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2015.4現在

【関東地区】 ＊敬称略・順不同

役職 氏名 学会等の公職

学長 北島　政樹

元慶應義塾大学医学部　医学部長
元慶應義塾大学病院　病院長
ハンガリー十字騎士勲章受章
センメルワイス大学名誉医学博士
英国・米国・ドイツ・イタリア・ハンガリー・ポーランド外科学会名誉会員
New England Journal of Medicine,編集委員
日本内視鏡外科学会理事長
前日本コンピュータ外科学会理事長
第100回日本外科学会会長
第3･7回国際センチネルノード学会会長
第6回国際胃癌学会会長
第42回万国外科学会会長
前国際消化器外科学会会長
欧州科学アカデミー会員
万国外科学会名誉会員

総長 矢﨑　義雄

元東京大学医学部　医学部長
独立行政法人国立病院機構名誉理事長（前理事長）
元国立国際医療センター病院長・総長
元日本内科学会理事長
元日本循環器学会理事長
元日本医学会副会長
第28回日本医学会総会会頭

名誉大学院長
学事顧問

金澤　一郎

東京大学名誉教授
元東京大学医学部脳研神経内科教授（現 名誉教授）
元同大学附属病院長
元国立精神・神経センター総長（現 名誉総長）
元日本学術会議会長
第28回日本医学会総会顧問
前宮内庁長官官房皇室医務主管（現宮内庁・侍従職御用掛）

大学院長
副学長
大学院医療福祉学研究科長
大学院がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ講座主任
医学部設置準備委員会委員長

山王メディカルセンター
　名誉院長

天野　隆弘

元慶應義塾大学医学部教授、現客員教授
元慶應義塾大学医学教育統括センター長
元財団法人慶應健康相談センター（人間ドック施設）センター長・理事
前国際医療福祉大学塩谷病院副院長
日本医学教育学会元理事・名誉会員
人間ドック健診専門医（日本人間ドック学会・日本総合健診医学会）
日本総合健診医学会理事
日本人間ドック学会理事
日本神経学会専門医・指導医
日本脳卒中学会専門医・名誉会員
日本頭痛学会認定頭痛専門医
第42回日本総合健診医学会大会長

副学長
発達医学診療・研究センター長

国際医療福祉大学病院
　病院長・周産期センター長

国際医療福祉大学教授

桃井　眞里子

自治医科大学名誉教授
前自治医科大学医学部　医学部長
前自治医科大学小児科学主任教授
前自治医科大学とちぎ子ども医療センター長
日本学術会議会員
日本小児神経学会名誉会員
日本人類遺伝学会評議員
信州大学メディカルヘルスイノベーション講座客員教授

副学長
副大学院長
九州地区生涯教育センター長

金出　英夫

九州大学名誉教授
元九州大学医学部　医学部長・医学研究院長
前福岡山王病院　病院長
日本循環器学会循環器専門医・元評議員
元日本動脈硬化学会評議員
元日本薬理学会評議員
元日本平滑筋学会理事・評議員
元国際心臓研究学会日本部会理事

国内外の学会等で活躍する医師
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国際医療福祉大学三田病院
　病院長
　心臓血管センター長

国際医療福祉大学教授

小川　聡

慶應義塾大学名誉教授
前慶應義塾大学医学部呼吸循器環器内科教授
元慶應義塾大学病院副院長
厚生労働省薬事・食品衛生審議会委員
元日本心電学会理事長
元日本心臓病学会理事長
第51回日本心臓病学会学術集会会長
第23回日本心電学会学術集会会長
元日本循環器学会理事長
第23回日本不整脈学会　会長
第75回日本循環器学会会長

山王病院　病院長

国際医療福祉大学教授
堤　治

前東京大学医学部産婦人科教室教授
雅子妃殿下の元主治医
元東宮職御用掛
米国国立衛生研究所（NIH）留学
日本受精着床学会理事長
日本産科婦人科内視鏡学会常務理事
前アジア・パシフィック産科婦人科内視鏡学会理事長
環境ホルモン学会理事
日本哺乳動物卵子学会理事
日本母性衛生学会理事
日本内視鏡外科学会理事
日本生殖医学会代議員
中日友好病院（北京）名誉教授

常務理事

国際医療福祉大学熱海病院
　名誉病院長

国際医療福祉大学
　小田原保健医療学部長

国際医療福祉大学教授

寺岡　慧

東京女子医科大学名誉教授
元東京女子医科大学第三外科教授
前日本移植学会理事長
前日本膵・膵島移植研究会会長
日本組織移植学会副理事長
日本外科学会専門医・指導医
日本透析医学会専門医・指導医
日本急性血液浄化学会功労会員
日本腎臓財団理事
日本臓器移植ネットワーク理事
元日本人工臓器学会副理事長

国際医療福祉大学熱海病院
　病院長

国際医療福祉大学教授

佐藤　哲夫

元東京慈恵会医科大学呼吸器内科助教授
元筑波大学臨床医学系呼吸器内科講師
前国際医療福祉大学三田病院　副院長・呼吸器センター長
日本呼吸器学会　呼吸器専門医・指導医
日本内科学会　総合内科専門医・指導医
日本呼吸器内視鏡学会　気管支鏡専門医・指導医・評議員

国際医療福祉大学塩谷病院
　病院長

国際医療福祉大学三田病院
　整形外科部長
　脊椎脊髄センター長

国際医療福祉大学教授

福井　康之

慶應義塾大学整形外科学客員講師
前国際医療福祉大学三田病院　副院長
米国University of Vermont 留学
米国San Diego Center for Spinal Disorders 留学
日本整形外科学会　整形外科専門医・脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会　脊椎脊髄外科指導医

化学療法研究所附属病院
　病院長

国際医療福祉大学教授

西野　卓

千葉大学名誉教授
前千葉大学医学部麻酔学講座・同大学院医学研究院教授
日本麻酔学会指導医
日本臨床麻酔学会誌編集委員
日本蘇生学会功労会員
第51回日本麻酔科学会関東甲信越・東京支部合同学術集会会長
2011 ISAE-ABS会長
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学校法人国際医療福祉大学 常務理事
国際医療福祉大学塩谷病院　名誉院長

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
　学校長

国際医療福祉大学教授

江口　光興

獨協医科大学名誉教授
元獨協医科大学医学部小児科学講座教授
元獨協医科大学教務部長、同総合周産期母子医療センター長
前国際医療福祉大学塩谷病院病院長
第11回乳幼児精神保健学会大会長
日本小児科学会専門医

