		12		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		阪本　雄一郎 サカモト ユウイチロウ		10		救急部 キュウキュウブ						荒木　潤一郎 アラキ ジュンイチロウ				久留米大学小児科 クルメダイガクショウニカ				山田　春奈 ヤマダ ハルナ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				井手　衆哉 イデ タイシュウ ヤ				整形外科 セイケイゲカ						貞永　裕梨		28		富士大和温泉病院 フジ ヤマト オンセン ビョウイン				大隈（米満）伸子 オオクマ ヨネ ミ ノブコ		13

		役員 ヤクイン		江口　有一郎 エグチユウイチロウ		11		肝疾患センター カンシッカン						梶原　脩平				一般・消化器外科 イッパンショウカキゲカ				田中　裕子 タナカ ユウコ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				井上　卓也 イノウエ タクヤ				皮膚科 ヒフカ						高瀬　浩二郎 タカセ ヒロシ コウジロウ		29		内科 ナイカ				池邊　詠美 イケ ベ エミ		14		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				中園　貴彦 ナカゾノ		12		放射線科 ホウシャセンカ						山口　静香 ヤマグチ シズカ								金子　明日香 カネコ アスカ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				野口　光代										松尾　有菜		30		糖尿病内分泌内科 トウニョウビョウ ナイブンピツ ナイカ				猿渡　未夏 サル ワタリ ミ ナツ		15		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				高橋　浩一郎		13		呼吸器内科						武富　啓展				唐津赤十字病院　消化器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン ショウカキ ナイカ				平野　真美 ヒラノ マミ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		相島　慎一 アイシマ シンイチ				病理 ビョウリ						池田　宗平		31		神経内科 シンケイ ナイカ				岩永　佐和子		16		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		矢ヶ部　伸也 ヤカベ シンヤ		14		矢ヶ部医院 イイン						宮﨑(井上)　春菜 ミヤザキ イノウエ ハル ナ								三瀬　麻里				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				藤瀬　剛弘 フジセ ゴウ ヒロシ		15		藤瀬医院 フジセイイン						樋口　直弥		32		研修医 ケンシュウイ				東　寛華		17		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				青木　茂久 アオキ シゲヒサ										福地　絢子				研修医 ケンシュウイ				中原　澪				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				小林　弘美 コバヤシ ヒロミ		16		東佐賀病院内科 ヒガシサガビョウイン ナイカ						西村　優希 ニシムラ ユウ キ		33		研修医 ケンシュウイ				牟田  和美		18		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				内橋　和芳				病因病態科学講座						権藤　知子 ゴンドウ トモコ				研修医 ケンシュウイ				山本  侑季				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				中村　公秀 ナカムラ コウ ヒデ				麻酔蘇生学 マスイソセイガク ガク														山田　萌恵		19		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				南里(木村)　亜由美 ナンリ キムラ アユミ		27		小倉医療センター　小児科 コクラ イリョウ ショウニカ														吉丸　佳成				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				荒木　潤一郎 アラキ ジュンイチロウ				久留米大学小児科 クルメダイガクショウニカ														西田　鈴菜		20		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				貞永　裕梨		28		富士大和温泉病院 フジ ヤマト オンセン ビョウイン														八代　圭絵				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				梶原　脩平				一般・消化器外科 イッパンショウカキゲカ														綾部　葉月 アヤベ ハツキ		21		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				高瀬　浩二郎 タカセ ヒロシ コウジロウ		29		内科 ナイカ														久原　弓佳 ヒサハラ ユミ カ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				山口　静香 ヤマグチ シズカ

				松尾　有菜		30		糖尿病内分泌内科 トウニョウビョウ ナイブンピツ ナイカ

				武富　啓展				唐津赤十字病院　消化器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン ショウカキ ナイカ

				池田　宗平		31		神経内科 シンケイ ナイカ

				宮﨑(井上)　春菜 ミヤザキ イノウエ ハル ナ

				樋口　直弥		32		研修医 ケンシュウイ

				福地　絢子				研修医 ケンシュウイ

				西村　優希 ニシムラ ユウ キ		33		研修医 ケンシュウイ

				権藤　知子 ゴンドウ トモコ				研修医 ケンシュウイ






役員名簿

														資料10-1 シリョウ

						役職・名前 ヤクショク ナマエ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

						会 　 長：西村　知久 カイ チョウ ニシムラ トモヒサ		医9 イ		美川眼科医院 ミカワ ガンカ イイン

						副 会 長：佐藤　武 フク カイ チョウ サトウ タケル		医1 イ		佐賀大学保健管理センター サガ ダイガク ホケン カンリ

						　　  　　江村　正 エムラ タダ		医4 イ		佐賀大学医学部
卒後臨床研修センター サガ ダイガク イガク ブ ソツ ゴ リンショウ ケンシュウ

						　　　　  吉岡　めぐみ ヨシオカ		看4 ミ		佐賀大学医学部 サガ ダイガク イガク ブ

						会計幹事：野出　孝一 カイケイ カンジ ノ デ コウイチ		医5 イ		佐賀大学医学部
循環器内科 サガ ダイガク イガク ブ ジュンカンキ ナイカ

						　　　　　古島　智恵 フルシマ チエ		看3 ミ		佐賀大学医学部
看護学科統合基礎看護学講座 サガ ダイガク イガク ブ カンゴ ガッカ トウゴウ キソ カンゴ ガク コウザ

						顧　　問：市場　正良 カエリミ トイ イチバ マサヨシ		医3 イ		佐賀大学医学部
社会医学講座環境医学分野 サガ ダイガク イガク ブ シャカイ イガク コウザ カンキョウ イガク ブンヤ

						       　     枝國　源一郎 エダクニ ゲンイチロウ		医8 イ		枝國医院 エダクニ イイン

						常任幹事：阪本　雄一郎 ジョウニン カンジ サカモト ユウイチロウ		医10 イ		佐賀大学医学部
救急部 サガ ダイガク イガク ブ キュウキュウブ

						               相島　慎一 アイシマ シンイチ		医13 イ		佐賀大学医学部
病因病態科学診断病理学分野 サガ ダイガク イガク ブ ビョウイン ビョウタイ カガク シンダン ビョウリガク ブンヤ

						               松下　英友 マツシタ ヒデトモ		医19 イ		まつした耳鼻科 ジビカ

						               加藤　明 カトウ アキラ		医5 イ		(有)アールアイエス ユウ

						　　　　　島　歌織 シマ ウタ オ		看9 ミ		佐賀大学医学部
慢性疾患看護専門看護師 サガ ダイガク イガク ブ マンセイ シッカン カンゴ センモン カンゴシ

						               江口　有一郎 エグチ ユウイチロウ		医11 イ		佐賀大学医学部
肝疾患医療支援学講座
肝疾患センター サガ ダイガク イガク ブ カンシッカン イリョウ シエン ガク コウザ カンシッカン

						               福岡　麻美 フクオカ アサミ		医6 イ		好生館感染制御部 コウセイカン カンセン セイギョ ブ

						               中尾　孝子 ナカオ タカコ		医16 イ		なかおたかこクリニック

						               矢ケ部　伸也 ヤ ブ シンヤ		医14 イ		矢ケ部医院 ヤカベ イイン

						               松藤　彩 マツフジ アヤ		看8 ミ		佐賀大学医学部附属病院 サガ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン







