
          

日本循環器学会九州支部 

 
 

【理 事（役 員）】  

 

三浦伸一郎（支部長）  辻田賢一（副支部長） 

野出 孝一    前村 浩二 

 

【役 員】  

三浦  崇（長崎）      （琉球）  海北 幸一（宮崎） 

片 岡  雅 晴（産業医科） 河村  彰（福岡）  高橋 尚彦（大分）  

福井 寿啓（熊本）      （九州）  福本 義弘（久留米）  

山口 尊則（佐賀） 大石  充（鹿児島）  塩瀬  明（外科） 

二宮 利治（基礎） 本村 秀樹（小児）  井手 友美（女性）  

掃本 誠治（災害）   

 

【幹 事】  

杉原 充（支部事務局）   平井 信孝（JCS-ITC）  

小川 正浩（ダイバーシティ）  宮田 昌明（あり方） 

本間 丈博（若手活性化）     

 

【監 事】  

岸  拓 弥    吉田 典子                             

 

【名誉会員】 

（71 名） 

青柳 成明  芦澤  直人  足 達  寿    荒川規矩男  安藤  眞一   

池田 久雄  石川 司朗    出石 宗仁  伊 藤  翼   稲生 哲治  

井 本  浩     上野 高史  浦田 秀則    江石  清行    江頭  健輔   

大嶋 秀一  大島 文雄  大屋 祐輔  岡松 秀一  小川 久雄   

奥村  謙  尾辻    豊    鬼塚 敏男  小野 克重  加治 良一 

加藤 裕久  金出 英夫  川内 義人  菊 池  裕   北村 和雄 

國吉 幸男  古賀 道弘  古賀 義則  小須賀健一  小柳 左門 

犀川 哲典  朔 啓二郎  砂川 賢二  瀬戸 信二  瀧下 修一 

田 崎  考   多治見 司  田代 忠  田中  弘允  樗木 晶子   

𡈽𡈽橋 卓也  筒井 裕之  鄭  忠 和   富永 隆治  中川  幹子 

中村 都英  中村 元臣  野坂 秀行  延吉 正清  橋場 邦武   

濱崎 秀一    冷牟田浩司  柊山幸志郎  福山 尚哉  藤野 武彦 

本 田  喬   牧野 直樹    松本 髙宏  光山  勝慶  皆越 眞一 

宮原 嘉之    森田 茂樹    泰江  弘文  矢野 捷介  山部 浩茂 

吉永 正夫 

 



  

                               
 

 

【評議員】名前に□枠は日本循環器学会の社員 37 名 

（内科系 73 名）   

阿部弘太郎  安藤 献児  池田 聡司  池田 義之  石川 哲憲 

井手口武史  岩淵 成志  榎本 美佳  大 石  充   大江 征嗣    

小川 正浩  甲斐 久史  海北 幸一   片岡 哲郎  片岡 雅晴 

勝田 洋輔  川﨑 友裕  河野 浩章  河村  彰  岸  拓 弥    

絹川真太郎  窪薗 琢郎  久保田 徹  小出 優史  古賀純一郎 

坂本 憲治  坂本 知浩  佐々木健一郎  貞松 研二  柴田 剛徳 

杉原  充  副島 弘文  園田 信成  薗田 正浩  高橋 尚彦 

田代 英樹  田中 敦史  田原 宣広  辻田 賢一  角田 隆輔 

鶴田 敏博  手嶋 泰之  中尾 浩一  中 島  均   西川 宏明  

野田 勝生  野出 孝一  日浅 謙一  比嘉  聡  挽地 裕 

肥後 太基  平井 信孝  廣岡 良隆  福本 義弘  藤見 幹太  

藤本 和輝  掃本 誠治  本間 丈博  前村 浩二  松澤 泰志 

的場 哲哉  三浦伸一郎  宮田 昌明  向井  靖  村里 嘉信 

安川 秀雄  山口 尊則  山本英一郎  山本 光孝  湯淺 敏典 

油布 邦夫  横井 宏佳  横山 晋二 

 

（外科系 11 名） 

蒲原 啓司  塩 瀬  明  曽我 欣治  田山 栄基  西村 陽介   

福井 寿啓  古川 貢之    古川浩二郎  三浦  崇   宮本 伸二   

和田 秀一   

 

（小児科 13 名） 

上野健太郎  牛ノ濱大也  坂本 一郎  佐川 浩一  須田 憲治 

武口 真広  田代 克弥  帯刀 英樹  永田  弾  中矢代真美 

本村 秀樹  八浪 浩一  山村健一郎 

 

（基礎系 5 名）  

有馬 久富  加藤 誠也  筒井 正人  二宮 利治  八尋 英二   

 

（女性 17 名） 

秋好久美子  石原 綾乃  井手 友美  伊藤 美和  落合 由恵  

窪田佳代子  武居明日美  田中 朋子  津田 有輝  西坂 麻里  

深水 亜子  船越 祐子  南  貴 子  森戸 夏美  吉田 和代  

吉田 典子  渡 邉  望   

                 

 