国際医療福祉大学三田病院
　副院長 内科部長

 国際医療福祉大学教授

佐藤　敦久

前国際医療福祉大学塩谷病院　副院長
元水戸赤十字病院内科部長
元Baker Medical Research Institute research fellow
日本内科学会　総合内科専門医・指導医
日本高血圧学会　専門医・指導医
日本腎臓学会　専門医・指導医
日本内分泌学会　内分泌代謝科専門医・指導医

国際医療福祉大学三田病院
　副院長 外科・消化器センター長

国際医療福祉大学教授

池田　佳史

前帝京大学医学部外科学講座准教授
慶應義塾大学客員教授
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会指導医・評議員
日本食道学会暫定食道外科専門医・食道科認定医
日本外科学会専門医・指導医
日本内分泌・甲状腺外科学会専門医
日本内視鏡外科学会技術認定医・評議員
日本がん治療認定機構認定医

国際医療福祉大学三田病院
　神経内科部長

国際医療福祉大学教授

後藤　順

前東京大学大学院医学系研究科神経内科学准教授
元東京大学医学部講師
日本神経学会神経内科専門医・指導医
日本内科学会認定医
日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医・指導医

国際医療福祉大学三田病院
　頭頸部腫瘍センター長
　頭蓋底外科センター長

国際医療福祉大学教授

三浦　弘規

前がん研究会有明病院頭頸科
元弘前大学耳鼻咽喉科
日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医・暫定指導医
日本耳鼻咽喉科学会専門医
日本がん治療認定医機構認定医
日本頭頸部癌学会評議員・教育委員
日本頭蓋底外科学会評議員

国際医療福祉大学三田病院
　脳卒中・血管内治療センター長

国際医療福祉大学教授

上野　俊昭

前帝京大学医学部脳神経外科准教授
元カリフォルニア大学サンディエゴ校メディカルセンター助教授
元東京警察病院脳神経外科医員
元NASAエームス研究所研究員
元宇宙開発事業団（現JAXA）招聘研究員
日本脳神経外科学会専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医

国際医療福祉大学三田病院
　形成外科部長

国際医療福祉大学教授

酒井　成身

前聖マリアンナ医科大学形成外科助教授
前聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院形成外科部長
日本形成外科学会認定形成外科専門医・皮膚腫瘍外科指導専門医
日本美容外科学会（JSAPS）認定専門医・理事（2005年会長）
日本頭蓋顎顔面外科学会専門医

国際医療福祉大学三田病院
　泌尿器科部長
　尿路結石破砕治療センター長

国際医療福祉大学教授

荒川　孝

前北里大学医学部泌尿器科助教授
前北里大学東病院特殊診療系部長
元興生会相模台病院尿路結石破砕治療センター長
日本泌尿器科学会認定専門医・指導医
日本尿路結石症学会理事
第23回日本尿路結石症学会学術集会会長
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国際医療福祉大学三田病院
　泌尿器科部長

国際医療福祉大学教授

大東　貴志

前慶應義塾大学医学部泌尿器科准教授
元埼玉医科大学講師
日本泌尿器内視鏡学会評議員
日本泌尿器科学会専門医・指導医
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定医
日本腎臓学会専門医・指導医
日本透析医学会認定医
日本内視鏡外科学会泌尿器科領域技術認定医
がん治療認定医機構がん治療認定医・暫定教育医

国際医療福祉大学三田病院
　麻酔科上席部長

国際医療福祉大学教授

松川　公一

元日本大学医学部助教授
元国立病院機構西埼玉中央病院麻酔科科長
前日本麻酔・薬理学会事務局長
前日本医療ガス学会事務局長
日本麻酔科学会指導医

国際医療福祉大学三田病院
　放射線診断センター長

国際医療福祉大学教授

町田　徹

元東京大学医学部助教授
前NTT東日本関東病院放射線科部長
日本医学放射線学会放射線診断専門医・研修指導者・代議員
日本神経放射線学会評議員・運営委員
日本脳神経CI学会世話人
第436回日本医学放射線学会関東地方会会長
第40回日本神経放射線学会会長

国際医療福祉大学三田病院
　予防医学センター長

国際医療福祉大学教授

桂　研一郎

前日本医科大学神経内科准教授
前日本医科大学多摩永山病院脳神経内科部長
元スウェーデン王国　Lund University,Experimental Brain Research 助教授
日本神経学会専門医・指導医
日本脳卒中学会専門医
日本頭痛学会専門医・指導医
日本内科学会指導医
日本医師会認定産業医

山王病院　副院長

国際医療福祉大学教授
山沖　和秀

前東京大学医学部附属病院第三内科講師・外来医長
日本循環器学会認定循環器専門医
日本内科学会認定医

山王病院　副院長
　外科部長

国際医療福祉大学教授

菊池　潔

慶應義塾大学医学部客員教授
前東京電力病院研究室主査兼外科副科長
日本外科学会認定指導医
日本消化器外科学会認定指導医
日本乳癌学会認定乳腺専門医
日本がん治療認定医機構暫定教育医

山王病院　副院長
　呼吸器センター長

国際医療福祉大学教授

奥仲　哲弥

東京医科大学外科客員教授
前東京医科大学外科学第一講座講師
第16回日本光線力学学会会長
英国ロンドン大学国立医用レーザー研究所客員研究員
日本外科学会認定専門医・指導医
日本呼吸器外科学会専門医・指導医・評議員
日本呼吸器内視鏡学会指導医・気管支鏡専門医・評議員
日本レーザー医学会指導医・理事
日本呼吸器学会専門医
日本癌治療教育医
日本肺癌学会評議員
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山王病院　副院長

国際医療福祉大学教授
大柴　葉子

元聖母病院産婦人科医長
日本産科婦人科学会専門医
東京産婦人科医会委員
母体保護法指定医師

山王病院・山王メディカルセンター
　脳血管センター長

国際医療福祉大学教授
内山 真一郎

東京女子医科大学名誉教授
前東京女子医科大学脳神経センター所長・同神経内科主任教授
日本神経学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本内科学会認定医
日本栓子検出と治療学会理事長
世界脳卒中機構理事

山王病院
　消化器外科

国際医療福祉大学教授
渡邊　五朗

前虎の門病院副院長
日本外科学会専門医・指導医・代議員
日本超音波医学会専門医・指導医・代議員
日本胆道学会指導医・評議員
日本肝胆膵外科学会高度技能指導医・評議員
日本内視鏡外科学会評議員
日本消化器外科学会専門医・指導医・消化器がん外科治療認定医
日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会専門医

山王病院
　消化器内科

国際医療福祉大学教授

銭谷　幹男

前東京慈恵会医科大学総合健診・予防医学センター 教授･センター長･診療部長
前東京慈恵会医科大学大学院 器官病態･治療学 教授
前東京慈恵会医科大学DNA医学研究所 教授
元東京慈恵会医科大学内科学講座教授
日本消化器免疫学会理事
日本宇宙航空環境医学会理事
日本消化器病学会専門医・指導医・執行評議員
日本肝臓学会専門医・指導医
日本内科学会指導医