医学部看護学科名簿

				氏　名 シメイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				　		氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク				氏　名 シ メイ		卒期 ソツ キ		所　属 ショ ゾク

		役員 ヤクイン		相島　慎一 アイシマ シンイチ				病理 ビョウリ						池田　宗平		31		神経内科 シンケイ ナイカ				岩永　佐和子		16		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

		役員 ヤクイン		矢ヶ部　伸也 ヤカベ シンヤ		14		矢ヶ部医院 イイン						宮﨑(井上)　春菜 ミヤザキ イノウエ ハル ナ								三瀬　麻里				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				藤瀬　剛弘 フジセ ゴウ ヒロシ		15		藤瀬医院 フジセイイン						樋口　直弥		32		研修医 ケンシュウイ				東　寛華		17		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				青木　茂久 アオキ シゲヒサ										福地　絢子				研修医 ケンシュウイ				中原　澪				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				小林　弘美 コバヤシ ヒロミ		16		東佐賀病院内科 ヒガシサガビョウイン ナイカ						西村　優希 ニシムラ ユウ キ		33		研修医 ケンシュウイ				牟田  和美		18		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				内橋　和芳				病因病態科学講座						権藤　知子 ゴンドウ トモコ				研修医 ケンシュウイ				山本  侑季				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				中村　公秀 ナカムラ コウ ヒデ				麻酔蘇生学 マスイソセイガク ガク														山田　萌恵		19		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				南里(木村)　亜由美 ナンリ キムラ アユミ		27		小倉医療センター　小児科 コクラ イリョウ ショウニカ														吉丸　佳成				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				荒木　潤一郎 アラキ ジュンイチロウ				久留米大学小児科 クルメダイガクショウニカ														西田　鈴菜		20		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				貞永　裕梨		28		富士大和温泉病院 フジ ヤマト オンセン ビョウイン														八代　圭絵				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				梶原　脩平				一般・消化器外科 イッパンショウカキゲカ														綾部　葉月 アヤベ ハツキ		21		医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				高瀬　浩二郎 タカセ ヒロシ コウジロウ		29		内科 ナイカ														久原　弓佳 ヒサハラ ユミ カ				医学部附属病院 イガク ブ フゾク ビョウイン

				山口　静香 ヤマグチ シズカ

				松尾　有菜		30		糖尿病内分泌内科 トウニョウビョウ ナイブンピツ ナイカ

				武富　啓展				唐津赤十字病院　消化器内科 カラツ セキジュウジ ビョウイン ショウカキ ナイカ

				池田　宗平		31		神経内科 シンケイ ナイカ

				宮﨑(井上)　春菜 ミヤザキ イノウエ ハル ナ

				樋口　直弥		32		研修医 ケンシュウイ

				福地　絢子				研修医 ケンシュウイ

				西村　優希 ニシムラ ユウ キ		33		研修医 ケンシュウイ

				権藤　知子 ゴンドウ トモコ				研修医 ケンシュウイ







佐賀大学同窓会役員 
役　職 担　当 氏　名 卒業年学科

 会　長 佐賀大学同窓会 金　丸　安　隆 農学・43農

 副会長 有朋会 宮  尾　正　隆 教育・36美

 副会長 楠葉同窓会 江　口　洋　一 経済・49経

 副会長 医学部同窓会 西　村　知　久 医学・H4医

 副会長 理工学部同窓会 穂屋下　　　茂 理工・49機

 副会長 農学部同窓会 川　副　　　操 農学・44農

 理事長 庶務部長 竹　下　敬　教 教育・51中

 副理事長 会報発行部長 小　池　良　美 農学・56農

　〃 情報管理部長 中　野　哲太郎 経済・48経

　〃  学生支援部長 佐　藤　　　武 医学・59医

　〃 支部強化部長 島　　公 二 武 理工・50機

理事 庶務部 長　　　安　六 文理・44経

〃 〃 矢ヶ部　伸　也 医学・H14医

〃 〃 津　留　保　生 理工・H1電

〃 〃 田　中　俊　之 農学・59農

〃 会報発行部 德　安　和　博 教育・H2美

〃 〃 松　尾　和　俊 経済・62経

〃 〃 江　村　　  正 医学・62医

〃 〃 中　島　道　夫 理工・47化

〃 情報管理部 中　村　隆　敏 教育・61美

役　職 担　当 氏　名 卒業年学科

〃 〃 八　谷　浩　司 経済・61管

〃 〃 古　島　智　恵 医学・H11看

〃 〃 米　満　　　潔 理工・60化

〃 〃 田　中　宗　浩 農学・H4生

〃 学生支援部 中　島　範　子 文教・H13学

〃 〃 木　塚　徳　男 経済・60経

〃 〃 市　場　正　良 医学・61医

〃 〃 池　上　康　之 理工・62生機

〃 〃 溝　口　宜　彦 農学・56農

〃 支部強化部 堤　　　公　一 教育・H6小

〃 〃 西　川　末　実 経済・53経

〃 〃 真　鍋　靖　史 医学・H10医

〃 〃 吉　賀　豊　司 農学・H2園

監事 大　庭　敏　伸 教育・36中

〃 福　母　祐　二 経済・H2経営

〃 吉　岡　めぐみ 医学・H12看

〃 椿　　　忠　彦 理工・53物

〃 松　尾　正　紀 農学・43農

理事 事務局長 平　野　禎　亮 教育・50小

顧問 久　間　善　郎 文理・37法
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								平成28年度佐賀大学同窓会役員名簿						資料1 シリョウ

