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1 阿部　弘太郎 九州大学病院循環器内科 38 田原　宣広 久留米大学医学部内科学講座 74 蒲原　啓司 佐賀大学医学部胸部・心臓血管外科 103 秋好　久美子 大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座・リハビリテーション部

2 安藤　献児 小倉記念病院循環器内科 39 辻田　賢一 熊本大学大学院生命科学研究部 75 塩瀬　明 九州大学大学院医学研究院循環器外科 104 井手　友美 九州大学大学院医学研究院循環器病病態治療講座

3 池田　聡司 長崎大学病院循環器内科 40 角田　隆輔 熊本赤十字病院 76 曽我　欣治 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　心臓血管外科学分野 105 石原　綾乃 琉球大学第三内科・リハビリテーション部

4 池田　義之 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科臓血管・高血圧内科 41 鶴田　敏博 宮崎大学医学部内科学講座 77 田山　栄基 久留米大学心臓血管外科 106 伊藤　美和 熊本大学医学部附属病院循環器内科

5 石川　哲憲 宮崎大学医学部内科学講座 42 手嶋　泰之 大分大学医学部 78 西村　陽介 産業医科大学心臓血管外科 107 落合　由恵 JCHO九州病院心臓血管外科

6 井手口　武史 宮崎大学医学部附属病院 43 中尾　浩一 済生会熊本病院 79 古川　貢之 宮崎大学医学部外科学講座　心臓血管外科分野 108 窪田　佳代子 鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学

7 岩淵　成志 琉球大学病院 44 中島　均 鹿児島医療センター 80 古川　浩二郎 琉球大学心臓血管外科 109 武居　明日美 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学

8 榎本　美佳 久留米大学医学部内科学講座 45 西川　宏明 福岡大学西新病院 81 福井　寿啓 熊本大学大学院生命科学研究部心臓血管外科 110 田中　朋子 八代北部地域医療センター循環器科

9 大石　充 鹿児島大学 46 野田　勝生 熊本中央病院 82 三浦　崇 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 111 津田　有輝 産業医科大学第２内科学

10 大江　征嗣 久留米大学医学部内科学講座 47 野出　孝一 佐賀大学医学部内科学講座 83 宮本　伸二 大分大学医学部附属病院心臓血管外科 112 西坂　麻里 福岡山王病院循環器センター 循環器内科

11 小川　正浩 福岡大学医学部 48 日浅　謙一 九州大学大学院医学研究院 84 和田　秀一 福岡大学医学部心臓血管外科学 113 深水　亜子 久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科学部門

12 甲斐　久史 久留米大学医療センター 49 比嘉　聡 医療法人博愛会　牧港中央病院 114 船越　祐子 浜の町病院循環器内科

13 海北　幸一 宮崎大学医学部内科学講座 50 挽地　裕 佐賀県医療センター好生館 115 南　貴子 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学

14 片岡　哲郎 国立病院機構　鹿児島医療センター 51 肥後　太基 九州医療センター 85 上野　健太郎 鹿児島大学病院小児科 116 森戸　夏美 福岡大学健康管理センター

15 片岡　雅晴 産業医科大学 52 平井　信孝 熊本市医師会　熊本地域医療センター 86 牛ノ濱　大也 大濠こどもクリニック心臓小児科 117 吉田　和代 佐賀大学医学部附属病院卒後臨床研修センター

16 勝田　洋輔 かつだ内科・循環器内科クリニック 53 廣岡　良隆 国際医療福祉大学 87 坂本　一郎 九州大学大学院医学研究院循環器内科学 118 吉田　典子 久留米大学人間健康学部スポーツ医学科

17 川﨑　友裕 医療法人天神会新古賀病院 54 福本　義弘 久留米大学医学部内科学講座 88 佐川　浩一 福岡市立こども病院循環器科 119 渡邉　望 宮崎市郡医師会病院心臓病センター循環器内科・検査科

18 河野　浩章 長崎大学大学院 55 藤見　幹太 福岡大学病院 89 須田　憲治 久留米大学医学部小児科

19 河村　彰 福岡大学筑紫病院 56 藤本　和輝 国立病院機構　熊本医療センター 90 武口　真広 大分大学医学部附属病院小児科学講座

20 岸　拓弥 国際医療福祉大学大学院医学研究科 57 掃本　誠治 熊本市市立植木病院 91 田代　克弥 唐津赤十字病院小児科 　　　　　　　　1.　ダイバーシティ化委員会

21 絹川　真太郎 九州大学病院 58 本間　丈博 久留米大学医学部内科学講座 92 帯刀　英樹 福岡市立こども病院心臓血管外科 120 榎本　美佳 久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科

22 窪薗　琢郎 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 59 前村　浩二 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 93 永田　弾 九州大学大学院医学研究院小児科 　　　　　　　　2.　若手活性化委員会

23 久保田　徹 福岡県済生会福岡総合病院 60 松澤　泰志 熊本大学循環器内科心臓リハビリテーション寄付講座 94 中矢代　真美 沖縄県立南部医療ｾﾝﾀｰ・こども医療ｾﾝﾀｰ小児循環器科 121 本間　丈博 久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科

24 小出　優史 長崎大学病院　医療教育開発センター 61 的場　哲哉 九州大学病院 95 本村　秀樹 国立病院機構長崎医療センター小児科

25 古賀　純一郎 産業医科大学 62 三浦　伸一郎 福岡大学医学部 96 八浪　浩一 熊本市民病院小児循環器内科

26 坂本　憲治 熊本大学大学院生命科学研究部 63 宮田　昌明 鹿児島大学医学部 97 山村　健一郎 九州大学病院小児科

27 坂本　知浩 済生会熊本病院 64 向井　靖 日本赤十字社福岡赤十字病院

28 佐々木　健一郎久留米大学医学部内科学講座 65 村里　嘉信 国立病院機構　九州医療センター

29 貞松　研二 地方独立行政法人 大牟田市立病院 66 安川　秀雄 久留米大学　心臓・血管内科 98 有馬　久富 福岡大学医学部衛生・公衆衛生学

30 柴田　剛徳 宮崎市郡医師会病院　心臓病センター 67 山口　尊則 佐賀大学医学部 99 加藤　誠也 済生会福岡総合病院病理診断科  

31 杉原　充 福岡大学病院 68 山本　英一郎 熊本大学大学院生命科学研究部 100 筒井　正人 琉球大学大学院医学系研究科薬理学  

32 副島　弘文 熊本大学 69 山本　光孝 医療法人原三信病院 101 二宮　利治 九州大学大学院医学研究院公衆衛生学 　

33 園田　信成 佐賀大学医学部 70 湯淺　敏典 鹿児島大学 102 八尋　英二 福岡大学医学部医学教育推進講座

34 薗田　正浩 国立病院機構　鹿児島医療センター 71 油布　邦夫 大分大学医学部

35 髙橋　尚彦 大分大学医学部 72 横井　宏佳 福岡山王病院

36 田代　英樹 雪の聖母会　聖マリア病院 73 横山　晋二 久留米大学医学部内科学講座
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