山王病院
　内科部長（腎臓内科）
　メディカルクラブ担当副部長

国際医療福祉大学教授

竹中　恒夫

前埼玉医科大学腎臓内科准教授
日本内科学会総合内科専門医
日本腎臓学会専門医・指導医・学術評議員
日本透析医学会専門医・指導医・評議員
日本高血圧学会専門医・指導医・評議員・特別正会員

山王病院
　心療内科部長

国際医療福祉大学教授
村上　正人

前日本大学医学部呼吸器内科診療教授
前日本大学医学部附属板橋病院心療内科部長
日本心療内科学会 専門医・理事・国際交流委員長
日本心身医学会 心身医療専門医・指導医・理事・評議員
日本ストレス学会 副理事長・理事
日本自律訓練学会 専門指導医・副理事長
第2回日本繊維筋痛症学会・大会会長
第16回日本心療内科学会・大会会長

山王病院
　小児科部長

保科　清

元東京女子医科大学第二病院小児科教授
元東京逓信病院小児科部長
前日本小児科医会会長
日本小児科学会専門医
日本内分泌学会内分泌代謝科（小児科）専門医
日本感染症学会専門医・ICD

山王病院
　外科部長

国際医療福祉大学教授

清水　伸幸

前東京大学医学部附属病院胃食道外科准教授
元ハーバード大学Massachusetts General Hospital Research Fellow
日本外科学会認定指導医・外科専門医
日本消化器内視鏡学会認定指導医・専門医・関東地方会評議員
日本消化器病学会認定消化器病専門医・評議員
日本消化器癌発生学会評議員
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山王病院
　整形外科上席部長

国際医療福祉大学教授

南　和文

前日本医科大学特任教授
前日本医科大学千葉北総病院整形外科部長
日本整形外科学会専門医・脊椎脊髄病医　・スポーツ医・リウマチ医
日本医師会認定産業医
国土交通省指定航空身体検査医
日本臨床スポーツ医学会監事
日本体力医学会評議員
日本整形外科スポーツ医学会評議員

山王病院
　整形外科部長

国際医療福祉大学教授

青木　孝文

元日本医科大学付属病院整形外科講師
前日本医科大学武蔵小杉病院整形外科部長
日本整形外科学会認定整形外科専門医・脊椎脊髄病医
　・運動器リハビリテーション医・スポーツ医・関東地区認定資格審査委員
日本手外科学会認定手外科専門医
日本臨床神経生理学会認定医（筋電図部門）
日本足の外科学会編集委員会委員長・診断評価基準等委員会委員
日本運動器リハビリテーション学会評議員
神奈川上肢の外科研究会運営委員

山王病院
　整形外科部長

国際医療福祉大学教授

中村　俊康

前慶應義塾大学医学部整形外科専任講師
元慶應義塾大学病院診療医長（整形外科病棟担当）
元藤田保健衛生大学医学部整形外科講師
日本整形外科学会認定整形外科専門医
日本手外科学会認定手外科専門医
日本手外科学会代議員
日本肘関節学会評議員

山王病院
　リウマチ科部長

国際医療福祉大学教授

中村　洋

前日本医科大学整形外科准教授
前日本医科大学武蔵小杉病院リウマチ科部長
元日本医科大学附属病院リウマチ科部長
日本整形外科学会 専門医
日本リウマチ学会 専門医・指導医・評議員
日本リウマチ財団 登録医
運動器抗加齢医学研究会 副会長
グルコサミン研究会理事

山王病院
　リプロダクション・婦人科
　内視鏡治療センター長

国際医療福祉大学教授

藤原　敏博

前東京大学医学部附属病院女性診療科・産科講師
　・周産母子診療部IVFｾﾝﾀｰ長
日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医
日本生殖医学会認定生殖医療専門医・代議員
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医・評議員
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本受精着床学会理事
日本不妊カウンセリング学会理事
日本卵子学会評議員

山王病院
　女性腫瘍センター
　・婦人科センター長

国際医療福祉大学教授

片瀬　功芳

前国際医療福祉大学三田病院女性腫瘍センター長
元癌研究会附属病院婦人科
日本産科婦人科学会専門医
日本臨床細胞学会専門医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
厚生労働省認定臨床研修指導医
American Association for the Advancement of Science（AAAS）会員
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山王病院
　山王メディカルクラブ担当部長
　臨床検査部長

国際医療福祉大学教授

川合　陽子

前慶應義塾大学医学部助教授
第11回日本検査血液学会学術集会大会長
日本検査血液学会理事長
日本臨床検査標準協議会理事
国際検査血液学会（ISLH）顧問
日本血液学会認定指導医・認定医
日本内科学会認定内科医
日本臨床検査医学会認定臨床検査医
日本医師会認定産業医
日本血栓止血学会代議員
日本臨床検査自動化学会功労会員

山王バースセンター院長

国際医療福祉大学教授
北川　道弘

元国立成育医療センター副院長
日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医・功労会員
日本臨床細胞学会認定指導医
日本体育協会公認スポーツドクター
日本温泉・気候・物理学会認定温泉療法医
日本母性衛生学会功労会員

山王バースセンター
　産婦人科部長

国際医療福祉大学教授

深田　幸仁

前東京都立墨東病院産婦人科部長
元山梨大学医学部臨床教授
元国立病院機構甲府病院外科系統括診療部長
日本産科婦人科学会産婦人科専門医
日本超音波医学会専門医・指導医
日本周産期新生児医学会専門医
日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会認定臨床遺伝専門医
厚生労働省認定臨床研修指導医

山王メディカルセンター院長
予防医学センター長

国際医療福祉大学教授

森下　鉄夫

前東京歯科大学市川総合病院内科学講座主任教授・副院長
元静岡赤十字病院第一内科・消化器科部長
日本消化器病学会専門医・財団評議員
日本消化器内視鏡学会専門医・評議員
日本肝臓学会専門医
日本消化管学会胃腸科終身認定医
日本人間ドック学会認定人間ドック健診情報管理指導士
日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医
日本微小循環学会評議員
日本静脈学会評議員
日本潰瘍学会評議員
日本門脈圧亢進症学会評議員

山王メディカルセンター
　女性医療センター長

国際医療福祉大学教授

太田　博明

前東京女子医科大学産婦人科主任教授
元慶応義塾大学産婦人科助教授
日本骨粗鬆症学会理事長
日本産科婦人科学会専門医・名誉会員
日本抗加齢医学会理事・専門医
日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医・監事
更年期と加齢のヘルスケア学会理事
日本骨粗鬆症財団理事
日本女性心身医学会認定医・名誉会員
日本内分泌学会専門医・指導医
日本がん治療認定機構暫定教育医
日本臨床細胞学会認定細胞診専門医
日本東洋医学会認定漢方専門医
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山王メディカルセンター
　血管外科総括部長
　　（東京・栃木地区）