												H28．4．1

						役　職		担　当		氏　名		卒業年学科

						 会　長 カイ チョウ		佐賀大学同窓会 サガ ダイガク ドウソウ カイ		金　丸　安　隆		農学・43農

						 副会長		有朋会 ユウホウカイ		宮  尾　正　隆 ミヤ オ マサ タカシ		教育・36美 キョウイク ビ

						 副会長		楠葉同窓会 ナンヨウ ドウソウ カイ		江　口　洋　一 エ クチ ヨウ イッ		経済・49経 ケイザイ ケイ

						 副会長		医学部同窓会 イガク ブ ドウソウ カイ		西　村　知　久 ニシ ムラ チ ヒサシ		医学・H4医

						 副会長		理工学部同窓会 リコウ ガクブ ドウソウ カイ		穂屋下　　　茂　　 シゲル		理工・49機

						 副会長		農学部同窓会 ノウ ガク ブ ドウソウカイ		川　副　　　操		農学・44農

						 理事長      		庶務部長　		竹　下　敬　教 タケ シタ ケイ キョウ		教育・51中 キョウ イク ナカ

						 副理事長　 フク		会報発行部長 カイホウ ハッコウ ブチョウ		小　池　良　美 ショウ イケ リョウ ビ		農学・56農 ノウ ガク ノウ

						　〃　　　 		情報管理部長		中　野　哲太郎 ナカ ノ テツ タロウ		経済・48経 ケイザイ ケイ

						　〃　　　		 学生支援部長		佐　藤　　　武 フジ		医学・59医

						　〃　　　 		支部強化部長		島　　公 二 武 シマ コウ ニ ブ		理工・50機 リコウ キ

						理事　 　 リジ		庶務部　		長　　　安　六 オサ ヤス ロク		文理・44経 ブンリ ケイ

						〃　 　　		〃		矢ヶ部　伸　也 ヤカベ シン ヤ		医学・H14医 イ ガク イ

						〃　 　　　		〃		津　留　保　生 ツ ドメ ホ ショウ		理工・H1電 デン

						〃　 　　　		〃		田　中　俊　之 タ ナカ シュン コレ		農学・59農 ノウガク

						〃  　 　		会報発行部　		德　安　和　博 トク ヤス ワ ヒロシ		教育・H2美 キョウ イク ビ

						〃　 　		〃		松　尾　和　俊 マツ オ ワ シュン		経済・62経 ケイザイ ケイ

						〃　 		〃		江　村　　  正 エ ムラ セイ		医学・62医

						〃　 　		〃		中　島　道　夫 ナカ シマ ミチ オット		理工・47化 カ

						〃　 　		情報管理部		中　村　隆　敏 ナカ ムラ タカシ ビン		教育・61美 ビ

						〃　 　		〃		八　谷　浩　司 ハチ ヤ ヒロシ ツカサ		経済・61管 ケイザイ カン

						〃　 　		〃		古　島　智　恵 コ シマ メグミ		医学・H11看

						〃　 　		〃		米　満　　　潔		理工・60化

						〃　 　　		〃		田　中　宗　浩		農学・H4生

						〃　　　　		学生支援部　 ブ		中　島　範　子		文教・H13学

						〃　 　　　		〃		木　塚　徳　男 キ ツカ トク オトコ		経済・60経 ケイザイ ケイ

						〃　 　　　		〃		市　場　正　良		医学・61医

						〃　 　　　		〃		池　上　康　之 イケ ウエ ヤスシ コレ		理工・62生機 リコウ ショウ キ

						〃　 		〃		溝　口　宜　彦　 ミゾ クチ ギ ヒコ		農学・56農  ノウ

						〃　 		支部強化部		堤　　　公　一		教育・H6小

						〃　 　　　		〃		西　川　末　実 ニシ カワ スエ ジツ		経済・53経 ケイザイ ケイ

						〃　 　　　		〃		真　鍋　靖　史 シン ナベ ヤスシ シ		医学・H10医

						〃　 　　		〃		吉　賀　豊　司 キチ ガ ユタ シ		農学・H2園 ノウガク エン

						監事 ラン コト				大　庭　敏　伸 ダイ ニワ ビン シン		教育・36中

						〃　				福　母　祐　二 フク ボ ユウ ニ		経済・H2経営 ケイザイ ケイエイ

						〃				吉　岡　めぐみ キチ オカ		医学・H12看 カン

						〃				椿　　　忠　彦 ツバキ チュウ ビコ		理工・53物 ブツ

						〃				松　尾　正　紀 マツ オ セイ オサム		農学・43農

						理事　 リ コト		事務局長　　		平　野　禎　亮 ヒラ ノ テイ リョウ		教育・50小 キョウ イク ショウ

						顧問 カエリミ トイ				久　間　善　郎 ヒサシ アイダ ゼン ロウ		文理・37法 ブンリ ホウ
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						〃　 　		〃		八　谷　浩　司 ハチ ヤ ヒロシ ツカサ		経済・61管 ケイザイ カン

						〃　 　		〃		古　島　智　恵 コ シマ メグミ		医学・H11看

						〃　 　		〃		米　満　　　潔		理工・60化

						〃　 　　		〃		田　中　宗　浩		農学・H4生

						〃　　　　		学生支援部　 ブ		中　島　範　子		文教・H13学

						〃　 　　　		〃		木　塚　徳　男 キ ツカ トク オトコ		経済・60経 ケイザイ ケイ

						〃　 　　　		〃		市　場　正　良		医学・61医

						〃　 　　　		〃		池　上　康　之 イケ ウエ ヤスシ コレ		理工・62生機 リコウ ショウ キ

						〃　 		〃		溝　口　宜　彦　 ミゾ クチ ギ ヒコ		農学・56農  ノウ

						〃　 		支部強化部		堤　　　公　一		教育・H6小

						〃　 　　　		〃		西　川　末　実 ニシ カワ スエ ジツ		経済・53経 ケイザイ ケイ

						〃　 　　　		〃		真　鍋　靖　史 シン ナベ ヤスシ シ		医学・H10医

						〃　 　　		〃		吉　賀　豊　司 キチ ガ ユタ シ		農学・H2園 ノウガク エン

						監事 ラン コト				大　庭　敏　伸 ダイ ニワ ビン シン		教育・36中

						〃　				福　母　祐　二 フク ボ ユウ ニ		経済・H2経営 ケイザイ ケイエイ

						〃				吉　岡　めぐみ キチ オカ		医学・H12看 カン

						〃				椿　　　忠　彦 ツバキ チュウ ビコ		理工・53物 ブツ

						〃				松　尾　正　紀 マツ オ セイ オサム		農学・43農

						理事　 　 リジ		事務局長　　		平　野　禎　亮 ヒラ ノ テイ リョウ		教育・50小 キョウ イク ショウ

						顧問 カエリミ トイ				久　間　善　郎 ヒサシ アイダ ゼン ロウ		文理・37法 ブンリ ホウ







平成28年度事業報告 

1）会運営及び会員の親睦推進 

 医学科 (S59～H28) 3126名 

  看護学科(H9～H28) 1355名 

 合計    4481名 

 常任幹事会開催(2回) 

 幹事会開催(2回) 

 

2）総会、講演会、懇親会の開催 

 平成28年8月27日(土) 

 講演者 医学科2期 松尾 宗明先生 

     看護学科5期 高山 智美さん 

 

3）会報34号の発行 

 今後の会報のあり方検討 

 会報編集委員会 

 

4）学生活動援助 

 学術振興、海外研修支援、 

 大学祭、全医体等 

 

5）本学同窓会への協力 

 佐賀県内地区会、全国支部会、 

 定例役員会、代表役員会等 

 

6）寄付活動の継続 

 佐賀大学美術館、校友会等 

 

7）支部活動 

 熊本支部援助、他支部の立ち上げ 

 

8）その他 

 学年同窓会活性化補助、同窓生支援事業 

 



平成28年度会計報告 

  

収入の部 H27年度決算 28年度予算(案) H28年度決算

1,329,451 3,816,440 3,816,440

3,190,490 3,226,000 2,813,386

既卒者 1,397,490 1,400,000 1,042,386

新入学生 1,793,000 1,826,000 1,771,000

515,548 515,600 655,343

広告料 440,000 440,000 580,000 2万円×29社

校友会（部活動助成） 0 0 0

全学同窓会(大学祭） 75,000 75,000 75,000

利息 548 600 343

収入合計（会費+その他計） 3,706,038 3,741,600 3,468,729

5,035,489 7,558,040 7,285,169

繰越計

会費計

その他計

　

　

既卒者72名

2.2万円×新入生161名×50％

　

