
資料1-1

役　職 担当 　氏　 　　名 学部卒年学科

 会　長 佐賀大学同窓会 川　副 操 農学・44農土

 副会長 有  朋  会 山　田　直　行 教育・47美

副会長 芸術地域デザイン学部同窓会 石　丸　圭　汰 芸地・R2芸

 副会長 楠葉同窓会  江　口　洋　一 経済・49経

 副会長
佐賀医科大学・佐賀大学医学部

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 水　田　和　彦 農学・51農土

 理事長 庶 務 部 長 ○市　場　正　良 医学・61医

 副理事長 会報発行部長 森　田 昭 農学・52農学

　〃 情報管理部長 ○山　中　輝　樹 理工・H6情

　〃  学生支援部長 経済・

　〃 支部強化部長 ○山　口　久美子 教育・41小

理　事 庶 務 部 黒　木　正　孝 教育・53小

〃 〃 長 安　六 文理・44経

〃 〃 江　口　有一郎 医学・H6医

〃 〃 ○島　　公二武 理工・51機

〃 〃 河　野 宏 農学・63農学

〃 会報発行部 德　安　和　博 教育・H2美

〃 〃 松　尾　和　俊 経済・62経

〃 〃 ○相　島　慎　一 医学・医13

〃 〃 小　玉　純　士 理工・62建

〃 〃 郡　山　益　実 農学・H7生

〃 情報管理部  中  村  隆  敏 教育・61美

〃 〃 八　谷　浩　司 経済・61管

〃 〃  古  島  智  恵 医学・H11看

〃 〃 ○田　中　稲　穂 理工・H2化

〃 〃 田　中　宗　浩 農学・H4生

〃 学生支援部 岡 陽　子 教育・54中

〃 〃 大　塚　浩　司 経済・59経

〃 〃 矢ケ部　伸　也 医学・H9医

〃 〃 宮　地　幸　夫 理工・50工化

〃 〃 田　中 治 農学・59園芸

〃 支部強化部 堤 公　一 教育・H6小

〃 〃 江　口　達　也 経済・60経

〃 〃 松　下　英　友 医学・H14医

〃 〃 山　口　智　啓 理工・52生機

〃 〃 吉　賀　豊　司 農学・H2園芸

 監　事 末　次　利　隆 教育・51中

〃 黒  木　泰　彦 経済・H11経

〃 吉　岡　めぐみ 医学・H12看

〃 ○中　島　道　夫 理工・47化

〃 瀬　尾　裕　一 農学・63農学

理　事 事 務 局 長 平　野　禎　亮 教育・50小

顧  問 久　間　善　郎 文理・37法

〃 宮　島　豊　秀 教育・35小

〃 金　丸　安　隆 農学・43農

令和3年度(2021年度）佐賀大学同窓会役員名簿(案)