国際医療福祉大学教授

重松　宏

前東京医科大学外科学第二講座主任教授
元東京大学大学院助教授
日本血管外科学会名誉会長
日本心臓血管外科学会名誉会員
日本脈管学会理事長 ・脈管専門医
日本静脈学会名誉会員
日本心・血管病予防会理事長
リンパ浮腫療法士認定機構理事長
世界血管外科学会連合アジア代表
日本外科学会指導医・評議員
日本老年学会指導医・評議員
心臓血管外科専門医

山王メディカルセンター
　血管病センター長

国際医療福祉大学教授

宮田　哲郎

前東京大学医学部附属病院血管外科病院教授
前東京大学医学部附属病院医工連携部長
日本血管外科学会理事長
日本心臓血管外科学会理事
日本脈管学会理事・脈管専門医
日本静脈学会理事
日本フットケア学会特別理事
日本医療安全学会理事
リンパ浮腫療法士認定機構理事
アジア血管学会理事
米国血管外科学会会員
日本外科学会専門医・指導医
心臓血管外科専門医

山王メディカルセンター
　PET-CTセンター長

国際医療福祉大学教授

西川　潤一

元東京大学助教授
元ジョンズ・ホプキンス大学核医学部門研究員
日本医学放射線学会認定放射線専門医
日本核医学会認定専門医・PET核医学認定医

国際医療福祉大学熱海病院
　脳卒中・神経センター長

国際医療福祉大学教授

永山　正雄

元東海大学神経内科・高度救命救急センター講師
元横浜市立脳血管医療センター神経内科部長
日本内科学会指導医・総合内科専門医
日本神経学会指導医・神経内科専門医・評議員
日本脳卒中学会専門医・評議員
日本救急医学会救急科専門医
日本蘇生協議会常任理事
日本神経救急学会理事
日本POS医療学会理事
3学会合同神経救急集中治療ガイドライン委員会委員長
米国神経救急集中治療医学会ガイドライン委員会委員・国際委員
欧州脳卒中機構編集委員会委員

国際医療福祉大学熱海病院
　脳卒中・神経センター顧問

国際医療福祉大学教授

篠永　正道

元横浜市立大学脳神経外科講師
前平塚共済病院救急センター長・診療部長
日本頭痛学会指導医
日本脳神経外科学会専門医・評議員
日本脳卒中学会専門医
日本脊髄外科学会認定医
日本ニューロモデュレーション学会評議員

国際医療福祉大学熱海病院
　
国際医療福祉大学教授

唐仁原　全

前東京女子医科大学腎臓病総合医療センター外科講師
日本外科学会専門医・指導医
日本透析医学会専門医・指導医
日本臨床腎移植学会認定医
日本移植学会評議員
日本臓器保存生物医学会評議員
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国際医療福祉大学熱海病院
　検査部長

国際医療福祉大学教授

〆谷　直人

前獨協医科大学准教授
元北里大学医学部専任講師
厚生労働省認定臨床研修指導医
日本臨床検査医学会専門医・管理医
インフェクションコントロールドクター
日本医師会臨床検査精度管理検討委員会委員
日本適合性認定協会臨床検査室技術審査員（ISO15189）
日本臨床検査自動化学会評議員・POC技術委員会委員長
日本臨床検査同学院常任理事
日本臨床化学会東海北陸支部長
日本臨床検査専門医会幹事
第324回日本臨床化学会 東海・北陸支部例会長

国際医療福祉大学病院
　消化器センター長

国際医療福祉大学教授

髙後　裕

前旭川医科大学医学部内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分野教授
日本消化器病学会専門医・指導医・財団評議員
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・評議員
日本肝臓学会専門医・指導医
日本内科学会指導医・評議員
日本血液学会専門医・指導医・評議員
日本消化器がん検診学会理事・指導医
日本癌治療認定医機構暫定教育医
日本消化管学会胃腸科指導医
日本癌治療学会理事
第15回日本肝臓学会大会会長
第51回日本癌治療学会学術集会会長

国際医療福祉大学病院
　副院長 消化器・乳腺外科部長

国際医療福祉大学教授

鈴木　裕

元東京慈恵会医科大学外科学講座講師
日本外科学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・評議員
日本消化器外科学会専門医
日本食道学会認定医
日本静脈経腸栄養学会認定医・評議員
NPO法人PDN代表理事
PEG在宅医療研究会常任理事・専門胃瘻増設者・専門胃瘻管理者
日本健康医学会常任理事
日本クリニカルパス学会評議員

国際医療福祉大学病院
　副院長 産婦人科部長

国際医療福祉大学教授

大和田　倫孝

前自治医科大学産婦人科准教授
日本婦人科腫瘍学会専門医・暫定指導医
日本産科婦人科学会専門医
日本臨床細胞学会細胞診専門医
日本がん治療認定医機構暫定教育医・がん治療専門医
日本臨床細胞学会栃木県支部長

国際医療福祉大学病院
　副院長 循環器センター長
　循環器内科部長

国際医療福祉大学教授

柴　信行

前東北大学大学院循環器EBM開発学講座准教授
スタンフォード大学循環器内科留学
日本高血圧学会指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本循環器学会専門医
日本心血管インターベンション治療学会認定医
日本心不全学会評議員
日本心臓リハビリ学会評議員
日本性差医学・医療学会評議員

国際医療福祉大学病院
　リプロダクションセンター長

国際医療福祉大学教授

栁田　薫

元福島県立医科大学医学部産婦人科助教授
ハワイ大学医学部生殖生物学教室留学
日本受精着床学会常務理事
日本卵子学会理事長
日本産科婦人科内視鏡学会評議員
日本アンドロロジー学会理事
2007年第10回日本ＩＶＦ学会会長
2011年日本哺乳動物卵子学会会長
日本産科婦人科学会専門医
日本生殖医学会専門医
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国際医療福祉大学病院
　内視鏡部長

国際医療福祉大学教授

佐藤　貴一

前自治医科大学消化器内科准教授兼内視鏡部長
日本消化器病学会専門医・指導医・学術評議員
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・学術評議員
日本内科学会認定医
日本ヘリコバクター学会理事・ピロリ菌感染症認定医
日本高齢消化器病学会理事