大学祭未開催(全学からの大学祭助成はあり

通常会計

摘　　　　　　要

収入総合計（繰越計+会費+その他計）

H28年度より佐賀銀行+佐賀共栄銀行を使用
H28年度は前年度繰越+移行分3,399,937円

支出の部 H27年度決算 H28年度予算 H28年度決算

会報費 2,169,779 2,000,000 2,440,978

調査費 182,667 2,000,000 182,238

印刷製本発送費 1,698,680 1,893,354

広告案内・手続き 78,650

消費税 110,507 132,339

切手代 177,385 152,993

振込料 540 1,404

総会費 250,562 250,600 220,000

演者交通費謝金 150,000 150,000 120,000

懇親会補助 100,000 100,000 100,000

雑費 562 600 0

手数料 0 0 0

150,954 200,000 129,025

事務局費 535,459 575,000 488,997

人件費等 85,850 100,000 60,350

事務費 12,814 15,000 32,073

郵送料 56,105 60,000 54,964

会議費 338,570 350,000 326,650

交通費 42,120 50,000 14,960

学生等活動援助費 975,292 1,255,500 1,038,532

学術振興 750,000 750,000 750,000

海外研修奨励金 220,000 300,000 280,000

大学祭 0 0 0

部活動 0 200,000 0

振込料 5,292 5,500 8,532

大学援助 150,000 150,000 150,000

オープンキャンパス 150,000 150,000 150,000

予備費 386,940 3,126,940 92,430

同窓生支援 300,000 0 0

会員会費名簿システム作成 86,400 0 0

佐大同窓会Webサイト製作費 0 0 92,430

振込料 540 0 0

その他 3,126,940 0

合計 4,618,986 7,558,040 4,559,962

-912,948 -1,091,233

416,503 2,725,207

積立会計

H27年度決算 H28年度予算 H28年度決算 備　考

①佐賀銀行定期 3,081,338 3,081,338 3,081,992

②佐賀共栄銀行 1,731,562 0 0 H28年度より通常会計へ移行

③ゆうちょ定額 7,000,000 7,000,000 7,000,000

11,812,900 10,081,338 10,081,992

　

差し引き
当該年度のみの繰越分

前年度繰越分+当該年度繰越分

合　　　計

同窓会入会手続き送付用封筒

後納、会報戻りの再発送を含む

医学科450,000円、看護学科300,000円

H28年度実績14名

開催なし

各学部、支部会等の祝儀を含む

事務局員費

旭出版(発送費は全学同窓会で負担）

学年同窓会活性化補助費
 


H27決算書 H28予算案





				通常会計



				収入の部 シュウニュウ ブ								H27年度決算 ネンド ケッサン		28年度予算(案)		H28年度決算 ネンド ケッサン		摘　　　　　　要 チャク ヨウ

						繰越計 クリコシ ケイ						1,329,451		3,816,440		3,816,440		H28年度より佐賀銀行+佐賀共栄銀行を使用
H28年度は前年度繰越+移行分3,399,937円 ネンド サガ ギンコウ サガ キョウエイ ギンコウ シヨウ ネンド ゼンネンド ク コ イコウ ブン エン

						会費計 カイヒ ケイ						3,190,490		3,226,000		2,813,386

						　				既卒者 キソツ シャ		1,397,490		1,400,000		1,042,386		既卒者72名 キソツ シャ メイ

										新入学生 シン ニュウ ガクセイ		1,793,000		1,826,000		1,771,000		2.2万円×新入生161名×50％ マン エン シンニュウセイ メイ

						その他計 タ ケイ						515,548		515,600		655,343		　

						　				広告料 コウコクリョウ		440,000		440,000		580,000		2万円×29社 マンエン シャ

										校友会（部活動助成） コウユウ カイ ブカツドウ ジョセイ		0		0		0

										全学同窓会(大学祭） ゼンガク ドウソウカイ ダイガクサイ		75,000		75,000		75,000		大学祭未開催(全学からの大学祭助成はあり) ダイガク サイ ミカイサイ ゼン ガク ダイガクサイ ジョセイ

										利息 リソク		548		600		343

						収入合計（会費+その他計） シュウニュウ ゴウケイ カイヒ タ ケイ						3,706,038		3,741,600		3,468,729

						収入総合計（繰越計+会費+その他計） シュウニュウ ソウ ゴウケイ クリコシ ケイ カイヒ タ ケイ						5,035,489		7,558,040		7,285,169



				支出の部 シシュツ ブ								H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度予算 ネンド ヨサン		H28年度決算 ケッサン

						会報費 カイホウ ヒ						2,169,779		2,000,000		2,440,978

										調査費 チョウサヒ		182,667		2,000,000		182,238		旭出版(発送費は全学同窓会で負担） アサヒ シュッパン ハッソウ ヒ ゼンガク ドウソウカイ フタン

										印刷製本発送費 インサツ セイホン ハッソウ ヒ		1,698,680				1,893,354

										広告案内・手続き コウコク アンナイ テツヅ						78,650

										消費税 ショウヒゼイ		110,507				132,339

										切手代 キッテ ダイ		177,385				152,993

										振込料 フリコミ リョウ		540				1,404



						総会費 ソウカイ ヒ						250,562		250,600		220,000

										演者交通費謝金 エンジャ コウツウ ヒ シャキン		150,000		150,000		120,000

										懇親会補助 コンシン カイ ホジョ		100,000		100,000		100,000

										雑費 ザッピ		562		600		0

										手数料 テスウリョウ		0		0		0



						学年同窓会活性化補助費 ガクネン ドウソウカイ カッセイカ ホジョ ヒ						150,954		200,000		129,025



						事務局費 ジムキョク ヒ						535,459		575,000		488,997

										人件費等 ジンケンヒトウ		85,850		100,000		60,350		事務局員費 ジムキョク イン ヒ

										事務費 ジムヒ		12,814		15,000		32,073		同窓会入会手続き送付用封筒 ドウソウカイ ニュウカイ テツヅ ソウフ ヨウ フウトウ

										郵送料 ユウソウ リョウ		56,105		60,000		54,964		後納、会報戻りの再発送を含む コウノウ カイホウ モド サイハッソウ フク

										会議費 カイギヒ		338,570		350,000		326,650		各学部、支部会等の祝儀を含む カクガクブ シブ カイ トウ シュウギ フク

										交通費 コウツウヒ		42,120		50,000		14,960



						学生等活動援助費 ガクセイトウ カツドウ エンジョ ヒ						975,292		1,255,500		1,038,532

										学術振興 ガクジュツ シンコウ		750,000		750,000		750,000		医学科450,000円、看護学科300,000円 イガク カ エン カンゴ ガッカ エン