※芸術地域デザイン学部同窓会からの役員は副会長のみとする。  R3.4現在　　 ○印　新



資料1-2
卒期 所　属

会　長： 江口　有一郎 医11 江口病院

副会長： 市場　正良(全学理事長) 医3
佐賀大学医学部
社会医学講座環境医学分野

江村　正(ダイバー・医師育成) 医4
佐賀大学医学部
医師育成・定着支援センター

川久保　愛 看11
佐賀大学医学部
看護学科生涯発達看護学講座

会計幹事： 野出　孝一 医5
佐賀大学医学部
循環器内科

吉岡　めぐみ 看4 佐賀大学医学部附属病院

顧　問： 佐藤　武 医1 九州大学ｷｬﾝﾊﾟｽﾗｲﾌ・健康支援ｾﾝﾀｰ

枝國　源一郎 医8 枝國医院

西村　知久 医9 美川眼科医院

常任幹事： 阪本　雄一郎(庶務) 医10
佐賀大学医学部
救急部

中村　恵(庶務) 医11 好生館腎臓内科

矢ヶ部　伸也(庶務) 医14 矢ヶ部医院

草野　謙一郎(庶務) 医15 くさの耳鼻咽喉科

松下　英友(庶務) 医19 まつした耳鼻咽喉科クリニック

高橋　宏和(庶務) 医19
佐賀大学医学部附属病院
肝疾患センター

荒木(松藤)　彩(庶務) 看8 佐賀大学医学部附属病院

相島　慎一(会報) 医13
佐賀大学医学部
病因病態科学

青木　茂久(会報) 医15
佐賀大学医学部
病因病態科学

磯田　広史(会報) 医24
佐賀大学医学部附属病院
肝疾患センター

古島　智恵(情報) 看3
佐賀大学医学部
看護学科統合基礎看護学講座

南里　悠介(情報) 医18
JCHO佐賀中部病院
脳神経内科・リハビリ科

永瀨　浩太郎(情報) 医19
佐賀大学医学部
皮膚科

福岡　麻美(ダイバー・医師育成) 医6 好生館感染制御部

好川　直樹(ダイバー・医師育成) 医15 みやはら・好川総合クリニック

中尾　孝子(ダイバー・医師育成) 医16 なかおたかこクリニック

角田　憲治(会計) 医17 さかえまち整形外科

田口　友美(会計) 看9
佐賀大学医学部
看護学科生涯発達看護学講座

力武　修一(会計) 医24
佐賀大学医学部附属病院
腎臓内科

役　職・名　前

令和3年度医学部役員(案)



資料1-3
氏　名 卒期 所　属

役員 佐藤　武 九州大学ｷｬﾝﾊﾟｽﾗｲﾌ・健康支援ｾﾝﾀｰ
水田　敏彦 藤川病院
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 医師育成・定着支援センター
古賀　義孝 佐賀中部保健所

役員 野出　孝一 佐賀大学医学部附属病院　循環器内科
加藤　明 (有)アールアイエス

役員 福岡　麻美 好生館感染制御部
酒井　祐子 酒井小児科内科医院(大川市)
雪竹　基弘 高木病院(神経内科)
緒方　伸一 好生館(消化器内科)

役員 枝國　源一郎 枝國医院
小田　康友 医療教育部門

役員 西村　知久 美川眼科医院
美川　優子 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 江口病院
役員 中村　恵 好生館腎臓内科

井上　卓也 皮膚科
中園　貴彦 放射線科
野口　光代 佐賀中部病院

役員 相島　慎一 病因病態科学
高橋　浩一郎 呼吸器内科
原　めぐみ 社会医学講座

役員 矢ヶ部　伸也 矢ヶ部医院
高瀬　ゆかり 病理

役員 青木　茂久 病因病態科学
役員 草野　謙一郎 くさの耳鼻咽喉科
役員 好川　直樹 みやはら・好川総合クリニック

藤瀬　剛弘 藤瀬医院
小林　弘美 東佐賀病院呼吸器内科
伊藤　学 心臓血管外科
内橋　和芳 国立病院機構佐賀病院　病理診断科

役員 角田　憲治 さかえまち整形外科
甲斐　敬太 病因病態科学
江頭　玲子 放射線科

役員 南里　悠介 佐賀中部病院(脳神経内科・リハビリ科）
柏田　知美

役員 松下　英友 まつした耳鼻咽喉科クリニック
役員 永瀬　浩太郎 佐賀大学医学部皮膚科
役員 高橋　宏和 佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター

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
役員 磯田　広史 佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター
役員 力武　修一 佐賀大学医学部附属病院　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 集中治療部
坂井　摩耶 好生館　眼科
坂口　美華 眼科
北村　浩晃 唐津赤十字病院
貞永　裕梨 膠原病内科
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 小児科
福地　絢子 精神神経科
西村　優希 循環器内科
御厨　紀子 産婦人科
田代　卓 麻酔科
村山(副島)美和子
朝長(太田)礼音 研修医
岸川  浩一朗 研修医
久冨　茜音 研修医
伊藤　勇人 研修医
武富　映典 研修医
吉住　楓 研修医
大久保　秀祐 佐賀県医療センター好生館

令和3年度医学科学年幹事(案)
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資料1-4
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）

役員 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）

役員 吉岡　めぐみ 医学部附属病院（緩和ケアセンター）
南里（大島）美貴 医学部附属病院
牟田口（田邉）朋子 医学部附属病院
川﨑（加治屋）姿子 5
嘉村（山本）歩美 6 医学部附属病院
田中（野方）真理 7 医学部附属病院

役員 荒木（松藤）彩 医学部附属病院（ＥＣＵ）
江頭（山口）葵

役員 田口　友美 佐賀大学医学部 看護学科生涯発達看護学講座
副島　佐知子 医学部附属病院
白壁（島）　歌織
小松　佳代 医学部附属病院
南里（北村）穂 医学部附属病院