国際医療福祉大学病院
　糖尿病内分泌代謝科部長

国際医療福祉大学教授

粟田　卓也

前埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科教授・診療科長
日本糖尿病学会専門医・指導医・学術評議員
日本内分泌学会専門医・指導医・評議員
日本肥満学会専門医・指導医
日本内科学会評議員
日本糖尿病・肥満動物学会理事
日本糖尿病眼学会理事
日本糖尿病・妊娠学会理事

国際医療福祉大学病院
　糖尿病内分泌代謝科

国際医療福祉大学教授

石川 三衛

前自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科教授
日本内科学会指導医
日本内分泌学会専門医・指導医・評議員
日本腎臓学会専門医・指導医・評議員
日本糖尿病学会専門医・指導医
日本医師会認定産業医
日本高血圧学会評議員
日本臨床分子医学会評議員
日本肥満学会評議員
日本心血管内分泌代謝学会評議員
日本病態栄養学会評議員

国際医療福祉大学病院
　周産期センター 周産期部門長

国際医療福祉大学教授

松田 義雄

前東京女子医科大学医学部産婦人科学教授
同 母子総合医療センター母体･胎児科長
日本産科婦人科学会専門医
日本周産期･新生児医学会専門医･暫定指導医
日本周産期･新生児医学会理事（専門医制度委員会委員長）
日本妊娠高血圧学会理事
日本糖尿病･妊娠学会理事

国際医療福祉大学病院
　脳神経センター長
　脳神経外科部長

国際医療福祉大学教授

橋本　雅章

前自治医科大学脳神経外科医局長
元自治医科大学医学部講師
日本脳神経外科専門医・コングレス評議員
日本脳神経外科学会専門医
栃木県勤務医会理事
那須郡市医師会理事
日本定位放射線治療学会委員

国際医療福祉大学病院
　腎泌尿器外科部長

国際医療福祉大学教授

内田　克紀

元筑波大学臨床医学系腎泌尿器外科講師
日本泌尿器学会専門医・指導医
がん治療認定医機構暫定教育医
栃木県がん集検協議会理事
栃木県がん集検協議会前立腺がん検診部会長
栃木県保険衛生事業団学術委員
臨床研修協議会プログラム責任者

国際医療福祉大学病院
　小児外科

国際医療福祉大学教授

森川　康英

慶應義塾大学医学部小児外科客員教授
前慶應義塾大学医学部小児外科教授
ハーバード大学医学部留学
マサチューセッツ総合病院小児外科留学
元日本小児外科学会会長
元日本内視鏡外科学会会長
日本コンピュータ外科学会副理事長
日本外科学会専門医・指導医・外科専門医・特別会員
日本小児外科学会専門医・指導医・名誉会員
日本小児がん学会名誉会員
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2015.4現在

【関東地区】 ＊敬称略・順不同

役職 氏名 学会等の公職

国内外の学会等で活躍する医師

国際医療福祉大学病院
　神経内科部長
　神経難病センター長

国際医療福祉大学教授

加藤　宏之

前東北大学大学院助教授
元ワシントン大学医学部神経内科研究助教授
日本神経学会専門医・指導医
日本内科学会指導医
日本認知症学会専門医・指導医
日本脳卒中学会専門医
米国神経科学会会員

国際医療福祉大学病院
　神経難病部長

国際医療福祉大学教授

橋本　律夫

元自治医科大学神経内科講師
日本神経学会専門医・指導医・代議員
日本認知症学会専門医
日本内科学会認定医
日本神経心理学会評議員
日本失語症学会評議員
日本高次脳機能障害学会評議員

国際医療福祉大学病院
　血管外科部長

国際医療福祉大学教授
村上　厚文

元昭和大学第一外科専任講師
日本外科学会認定指導医
心臓血管外科専門医認定機構専門医
日本胸部外科学会指導医
日本血管外科学会血管内治療医・評議員
日本循環器学会指導医
外国人医師臨床研修指導医
日本静脈学会評議員
日本脈管学会評議員
日本血管内治療学会評議員
ステントグラフト施行医・指導医

国際医療福祉大学病院
　呼吸器内科部長

国際医療福祉大学教授

大野　彰二

前自治医科大学呼吸器内科准教授
日本呼吸器学会認定指導医・呼吸器専門医
日本呼吸器内視鏡学会認定指導医・気管支鏡専門医
日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医

国際医療福祉大学病院
　整形外科部長

国際医療福祉大学教授
杉原　俊弘

元聖マリアンナ医科大学整形外科学教室講師
聖マリアンナ医科大学客員教授
日本整形外科学会専門医・脊椎脊髄病認定医
義肢装具適合判定医
日本骨折治療学会評議員
東日本整形災害外科学会評議員

国際医療福祉大学病院
　整形外科部長

国際医療福祉大学教授

眞島　任史

北海道大学病院客員臨床教授
前北海道大学大学院特任教授
日本整形外科学会専門医・学術用語委員会委員
 ・VTE予防ガイドライン策定委員
日本リウマチ学会専門医
日本医師会健康スポーツ医
日本体育協会スポーツドクター

国際医療福祉大学病院
　形成外科部長

国際医療福祉大学教授

小坂　正明

前福岡山王病院形成外科部長
元福岡大学医学部形成外科学講座准教授
日本形成外科学会専門医・皮膚腫瘍外科指導専門医
日本臨床皮膚外科学会専門医
日本褥瘡学界認定師（医師）
日本頭蓋顎顔面外科学会専門医・評議員
日本抗加齢医学会評議員
日本頭蓋底外科学会評議員
日本シミュレーション外科学会理事
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2015.4現在

【関東地区】 ＊敬称略・順不同

役職 氏名 学会等の公職

国内外の学会等で活躍する医師

国際医療福祉大学病院
　小児科部長
国際医療福祉大学教授

郡司　勇治
前自治医科大学小児科学准教授
日本小児科学会専門医
日本がん治療認定医機構暫定教育医

国際医療福祉大学病院
　小児科

国際医療福祉大学教授

沼﨑　啓

マギル大学医学部客員教授
前国立感染症研究所ウイルス第三部室長
元札幌医科大学小児科助教授
日本小児科学会専門医・指導責任医
日本感染症学会専門医・指導医・評議員・ICD
日本化学療法学会認定抗菌化学療法指導医・評議員
日本ウイルス学会評議員
日本環境感染学会評議員
栃木県小児保健会常任理事

国際医療福祉大学病院
　リハビリテーション科部長

国際医療福祉大学教授

太田　喜久夫

藤田保健衛生大学大学院保健学研究科客員教授
前藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科教授
元国立長寿医療研究センター老人ケア研究部リハビリテーション研究室長
元厚生連松阪中央総合病院リハビリテーション科医長・部長
日本リハビリテーション医学会認定指導責任者・専門医・評議員
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士・評議員