										海外研修奨励金 カイガイ ケンシュウ ショウレイキン		220,000		300,000		280,000		H28年度実績14名 ネンド ジッセキ メイ

										大学祭 ダイガクサイ		0		0		0		開催なし カイサイ

										部活動 ブカツドウ		0		200,000		0

										振込料 フリコミ リョウ		5,292		5,500		8,532



						大学援助 ダイガク エンジョ						150,000		150,000		150,000

										オープンキャンパス		150,000		150,000		150,000



						予備費 ヨビヒ						386,940		3,126,940		92,430

						　				同窓生支援 ドウソウセイ シエン		300,000		0		0

										会員会費名簿システム作成 カイイン カイヒ メイボ サクセイ		86,400		0		0

										佐大同窓会Webサイト製作費 サ ダイ ドウソウカイ セイサクヒ		0		0		92,430

										振込料 フリコミ リョウ		540		0		0

										その他 タ				3,126,940		0



						合計 ゴウケイ						4,618,986		7,558,040		4,559,962



						差し引き サ ヒ				当該年度のみの繰越分 トウガイ ネンド クリコシ ブン				-3,816,440				0

										前年度繰越分+当該年度繰越分 ゼンネンド クリコシ ブン トウガイ ネンド クリコシ ブン				0				0



						積立会計 ツミタテ カイケイ

														H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度予算 ネンド ヨサン		H28年度決算 ネン ド ケッサン		備　考 ソノオ コウ

										①佐賀銀行定期 サガ ギンコウ テイキ				3,081,338		3,081,338		3,081,992

										②佐賀共栄銀行 サガ キョウエイ ギンコウ				1,731,562		0		0		H28年度より通常会計へ移行 ネンド ツウジョウ カイケイ イコウ

										③ゆうちょ定額 テイガク				7,000,000		7,000,000		7,000,000

										合　　　計 ゴウ ケイ				11,812,900		10,081,338		10,081,992





										　








H27決算書 H28予算案





				通常会計



				収入の部 シュウニュウ ブ								H27年度決算 ネンド ケッサン		28年度予算(案)		H28年度決算 ネンド ケッサン		摘　　　　　　要 チャク ヨウ

						繰越計 クリコシ ケイ						1,329,451		3,816,440		3,816,440		H28年度より佐賀銀行+佐賀共栄銀行を使用
H28年度は前年度繰越+移行分3,399,937円 ネンド サガ ギンコウ サガ キョウエイ ギンコウ シヨウ ネンド ゼンネンド ク コ イコウ ブン エン

						会費計 カイヒ ケイ						3,190,490		3,226,000		2,813,386

						　				既卒者 キソツ シャ		1,397,490		1,400,000		1,042,386		既卒者72名 キソツ シャ メイ

										新入学生 シン ニュウ ガクセイ		1,793,000		1,826,000		1,771,000		2.2万円×新入生161名×50％ マン エン シンニュウセイ メイ

						その他計 タ ケイ						515,548		515,600		655,343		　

						　				広告料 コウコクリョウ		440,000		440,000		580,000		2万円×29社 マンエン シャ

										校友会（部活動助成） コウユウ カイ ブカツドウ ジョセイ		0		0		0

										全学同窓会(大学祭） ゼンガク ドウソウカイ ダイガクサイ		75,000		75,000		75,000		大学祭未開催(全学からの大学祭助成はあり) ダイガク サイ ミカイサイ ゼン ガク ダイガクサイ ジョセイ

										利息 リソク		548		600		343

						収入合計（会費+その他計） シュウニュウ ゴウケイ カイヒ タ ケイ						3,706,038		3,741,600		3,468,729

						収入総合計（繰越計+会費+その他計） シュウニュウ ソウ ゴウケイ クリコシ ケイ カイヒ タ ケイ						5,035,489		7,558,040		7,285,169







				支出の部 シシュツ ブ								H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度予算 ネンド ヨサン		H28年度決算 ケッサン

						会報費 カイホウ ヒ						2,169,779		2,000,000		2,440,978

										調査費 チョウサヒ		182,667		2,000,000		182,238		旭出版(発送費は全学同窓会で負担） アサヒ シュッパン ハッソウ ヒ ゼンガク ドウソウカイ フタン

										印刷製本発送費 インサツ セイホン ハッソウ ヒ		1,698,680				1,893,354

										広告案内・手続き コウコク アンナイ テツヅ						78,650

										消費税 ショウヒゼイ		110,507				132,339

										切手代 キッテ ダイ		177,385				152,993

										振込料 フリコミ リョウ		540				1,404



						総会費 ソウカイ ヒ						250,562		250,600		220,000

										演者交通費謝金 エンジャ コウツウ ヒ シャキン		150,000		150,000		120,000

										懇親会補助 コンシン カイ ホジョ		100,000		100,000		100,000

										雑費 ザッピ		562		600		0

										手数料 テスウリョウ		0		0		0



						学年同窓会活性化補助費 ガクネン ドウソウカイ カッセイカ ホジョ ヒ						150,954		200,000		129,025



						事務局費 ジムキョク ヒ						535,459		575,000		488,997

										人件費等 ジンケンヒトウ		85,850		100,000		60,350		事務局員費 ジムキョク イン ヒ

										事務費 ジムヒ		12,814		15,000		32,073		同窓会入会手続き送付用封筒 ドウソウカイ ニュウカイ テツヅ ソウフ ヨウ フウトウ

										郵送料 ユウソウ リョウ		56,105		60,000		54,964		後納、会報戻りの再発送を含む コウノウ カイホウ モド サイハッソウ フク

										会議費 カイギヒ		338,570		350,000		326,650		各学部、支部会等の祝儀を含む カクガクブ シブ カイ トウ シュウギ フク

										交通費 コウツウヒ		42,120		50,000		14,960



						学生等活動援助費 ガクセイトウ カツドウ エンジョ ヒ						975,292		1,255,500		1,038,532

										学術振興 ガクジュツ シンコウ		750,000		750,000		750,000		医学科450,000円、看護学科300,000円 イガク カ エン カンゴ ガッカ エン

										海外研修奨励金 カイガイ ケンシュウ ショウレイキン		220,000		300,000		280,000		H28年度実績14名 ネンド ジッセキ メイ

										大学祭 ダイガクサイ		0		0		0		開催なし カイサイ

										部活動 ブカツドウ		0		200,000		0

										振込料 フリコミ リョウ		5,292		5,500		8,532



						大学援助 ダイガク エンジョ						150,000		150,000		150,000

										オープンキャンパス		150,000		150,000		150,000



						予備費 ヨビヒ						386,940		3,126,940		92,430

						　				同窓生支援 ドウソウセイ シエン		300,000		0		0

										会員会費名簿システム作成 カイイン カイヒ メイボ サクセイ		86,400		0		0

										佐大同窓会Webサイト製作費 サ ダイ ドウソウカイ セイサクヒ		0		0		92,430

										振込料 フリコミ リョウ		540		0		0

										その他 タ				3,126,940		0



						合計 ゴウケイ						4,618,986		7,558,040		4,559,962



						差し引き サ ヒ				当該年度のみの繰越分 トウガイ ネンド クリコシ ブン				-912,948				-1,091,233

										前年度繰越分+当該年度繰越分 ゼンネンド クリコシ ブン トウガイ ネンド クリコシ ブン				416,503				2,725,207



						積立会計 ツミタテ カイケイ

														H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度予算 ネンド ヨサン		H28年度決算 ネン ド ケッサン		備　考 ソノオ コウ