役員 川久保（濱田）愛 看護学科（生涯発達看護学講座）
早木　裕美 小城市民病院
山﨑（藤澤）加奈枝 佐賀大学医学部 地域医療科学教育研究センター
蒲原　千明 医学部附属病院
山田　春奈 医学部附属病院
柴山　薫 看護学科（統合基礎看護学講座）
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
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
岩永  まり絵 医学部附属病院
吉良  恭祐 医学部附属病院
重松　穂花 医学部附属病院
宮里  百華 医学部附属病院
坂本　奈那恵 医学部附属病院
岸川　理紗 医学部附属病院
西村　真由子
井上　綾乃
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資料 2 

 

令和 2年度 事業報告 

 

1）会運営及び会員の親睦推進 

 医学科 (S59～R2) 3,543名 

 看護学科(H9～R2) 1,585名 

  計   5,128名 

常任幹事会開催(2回)：WEB開催(令和 2年 4月 30日、令和 3年 3月 5日) 

幹事会開催(2回)：WEB開催(令和 2年 4月 30日、令和 3年 3月 26日) 

2）総  会：令和 2年 7月 18日(土)から 1週間 WEBで開催 

  講 演 会：中止 

  懇 親 会：中止 

3）会報 38号の発行 

今年度はホームページに掲載（冊子での発行はなし）、今後の会報のあり方や

会報編集委員会等はメールで検討を行ってもらう 

4）学生活動援助 

 学術振興（減額して施行）、海外研修支援(中止)、大学祭(中止)、全医体(中止)

等 

5）本学同窓会への協力 

 佐賀県内地区会(中止)、定例役員会(中止)、代表役員会(WEB開催)、全国支部

会等 

6）寄附活動 

 医学部同窓会の寄附システムの構築、佐賀大学基金、校友会 

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 

終身会員証の発行 

Facebook及びホームページの充実化 



資料3
2021/3/31現在

収入の部 R元年度決算 Ｒ2年度予算 Ｒ2年度決算

繰越計 731,992 2,174,658 2,174,658
会費計 2,753,777 2,760,000 3,117,032
　 既卒者 993,777 1,000,000 1,445,032
　 新入学生 1,760,000 1,760,000 1,672,000
その他計 　 615,011 615,000 480,029
　 広告料 540,000 540,000 480,000 2万円×24社

校友会（部活動助成） 0 0 0
　 全学同窓会(大学祭） 75,000 75,000 0
　 利息 11 29
積立会計からの戻入 2,430,280 0 0

3,368,788 3,375,000 3,597,061
5,799,068
4,100,780 5,549,658 5,771,719
6,531,060

支出の部 R元年度決算 Ｒ2年度予算 Ｒ2年度決算

会報費 2,406,744 800,000 897,386
版下作成・印刷費・調査はがき発送 2,395,340 600,000 888,106
終身会員証作成費 11,404 200,000 9,280

総会費 220,000 0 0
演者交通費謝金 140,000 0 0
懇親会補助 80,000 0 0
雑費 0 0 0
手数料 0 0 0

186,128 186,000 20,330

事務局費 272,160 189,000 113,506
人件費等 58,225 58,000 32,300
事務費 100 0 0
郵送料 71,475 71,000 76,466
会議費 138,260 50,000 0
交通費 4,100 10,000 4,740

大学・学生等活動援助費 1,271,370 770,000 501,760
学術振興 750,000 500,000 500,000
海外研修奨励金 260,000 260,000 0
大学祭 200,000 0 0
部活動 0 0 0
オープンキャンパス 50,000 0 0
振込料 11,370 10,000 1,760

予備費 0 1,430,000 0
　 同窓生支援 0 0 0

会員会費名簿システム作成 0 0 0
佐大同窓会Webサイト製作費 0 0 0
振込料 0 0 0
その他 0 0 0

支出合計 4,356,402 3,375,000 1,532,982

差し引き　当該年度のみの繰越分 1,442,666 0 2,064,079
差し引き（積立会計からの戻入収入を除く） -987,614
前年度繰越分+当該年度繰越分 2,174,658 4,238,737

R元年度決算 Ｒ2年度予算 Ｒ2年度決算 備　考

①佐賀共栄銀行定期 652,889 652,889 652,945
②ゆうちょ定額 7,000,000 7,000,000 7,000,000 利息なし

7,652,889 7,652,889 7,652,945

前年度繰越+今年度収入（会費+その他＋積立会計からの戻入）

令和２年度　会計報告
　通常会計

摘　　　　　　要

医学科66名、看護学科22名
2.2万円×新入生148名×50％，2.2万円×在校生4名×50％

　