国際医療福祉大学病院
　消化器・一般外科
　ICU部長

国際医療福祉大学教授

柳澤　暁

前東京慈恵会医科大学附属柏病院外科診療部長・手術部診療部長
　・緩和ケアチームリーダー
日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医・消化器がん外科治療認定医
日本消化器病学会専門医・指導医・関東支部評議員
日本肝胆膵外科学会高度技能指導医・評議員
日本がん治療認定医機構暫定教育医
日本臨床外科学会評議員
日本内視鏡外科学会評議員

国際医療福祉大学病院
　検査部長・感染症室長

国際医療福祉大学教授

髙橋　和郎

前大阪府立公衆衛生研究所 副所長兼感染症部長
元福島県立医科大学医学部微生物学講座助教授
元マサチューセッツ州立大学医学センター内科感染症部門研究員
日本ウイルス学会評議員
大阪府結核、感染症発生動向調査委員会委員長

国際医療福祉大学クリニック
　言語聴覚センター長
保健医療学部言語聴覚学科教授

加我　君孝

東京大学名誉教授
元東京大学耳鼻咽喉科学教室教授
東京大学医学教育国際協力研究センター初代センター長
元日本耳科学会理事長（現顧問）
元耳鼻咽喉科学会理事
元日中医学協会常任理事
厚生労働省援護審査会委員

国際医療福祉大学塩谷病院
　高齢者総合診療科部長

国際医療福祉大学教授

岩本 俊彦

前東京医科大学老年病科主任教授
日本老年医学会指導医
日本脳卒中学会専門医
日本老年精神医学会専門医
日本内科学会指導医

国際医療福祉大学塩谷病院
　内科部長（血液）

国際医療福祉大学教授

竹内　仁

前日本大学医学部血液膠原病内科主任教授
日本血液学会専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会暫定指導医
日本内科学会認定医
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役職 氏名 学会等の公職

国内外の学会等で活躍する医師

国際医療福祉大学塩谷病院
　副院長
　神経内科部長

国際医療福祉大学教授

内海　裕也

前社会保険蒲田総合病院院長補佐
元東京医科大学内科学第3講座准教授
元東京医科大学病院神経内科科長
元東京薬科大学大学院客員教授
元スウェーデン王国王立カロリンスカ研究所神経薬理学教室客員研究員
元国立療養所富士病院神経内科医長・重症心身障害児施設長
日本内科学会指導医
日本神経学会専門医・指導医
東京都在宅難病患者訪問診療制度専門医

化学療法研究所附属病院
　副院長
　呼吸器外科部長

国際医療福祉大学教授

小中　千守

前東京医科大学第一外科助教授
前王立カロリンスカ研究所研究員
日本呼吸器外科学会専門医・指導医
日本外科学会指導医
日本呼吸器内視鏡学会指導医・気管支鏡専門医
日本臨床細胞学会認定細胞診専門医
日本呼吸器学会認定医
日本がん治療認定医機構暫定認定医
日本外科系連合学会フェロー
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【九州地区】 ＊敬称略・順不同

役職 氏名 学会等の公職

高木病院　名誉理事長 山口　雅也

元佐賀医科大学　学長
元佐賀医科大学内科学主任教授
元九州大学医学部助教授
2007年　瑞宝重光賞　受賞

高木病院　名誉病院長
　肝臓病センター長
　予防医学センター長

国際医療福祉大学大学院　教授

山本　匡介

前佐賀大学医学部内科診療教授
元佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科助教授
日本内科学会　認定医・指導医
日本消化器病学会　消化器病専門医・指導医
日本肝臓学会　肝臓専門医・指導医
日本動脈硬化学会　功労会員
日本未病システム学会　常任理事

高木病院　病院長

国際医療福祉大学　教授

大川看護福祉専門学校　学校長

岩坂　剛

佐賀大学名誉教授
前佐賀大学医学部産科婦人科学教授
元米国John Hopkins大学 Postdoctoral Fellow
日本産科婦人科学会　産婦人科専門医
日本臨床細胞学会　細胞診専門医・副理事長
日本がん治療認定医機構　認定医
日本婦人科腫瘍学会　専門医・元常務理事
日本臨床細胞学会佐賀県支部名誉会員
佐賀母性衛生学会名誉会員
2012年日本臨床細胞学会・学会賞受賞

高邦会　顧問

高木学園　副理事長
国際医療福祉大学　教授
国際医療福祉大学大学院　教授

杉森　甫

元佐賀医科大学　学長
佐賀医科大学名誉教授
元佐賀医科大学産科婦人科学教授
日本産科婦人科学会　産婦人科専門医・名誉会員
日本臨床細胞学会　細胞診専門医・名誉会員
日本癌治療学会　名誉会員
日本婦人科腫瘍学会　名誉会員
国際婦人科癌学会　会員

高木病院
　予防医学センター　名誉センター長

太田　善郎

前国際医療福祉大学福岡リハビリテーション学部長
元佐賀県立病院好生館館長
元佐賀県総合保健協会専務理事
元愛媛大学医学部内科助教授
日本内科学会　認定医

高木病院
　病理部　顧問

国際医療福祉大学　教授

杉原　甫

佐賀大学名誉教授
元佐賀大学病理学教室教授
日本病理学会　指導医・専門医・功労会員
日本内分泌病理学会　名誉会員
日本肥満学会　名誉会員

高木病院
　循環器センター　スーパーバイザー

国際医療福祉大学　客員教授

渡邊　剛

ニューハート・ワタナベ国際病院総長
前金沢大学心肺・総合外科教授
元東京医科大学心臓外科兼任教授
元富山医科薬科大学助教授
ドイツHannover医科大学留学
日本ロボット外科学会理事長
日伯研究者協会副会長
日本胸部外科学会　指導医
日本心臓血管外科学会　専門医

高木病院　副院長
　外科部長
　化学療法室長

高邦会　医療安全管理部長

廣橋　喜美

元佐賀大学医学部臨床准教授（医学）
元国立病院機構東佐賀病院外科医長
日本外科学会　指導医・外科専門医
日本消化器病学会　消化器病専門医・指導医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医・指導医

国内外の学会等で活躍する医師
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役職 氏名 学会等の公職

国内外の学会等で活躍する医師

高木病院
　放射線治療センター（放射線治療）

高邦会　放射線治療室センター長

国際医療福祉大学　教授

早渕　尚文

久留米大学名誉教授
前久留米大学放射線科主任教授
元佐賀医科大学放射線科助教授
元九州大学医学部放射線科講師
日本医学放射線学会　元理事
日本放射線腫瘍学会　放射線治療専門医
放射線治療品質管理機構　理事長
日本頭頸部癌学会　理事