										①佐賀銀行定期 サガ ギンコウ テイキ				3,081,338		3,081,338		3,081,992

										②佐賀共栄銀行 サガ キョウエイ ギンコウ				1,731,562		0		0		H28年度より通常会計へ移行 ネンド ツウジョウ カイケイ イコウ

										③ゆうちょ定額 テイガク				7,000,000		7,000,000		7,000,000

										合　　　計 ゴウ ケイ				11,812,900		10,081,338		10,081,992





										　









平成29年度事業計画案 
 

1）会運営及び会員の親睦推進 

 医学科 (S59～H29) 3233名 

 看護学科(H9～H29) 1413名 

 計     4646名 

 常任幹事会開催(2回) 

 幹事会開催(2回) 

 

2）総会、講演会、懇親会の開催 

 平成29年7月15日(土) 

 講演者 医学科1期生 末岡 榮三郎先生 

     看護学科3期生 永渕 美樹さん 

 

3）会報35号の発行 

 今後の会報のあり方検討 

 会報編集委員会 

 ホームページへの転載等 

 

 

 

 

4）学生活動援助 

 学術振興、海外研修支援、 

 大学祭、全医体等 

 

5）本学同窓会への協力 

 佐賀県内地区会、全国支部会、 

 定例役員会、代表役員会等 

 

6）寄付活動の継続 

 佐賀大学、佐賀大学美術館、校友会等 

 

7）支部活動 

 熊本支部援助、他支部の立ち上げ 

 

8）その他 

 学年同窓会活性化補助、同窓生支援事業 

    終身会員証の作成 

   Facebook及びホームページの充実化 



平成29年度予算案 

   

支出の部 H27年度決算 H28年度決算 H29年度予算（案）

会報費 2,169,779 2,440,978 2,359,400

調査費 182,667 182,238

印刷製本発送費 1,698,680 1,893,354

広告案内・手続き 0 78,650

消費税 110,507 132,339

切手代 177,385 152,993

振込料 540 1,404

総会費 250,562 220,000 220,000

演者交通費謝金 150,000 120,000 120,000

懇親会補助 100,000 100,000 100,000

雑費 562 0 0

手数料 0 0 0

150,954 129,025 200,000

事務局費 535,459 488,997 590,000

人件費等 85,850 60,350 100,000

事務費 12,814 32,073 30,000

郵送料 56,105 54,964 60,000

会議費 338,570 326,650 350,000

交通費 42,120 14,960 50,000

学生等活動援助費 975,292 1,038,532 1,058,000

学術振興 750,000 750,000 750,000

海外研修奨励金 220,000 280,000 300,000

大学祭 0 0 0

部活動 0 0 0

振込料 5,292 8,532 8,000

大学援助 150,000 150,000 150,000

オープンキャンパス 150,000 150,000 150,000

予備費 386,940 92,430 2,003,207

同窓生支援 300,000 0 0

会員会費名簿システム作成 86,400 0 0

佐大同窓会Webサイト製作費 92,430 0

振込料 540 0 0 　

その他 0 0 2,003,207

合計 4,618,986 4,559,962 6,580,607

-912,948 -1,091,233

416,503 2,725,207

H27年度決算 H28年度決算 H29年度予算（案）

3,081,338 3,081,992 3,081,338

②佐賀共栄銀行 1,731,562 0 0 H28年度より通常会計へ移行

③ゆうちょ定額 7,000,000 7,000,000 7,000,000

11,812,900 10,081,992 10,081,338

備　考

同窓会入会手続き送付用封筒

医学科450,000円、看護学科300,000円

各学部、祝賀会等の祝儀を含む

後納、会報戻りの再発送を含む

積立会計

差し引き

事務局員費

H29年度より大同印刷へ変更（カラー印刷）

学年同窓会活性化補助費

①佐賀銀行定期

合　　　計

熊本支部会旅費を含む

当該年度のみの繰越分

前年度繰越分+当該年度繰越

収入の部 H27年度決算 H28年度決算 H29年度予算（案）

1,329,451 3,816,440 2,725,207

3,190,490 2,813,386 3,200,000

　 既卒者 1,397,490 1,042,386 1,400,000

　 新入学生 1,793,000 1,771,000 1,800,000

　 515,548 655,343 655,400

　 広告料 440,000 580,000 580,000 2万円×29社

校友会（部活動助成） 0 0 0

　 全学同窓会(大学祭） 75,000 75,000 75,000

　 利息 548 343 400

収入合計（会費+その他計） 3,706,038 3,468,729 3,855,400

5,035,489 7,285,169 6,580,607

摘　　　　　　要

繰越計
H28年度より佐賀銀行+佐賀共栄銀行を使用
H28年度は前年度繰越+移行分3,399,937円

会費計

2.2万円×新入生163名×50％

その他計 　

大学祭未開催(全学からの大学祭助成はあり)

収入総合計（繰越計+会費+その他計）

通常会計
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		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　会計予算(案)　　　　　　　　　　　　資料9 ヘイセイ ネン ド カイケイ ヨサン アン シリョウ



		通常会計

		収入の部 シュウニュウ ブ								H26年度決算 ネンド ケッサン		H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度予算(案) ネンド ヨサン アン		摘　　　　要 チャク ヨウ

				繰越計 クリコシ ケイ						1,329,451		3,816,440		2,725,207		 H28年度より佐賀銀行+佐賀共栄銀行を使用 ネンド サガ ギンコウ サガ キョウエイ ギンコウ シヨウ

				会費計 カイヒ ケイ						3,190,490		2,813,386		3,200,000

				　				既卒者 キソツ シャ		1,397,490		1,042,386		1,400,000		 140名/575名：医13,18,23,28 看5,10,15+他未納分 メイ メイ イ ミ ホカ ミノウ ブン

								新入学生 シン ニュウ ガクセイ		1,793,000		1,771,000		1,800,000		 2.2万円×新入生166名×50％ マン エン シンニュウセイ メイ

				その他計 タ ケイ				　		515,548		655,343		655,400		　

				　				広告料 コウコクリョウ		440,000		580,000		580,000		 2万円×22社 マンエン シャ

								校友会（部活動助成） コウユウ カイ ブカツドウ ジョセイ		0		0		0

								全学同窓会(大学祭） ゼンガク ドウソウカイ ダイガクサイ		75,000		75,000		75,000		大学祭未開催(全学からの大学祭助成はあり) ダイガク サイ ミカイサイ ゼン ガク ダイガクサイ ジョセイ

								利息 リソク		548		343		400

				収入合計（会費+その他計） シュウニュウ ゴウケイ カイヒ タ ケイ						3,706,038		3,468,729		3,855,400

				収入総合計（繰越計+会費+その他計） シュウニュウ ソウ ゴウケイ クリコシ ケイ カイヒ タ ケイ						5,035,489		7,285,169		6,580,607



		支出の部 シシュツ ブ								H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度決算 ケッサン		H29年度予算（案） ヨサン アン