Ｒ２大学祭開催なし

収入合計（会費+その他計＋積立会計からの戻入）

学年同窓会活性化補助費 20,000円×1件への補助費（手数料含）

大同印刷

29名分

　積立会計

合　　　計

収入合計（会費+その他計）

前年度繰越+今年度収入（会費+その他計）

医学科300,000円、看護学科200,000円

事務局員費

後納、会費戻りの再発送を含む



資料4



資料 5 

令和 3年度 事業計画 

 

1）会運営及び会員の親睦推進 

 医学科 (S59～R3) 3,648名 

 看護学科(H9～R3) 1,636名 

  計   5,284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 

令和 3年 7月 17日（土） 

講 師(候補)医1期生 佐藤 清治 先生(佐賀県医療センター好生館 館長) 

3）会報 39号の発行 

今年度もホームページの掲載にするか冊子での発行にするか検討、今後の会報

のあり方や会報編集委員会等はメールで検討を行ってもらう 

4）学生活動援助 

 学術振興（今年度も減額して行なう予定）、海外研修支援(今年度中止予定)、大

学祭(今年度中止予定)、全医体(今年度中止予定)等 

5）本学同窓会への協力 

 佐賀県内地区会(今年度中止予定)、定例役員会(今年度中止予定)、代表役員会

(WEB開催)、全国支部会等 

6）寄附活動 

 医学部同窓会の寄附システムの構築、佐賀大学基金、校友会 

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 

終身会員証の発行 

Facebook及びホームページの充実化 



資料6   
2021/7/2現在

収入の部 Ｒ1年度決算 Ｒ2年度決算 R3年度予算案

繰越計 731,992 2,174,658 4,238,737
会費計 2,753,777 3,117,032 3,694,000
　 既卒者 993,777 1,445,032 1,934,000
　 新入学生 1,760,000 1,672,000 1,760,000
その他計 　 615,011 480,029 555,000
　 広告料 540,000 480,000 480,000 2万円×24社

校友会（部活動助成） 0 0 0
　 全学同窓会(大学祭） 75,000 0 75,000
　 利息 11 29
積立会計からの戻入 2,430,280 0 0

3,368,788 3,597,061 4,249,000
5,799,068
4,100,780 5,771,719 8,487,737

支出の部 Ｒ1年度決算 Ｒ2年度決算 R3年度予算

会報費等 2,406,744 897,386 2,610,000
版下作成・印刷費・調査はがき発送 2,395,340 888,106 2,600,000
終身会員証作成費 11,404 9,280 10,000

総会費 220,000 0 220,000
演者交通費謝金 140,000 0 140,000
懇親会補助 80,000 0 80,000
雑費 0 0 0
手数料 0 0 0

186,128 20,330 180,000

事務局費 272,160 113,506 269,000
人件費等 58,225 32,300 58,000
事務費 100 0 0
郵送料 71,475 76,466 76,000
会議費 138,260 0 130,000
交通費 4,100 4,740 5,000

大学・学生等活動援助費 1,271,370 501,760 970,000
学術振興 750,000 500,000 500,000
海外研修奨励金 260,000 0 260,000
大学祭 200,000 0 200,000
部活動 0 0 0
オープンキャンパス 50,000 0 0
振込料 11,370 1,760 10,000

.
予備費 0 0 0
　 同窓生支援 0 0 0

会員会費名簿システム作成 0 0 0
佐大同窓会Webサイト製作費 0 0 0
振込料 0 0 0
その他 0 0 0

合計 4,356,402 1,532,982 4,249,000

差し引き　当該年度のみの繰越分 1,442,666 2,064,079 0
差し引き（積立会計からの戻入収入を除く） -987,614
前年度繰越分+当該年度繰越分 2,174,658 4,238,737 4,238,737

Ｒ1年度決算 Ｒ2年度決算 R3年度予算 備　考

①佐賀共栄銀行定期 652,889 652,945 652,945
②ゆうちょ定額 7,000,000 7,000,000 7,000,000

7,652,889 7,652,945 7,652,945

　積立会計

R1:会報支払いの為通常会計へ繰出

合　　　計

前年度繰越+今年度収入（会費+その他計）

医学科300,000円、看護学科200,000円

学年同窓会活性化補助費

大同印刷

事務局員費（4月～3月分）

同窓会入会手続き送付用封筒

後納、会費戻りの再発送を含む

各学部、祝賀会等の祝儀を含む

R2年度より支給しないこととなった

令和3年度　予算案
　通常会計

摘　　　　　　要

収入合計（会費+その他計＋積立会計からの戻入）

2.2万円×新入生160名×50％(仮)

　

Ｒ2大学祭開催なし

収入合計（会費+その他計）