高木病院　副院長
　呼吸器センター長

国際医療福祉大学　教授

林　真一郎
前佐賀大学医学部呼吸器内科臨床教授
日本内科学会　認定医・指導医
日本呼吸器学会　呼吸器専門医・指導医

高木病院　副院長
　産婦人科（生殖医療）

国際医療福祉大学大学院　教授

小島　加代子
前佐賀大学医学部臨床教授
日本産科婦人科学会　産婦人科専門医
日本生殖医学会　生殖医療専門医

高木病院
　小児科　部長

栁井　文男
日本小児科学会認定　小児科専門医
日本血液学会認定　血液専門医

高木病院
　泌尿器科　顧問

松岡　啓

久留米大学名誉教授
前久留米大学医学部泌尿器科学講座主任教授
日本泌尿器科学会　専門医・指導医
日本透析医学会　専門医・指導医
日本レーザー医学会　専門医・指導医
日本がん治療認定医機構　暫定教育医

高木病院
　予防医学センター

医学教育研修センター
　九州地区センター長

国際医療福祉大学　教授

酒見　隆信

前佐賀大学医学部　副医学部長
前佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター長
前佐賀大学医学部附属地域包括医療教育部門教授
日本内科学会　認定医
日本腎臓学会　腎臓専門医・指導医・評議員
日本透析医学会　透析専門医・指導医
第44回九州人工透析研究会　会長

高木病院
　予防医学センター副センター長

大山　隆

元佐賀大学医学部臨床教授
日本内科学会　総合内科専門医
日本消化器病学会　消化器病専門医・指導医・九州支部評議員
日本消化器内視鏡学会　消化器内視鏡専門医・指導医・九州支部評議員
日本消化管学会　胃腸科専門医・評議員
日本抗加齢医学会　専門医
日本消化器がん検診学会　認定医

高木病院
　臨床検査部長

国際医療福祉大学　教授

梅村　創

九州大学名誉教授
前九州大学医学研究院保健学部門教授
元九州大学教育研究評議員
元九州大学医学部保健学科長
元九州大学医療技術短期大学部　教授・部長
元米国ワシントン大学医学部遺伝医学講座シニア研究員
日本血液学会　代議員
アメリカ血液学会　membership
日本検査血液学会九州支部評議員
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柳川リハビリテーション病院
　名誉病院長

井上　明生

久留米大学名誉教授
元久留米大学医学部整形外科主任教授
日本リハビリテーション医学会専門医
日本整形外科学会名誉会員
日本股関節学会名誉会員
日本人工関節学会名誉会員
国際整形外科学会会員
元英国王立医学会会員

柳川リハビリテーション病院
　病院長

介護老人保健施設　水郷苑
　施設長

重森　稔

久留米大学名誉教授
前久留米大学医学部脳神経外科主任教授
日本脳神経外科学会　特別会員
日本脳卒中の外科学会　名誉会員
日本神経救急学会　名誉会員
日本頭蓋底外科学会　名誉会員
日本脳神経超音波学会　名誉会員
日本意識障害学会　名誉会員
日本脳神経外傷学会　初代理事長
アジアオセアニア神経外傷学会　初代理事長
AMN (Academy For Multidisciplinary Neurotraumatology) President

柳川リハビリテーション病院
　副院長

諌山　照刀

前国際医療福祉大学病院整形外科教授
元福岡大学医学部整形外科助教授
日本整形外科学会　整形外科専門医
日本がん治療認定医機構　暫定教育医

柳川療育センター　施設長

柳川リハビリテーション学院　学院長

国際医療福祉大学大学院教授

高嶋　幸男

元国立精神・神経医療研究センター神経研究所長
日本小児神経学会　名誉会員
日本神経病理学会　名誉会員
日本周産期・新生児医学会　功労会員
日本未熟児新生児学会　功労会員
日本SIDS・乳幼児突然死予防学会　名誉会員
カナダ神経病理学学会賞受賞

柳川療育センター
　発達支援センター長

花井　敏男

前福岡市立心身障がい福祉センター　センター長
元福岡市立こども病院　小児神経科部長
日本小児科学会　小児科専門医
日本小児神経学会　小児神経専門医・評議員
日本てんかん学会　てんかん専門医・評議員
日本小児神経学会九州地方会　代表世話人



4

2015.04現在

【九州地区】 ＊敬称略・順不同

役職 氏名 学会等の公職

国内外の学会等で活躍する医師

福岡山王病院　病院長 中村　元一

元浜の町病院副院長
日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医
日本産科婦人科内視鏡学会 技術認定医・理事
日本生殖医学会認定 生殖医療専門医・功労会員
日本内視鏡外科学会 技術認定医
日本内分泌学会功労評議員
日本女性医学学会評議員
日本受精着床学会評議員

福岡山王病院
　副院長
　産婦人科部長

渡邊　良嗣

前浜の町病院産婦人科部長
日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医
日本生殖医学会認定 生殖医療専門医・代議員
日本内視鏡外科学会 技術認定医
日本女性医学学会認定 女性ヘルスケア専門医

福岡山王病院
　副院長
　呼吸器内科部長

国際医療福祉大学教授

力丸　徹

久留米大学臨床教授
前済生会二日市病院副院長
日本呼吸器学会評議員
日本結核病学会評議員
日本内科学会認定内科医

福岡山王病院
　副院長
  肝臓・胆のう・膵臓内科

国際医療福祉大学教授

石橋　大海

前長崎大学大学院教授
前国立病院機構長崎医療センター 臨床研究センター長
元九州大学医学部助教授
日本内科学会認定 総合内科専門医・指導医・功労会員
日本消化器病学会認定 消化器病専門医・指導医・功労会員
日本肝臓学会認定 肝臓専門医・指導医
日本超音波医学会認定 超音波専門医・指導医・功労会員
日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医・指導医
日本感染症学会認定 感染症専門医・指導医

福岡山王病院
　膵臓内科部長

国際医療福祉大学教授

舩越　顕博

元九州大学医学部講師
前九州がんセンター消化器内科医長
日本内科学会認定内科医
日本膵臓学会名誉会員
日本消化吸収学会理事
日本消化器病学会認定 消化器病専門医・指導医・功労会員
日本糖尿病学会認定 糖尿病専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会 暫定指導医
日本がん治療認定医機構　暫定教育医
第38回日本膵臓学会大会会長
JDDW（第44回日本消化呼吸学会）会長
日本消化器病学会研究奨励賞（1995）

福岡山王病院
　消化器内科部長
　消化器センター長

国際医療福祉大学教授

小林　広幸

前愛媛大学臨床教授
元松山赤十字病院胃腸センター（消化器科）所長
元北九州市立若松病院消化器内科部長
日本消化器病学会認定 消化器病専門医・指導医・評議員
日本消化器科内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医・指導医・評議員
日本内科学会認定内科医
日本消化器がん検診学会認定医
日本消化管学会認定 胃腸科専門医・胃腸科指導医
日本ヘリコバクター学会認定医