				会報費 カイホウ ヒ						2,169,779		2,440,978		2,359,400

								調査費 チョウサヒ		182,667		182,238				H29年度より大同印刷へ変更（カラー印刷） ネンド ダイドウ インサツ ヘンコウ インサツ

								印刷製本発送費 インサツ セイホン ハッソウ ヒ		1,698,680		1,893,354

								広告案内・手続き コウコク アンナイ テツヅ		0		78,650

								消費税 ショウヒゼイ		110,507		132,339

								切手代 キッテ ダイ		177,385		152,993

								振込料 フリコミ リョウ		540		1,404



				総会費 ソウカイ ヒ						250,562		220,000		220,000

								演者交通費謝金 エンジャ コウツウ ヒ シャキン		150,000		120,000		120,000

								懇親会補助 コンシン カイ ホジョ		100,000		100,000		100,000

								雑費 ザッピ		562		0		0

								手数料 テスウリョウ		0		0		0



				学年同窓会活性化補助費 ガクネン ドウソウカイ カッセイカ ホジョ ヒ						150,954		129,025		200,000



				事務局費 ジムキョク ヒ						535,459		488,997		590,000

								人件費等 ジンケンヒトウ		85,850		60,350		100,000		事務局員費 ジムキョク イン ヒ

								事務費 ジムヒ		12,814		32,073		30,000		同窓会入会手続き送付用封筒 ドウソウカイ ニュウカイ テツヅ ソウフ ヨウ フウトウ

								郵送料 ユウソウ リョウ		56,105		54,964		60,000		後納、会報戻りの再発送を含む コウノウ カイホウ モド サイハッソウ フク

								会議費 カイギヒ		338,570		326,650		350,000		各学部、祝賀会等の祝儀を含む カクガクブ シュクガカイ トウ シュウギ フク

								交通費 コウツウヒ		42,120		14,960		50,000		熊本支部会旅費を含む クマモト シブ カイ リョヒ フク



				学生等活動援助費 ガクセイトウ カツドウ エンジョ ヒ						975,292		1,038,532		1,058,000

								学術振興 ガクジュツ シンコウ		750,000		750,000		750,000		医学科450,000円、看護学科300,000円 イガク カ エン カンゴ ガッカ エン

								海外研修奨励金 カイガイ ケンシュウ ショウレイキン		220,000		280,000		300,000

								大学祭 ダイガクサイ		0		0		0

								部活動 ブカツドウ		0		0		0

								振込料 フリコミ リョウ		5,292		8,532		8,000



				大学援助 ダイガク エンジョ						150,000		150,000		150,000

								オープンキャンパス		150,000		150,000		150,000



				予備費 ヨビヒ						386,940		92,430		2,003,207

								同窓生支援 ドウソウセイ シエン		300,000		0		0

								会員会費名簿システム作成 カイイン カイヒ メイボ サクセイ		86,400		0		0

								佐大同窓会Webサイト製作費 サ ダイ ドウソウカイ セイサクヒ				92,430		0

								振込料 フリコミ リョウ		540		0		0		　

								その他 タ		0		0		2,003,207



				合計 ゴウケイ						4,618,986		4,559,962		6,580,607



		差し引き サ ヒ				当該年度のみの繰越分 トウガイ ネンド クリコシ ブン				-912,948		-1,091,233

						前年度繰越分+当該年度繰越分 ゼンネンド クリコシ ブン トウガイ ネンド クリコシ ブン				416,503		2,725,207





		積立会計 ツミタテ カイケイ

										H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度決算 ネン ド ケッサン		H29年度予算（案） ネンド ヨサン アン		備　考 ソノオ コウ

						①佐賀銀行定期 サガ ギンコウ テイキ				3,081,338		3,081,992		3,081,338

						②佐賀共栄銀行 サガ キョウエイ ギンコウ				1,731,562		0		0		H28年度より通常会計へ移行 ネンド ツウジョウ カイケイ イコウ

						③ゆうちょ定額 テイガク				7,000,000		7,000,000		7,000,000

						合　　　計 ゴウ ケイ				11,812,900		10,081,992		10,081,338
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		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　会計予算(案)　　　　　　　　　　　　資料9 ヘイセイ ネン ド カイケイ ヨサン アン シリョウ



		通常会計

		収入の部 シュウニュウ ブ								H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度決算 ネンド ケッサン		H29年度予算（案） ネンド ヨサン アン		摘　　　　　　要 チャク ヨウ

				繰越計 クリコシ ケイ						1,329,451		3,816,440		2,725,207		H28年度より佐賀銀行+佐賀共栄銀行を使用
H28年度は前年度繰越+移行分3,399,937円 ネンド サガ ギンコウ サガ キョウエイ ギンコウ シヨウ ネンド ゼンネンド ク コ イコウ ブン エン

				会費計 カイヒ ケイ						3,190,490		2,813,386		3,200,000

				　				既卒者 キソツ シャ		1,397,490		1,042,386		1,400,000

				　				新入学生 シン ニュウ ガクセイ		1,793,000		1,771,000		1,800,000		2.2万円×新入生163名×50％ マン エン シンニュウセイ メイ

				その他計 タ ケイ				　		515,548		655,343		655,400		　

				　				広告料 コウコクリョウ		440,000		580,000		580,000		2万円×29社 マンエン シャ

								校友会（部活動助成） コウユウ カイ ブカツドウ ジョセイ		0		0		0

				　				全学同窓会(大学祭） ゼンガク ドウソウカイ ダイガクサイ		75,000		75,000		75,000		大学祭未開催(全学からの大学祭助成はあり) ダイガク サイ ミカイサイ ゼン ガク ダイガクサイ ジョセイ

				　				利息 リソク		548		343		400

				収入合計（会費+その他計） シュウニュウ ゴウケイ カイヒ タ ケイ						3,706,038		3,468,729		3,855,400

				収入総合計（繰越計+会費+その他計） シュウニュウ ソウ ゴウケイ クリコシ ケイ カイヒ タ ケイ						5,035,489		7,285,169		6,580,607



		支出の部 シシュツ ブ								H26年度決算 ネンド ケッサン		H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度予算(案) ネンド ヨサン アン		摘　　　　要 チャク ヨウ

				会報費 カイホウ ヒ						2,052,869		2,169,779		2,000,000

								調査費 チョウサヒ		2,052,869		2,169,779		2,000,000		 旭出版(発送費は全学同窓会で負担） アサヒ シュッパン ハッソウ ヒ ゼンガク ドウソウカイ フタン

								印刷製本発送費 インサツ セイホン ハッソウ ヒ

								消費税 ショウヒゼイ

								切手代 キッテ ダイ

								振込料 フリコミ リョウ



				総会費 ソウカイ ヒ						320,000		250,562		250,600

								演者交通費謝金 エンジャ コウツウ ヒ シャキン		220,000		150,000		150,000

								懇親会補助 コンシン カイ ホジョ		100,000		100,000		100,000

								雑費 ザッピ				562		600

								手数料 テスウリョウ		0		0		0



				学年同窓会活性化補助費 ガクネン ドウソウカイ カッセイカ ホジョ ヒ						78,687		150,954		200,000



				事務局費 ジムキョク ヒ						303,295		535,459		575,000

								人件費等 ジンケンヒトウ		50,000		85,850		100,000		 事務局員費 ジムキョク イン ヒ

								事務費 ジムヒ		4,211		12,814		15,000		 同窓会入会手続き送付用封筒 ドウソウカイ ニュウカイ テツヅ ソウフ ヨウ フウトウ

								郵送料 ユウソウ リョウ		56,134		56,105		60,000		 後納、会報戻りの再発送を含む コウノウ カイホウ モド サイハッソウ フク

								会議費 カイギヒ		153,170		338,570		350,000		 各学部、祝賀会等の祝儀を含む カクガクブ シュクガカイ トウ シュウギ フク

								交通費 コウツウヒ		39,780		42,120		50,000		 熊本支部会旅費を含む クマモト シブ カイ リョヒ フク



				学生等活動援助費 ガクセイトウ カツドウ エンジョ ヒ						1,014,374		975,292		1,255,500

								学術振興 ガクジュツ シンコウ		750,000		750,000		750,000

								海外研修奨励金 カイガイ ケンシュウ ショウレイキン		263,294		220,000		300,000

								大学祭 ダイガクサイ		0		0		0

								部活動 ブカツドウ		0		0		200,000

								振込料 フリコミ リョウ		1,080		5,292		5,500



				大学援助 ダイガク エンジョ						150,000		150,000		150,000

								オープンキャンパス		150,000		150,000		150,000



				予備費 ヨビヒ						0		386,940		3,126,940

								同窓生支援 ドウソウセイ シエン		0		300,000		0

								会員会費名簿システム作成 カイイン カイヒ メイボ サクセイ		0		86,400		0

								振込料 フリコミ リョウ		0		540		0		　

								その他 タ		0		0		3,126,940



				合計 ゴウケイ						3,919,225		4,618,986		7,558,040



		差し引き サ ヒ						繰越分 クリコシ ブン		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		積立会計 ツミタテ カイケイ								H26年度決算 ネンド ケッサン		H27年度決算 ネンド ケッサン		H28年度予算(案) ネンド ヨサン アン		備　     考 ソノオ コウ

				①佐賀銀行定期 サガ ギンコウ テイキ						3,080,108		3,081,338		3,081,338

				②佐賀共栄銀行 サガ キョウエイ ギンコウ						3,400,567		1,731,562		0		 H28年度より通常会計へ移行 ネンド ツウジョウ カイケイ イコウ

				③ゆうちょ定額 テイガク						7,000,000		7,000,000		7,000,000

				合　　　計 ゴウ ケイ						13,480,675		11,812,900		10,081,338













検討事項１（特別会員および大学院生の扱い） 
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• 佐賀医科大学および佐賀大学医学部卒業生ではない佐賀大学医学部
教授は、退官後に本人の希望があれば特別会員となることができる。 
この場合、会費納入は免除とする。ただし、寄附の申し出がある場合は
受け付ける。 

 

• 佐賀医科大学および佐賀大学医学部卒業生ではない佐賀大学医学部
教授は、本人の希望があれば会費納入後に特別会員になることができ
る。会費は正会員に準ずる。 

  
• 佐賀大学医学部出身ではない佐賀大学医学部大学院生は、本人の希

望があれば会費納入後に正会員になることができる。会費は正会員に
準ずる。 

  
• 佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会会則の第7章・附則の第21条に

追加する予定であり、今年の総会で決定する。 
 



検討事項２（会報における卒業年度の記載） 
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提案： 
卒業したあと、６月に配布する住所調べ・総会の案内に、会報の掲載年度は、
「本人の希望で卒業年度か入学年度かを選択可能」とする 
 
背景： 
元々、卒業延期になった同窓生より、名簿は入学年度に入れてもらわないと、
忘れ去られてします、という声があった。しかし、同窓会の性質上、卒業年度に
入れて、その意見は断っていた。 
過日、１７期生のなかで、半年延期をして９月卒業となった人が６名いることが
判明。１８期生のところではなく、１７期生のところに、入れて欲しいという要望
があり。 
他に、近年学生の留年率が増加しており、どの学年の名簿に入れて欲しいか
というのは、留年の時期にも寄って変わってくる。 
同窓生の心情を考慮すると、会費の徴収は卒業年度に応じて行い、会報は希
望の場所に掲載してあげたい。（しかし、その場合でも、名前の横に（＊：他年
度卒）または（◯年卒）などの但書は必要かと思う。 



佐賀大学同窓会 
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• 佐賀大学同窓会は、医学部を含む5学部の
同窓会で構成されています。 
 

• 皆さんは、佐賀大学同窓会の会員であるとと
もに、佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会
の会員でもあります。 



同窓会長賞 
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• 一昨年度より新設され、卒業時に授与される。 
 

• 社会活動、課外活動、学術研究活動において
地域貢献が顕著であった卒業生に贈られる。 
 

• 各学部から、卒業生1名ないし1グループに授
与される。 



医学部同窓会の主な活動 
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• 医学部同窓会総会の開催 
• 医学部同窓会報の発行 
• 医学部同窓会のホームページ、Facebook開設 
• 同窓会の支部活動 
• 同窓会長賞の授与 
• 学生の海外研修補助 
• 学生の国家試験対策補助 
• その他 
 



海外研修補助 
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• 学生時代に海外での研修を行う場合に同窓会が
援助を行うものです。 
 

• ハワイ大学のワークショップには例年多くの学生
が参加しています。 
 

• ヨーロッパやアジアの病院で研修を行うケースも
増えてきています。 

 



国家試験対対策 
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• 国家試験向けのネット配信講座の援助 
 

• 模擬試験の費用補助 
 

• 国家試験期間の宿泊・交通費の補助 



それ以外の主な事業 
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• 全国医科学生体育大会出場時の補助 
 

• 卒業後の一時的な問題での経済的な支援 
 

• 卒業後の学年同窓会活性化補助 



会費納入 

19 

• 卒業後10年間分の会費2万円を、入学時に納
めて頂きます。 
 

• 卒業後11年以降は、5年毎に1万円を納入 
 して頂きます。 

 

• 卒業後に5万円（25年分）の会費を一括納入さ
れた方は、以降の会費納入はなく、終身会員
となります。 



事務局 
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• 佐賀大学の本庄キャンパス内にある、佐
賀大学同窓会事務局となります。 

 

• いろいろな相談事や住所変更などは、い
つでも直接佐賀大学同窓会事務局にメー
ル（dousoukai@sadai.jp）や電話 

  （0952−23−1253）でご連絡ください。 

 

• 専任の職員が対応いたします。 

 
 



Facebook 
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医学部同窓会の現状や連絡事項に関しまし

ては、佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓

会のFacebookにアップするようにしておりま

すので、できるだけ多くの会員の方々にアク

セスして閲覧して頂き、ご意見を頂けますと

嬉しいです。  
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今後とも 

同窓会活動に、ご理解とご協力の程を 

何卒宜しくお願いいたします。 



講演会 
医学科 

末岡 榮三郎 先生 

（佐賀大学医学部臨床検査医学講座・教授） 

   「古い医者が挑戦する個別化医療と医療 
                    ICTの融合～地域連携と人工知能の活用」 

 

看護学科 

永渕 美樹 先生 

（佐賀大学医学部附属病院・慢性疾患看護 CNS） 

  「これからの看護へ求められるものは？   

         ～自称フリーター看護師の活動から」 
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懇親会 

開催場所 ： 学生食堂 

 

開催時間 ： 17時30分〜19時00分 

 

同窓生の皆さんのご参加をお願いいたします。 
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