福岡山王病院
　神経内科

柳川リハビリテーション病院
　神経内科

国際医療福祉大学教授

赤松　直樹

前産業医科大学医学部神経内科学 准教授
元米国クリーブランドクリニック財団病院 神経内科フェロー
日本内科学会認定医
日本神経学会 神経内科専門医・指導医・代議員
日本頭痛学会認定 頭痛専門医
日本臨床神経生理学会認定医（脳波）・評議員
日本てんかん学会 専門医・指導医・理事・代議員
日本神経治療学会代議員
米国神経アカデミー会員、米国ECFMG資格
第47回日本てんかん学会学術大会副会長
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福岡山王病院
　ハートリズムセンター長

国際医療福祉大学大学院教授

熊谷　浩一郎

福岡大学医学部臨床教授
ケースウェスタンリザーブ大学・フェロー
前福岡大学病院循環器科講師
日本内科学会認定 総合内科専門医
日本循環器学会認定 循環器専門医
日本不整脈学会認定 不整脈専門医
日本不整脈学会理事
日本心電学会評議員

福岡山王病院
　循環器センター長

高木病院
　循環器センター長

国際医療福祉大学教授
国際医療福祉大学大学院教授

横井　宏佳

前小倉記念病院循環器内科主任部長
日本心血管インターベンション治療学会専門医・理事
日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士・理事
日本フットケア学会理事、日本下肢救済足病学会理事
Japan Endovascular Treatment Conference (JET)理事
日本冠疾患学会理事
日本循環器学会九州評議員
日本クリニカルパス学会評議員

福岡山王病院
　排便機能センター長

国際医療福祉大学教授

壬生　隆一

元九州大学医学研究院教授
日本外科学会認定 外科専門医・指導医
日本消化器外科学会認定 消化器外科専門医・指導医
日本消化器病学会認定 消化器病専門医・指導医・評議員
日本大腸肛門病学会認定 大腸肛門病専門医・指導医・評議員

福岡山王病院
　整形外科部長
　地域連携部長

国際医療福祉大学教授

副島　修

福岡大学臨床教授
前福岡大学病院整形外科准教授
日本整形外科学会認定 整形外科専門医・運動器リハビリテーション医
日本手外科学会認定 手外科専門医・代議員・国際委員会アドバイザー
日本整形外科スポーツ医学会 代議員・財務委員会委員
日本体育協会公認スポーツドクター

福岡山王病院
　泌尿器科部長

国際医療福祉大学教授

宮原　茂

元久留米大学医学部准教授
前久留米大学医学部臨床研修管理センター長
日本泌尿器学会認定 専門医・指導医
日本透析医学会認定 認定医・指導医

福岡山王病院
　小児科部長

国際医療福祉大学教授

新居見　和彦

元福岡大学小児科講師
日本小児科学会認定 小児科専門医
日本腎臓学会認定 腎臓専門医・指導医
新生児蘇生法専門認定医
九州小児ネフロロジー研究会幹事
九州・沖縄腎カンファレンス幹事
福岡小児腎疾患治療研究会幹事

福岡山王病院
　皮膚科部長

国際医療福祉大学教授

久保田　由美子

福岡大学臨床教授
前福岡大学医学部准教授
日本皮膚科学会認定 皮膚科専門医
日本アレルギー学会認定 アレルギー専門医・指導医

福岡山王病院
　放射線センター長

国際医療福祉大学大学院教授

宇都宮　英綱

前福岡大学医学部准教授
日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医
日本脳卒中学会認定 脳卒中専門医
日本小児放射線学会代議員
日本小児神経学会評議員
日本小児脳神経外科学会川淵賞（1987）
日本神経放射線学会賞加藤賞（1998）

福岡山王病院
　高邦会麻酔科部長

野元　保孝
前浜の町病院麻酔科部長兼手術部長
日本麻酔科学会認定 麻酔科指導医・専門医
厚生労働省認可 麻酔科標榜医

福岡山王病院
　耳鼻咽喉科部長

国際医療福祉大学教授

梅﨑　俊郎

前九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科診療准教授
日本耳鼻咽喉科学会認定 耳鼻咽喉科専門医
日本頭頸部外科学会認定 頭頸部がん専門医
日本喉頭科学会理事
日本嚥下医学会理事
日本音声言語医学会理事
日本気管食道科学会評議員
Travel Award (American Thoracic Society, International Conference 1997)
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福岡山王病院
　てんかん・すいみんセンター長

重藤　寛史

前九州大学病院診療准教授
元Cleveland Clinic Foundation 研究員
日本神経学会認定 神経内科専門医・指導医・評議員
日本てんかん学会認定 専門医・評議員
日本睡眠学会睡眠医療認定医
日本臨床神経生理学会 脳波・筋電図認定医・評議員
日本認知症学会認定 専門医
日本内科学会認定医

福岡国際医療福祉学院
　学院長

福岡山王病院
　予防医学センター

高木病院
　循環器センター

国際医療福祉大学教授

今泉　勉

久留米大学名誉教授
前久留米大学医学部心臓・血管内科主任教授
元九州大学循環器内科講師
元バージニア医科大学アシスタントプロフェッサー
日本内科学会認定医・功労会員
日本循環器学会認定 循環器専門医・名誉会員
日本高血圧学会認定 高血圧専門医・名誉会員
日本心不全学会名誉会員
日本心臓移植研究会特別顧問
心臓移植関連学会協議会代表
日本心臓財団奨励賞（1985）、ベルツ賞（1988）
上原生命科学財団奨励賞（1997）
日本高血圧学会学会賞受賞（2011）

福岡山王病院
　脳・神経機能センター長

国際医療福祉大学教授

松島　俊夫

佐賀大学名誉教授
前佐賀大学医学部脳神経外科教授
元佐賀大学医学部附属病院副院長・先進総合機能回復センター長
元九州大学医学部脳神経外科助教授
元浜の町病院脳神経外科部長
日本脳神経外科学会　指導医
日本脳卒中学会　脳卒中専門医
日本脳腫瘍の外科学会　評議員
日本頭蓋底外科学会　理事
日本脳ドック学会　評議員

福岡山王病院
　病理検査部長

国際医療福祉大学教授

恒吉　正澄

九州大学名誉教授
元九州大学医学部図書館長
元九州大学医療系統合教育研究センター長
元日本癌学会理事
元日本病理学会常任理事
日本病理学会認定病理専門医
死体解剖資格認定
Silverberg病理診断教育賞（2011）

福岡山王病院
　予防医学センター

国際医療福祉大学教授

髙栁　涼一

前九州大学　副学長・理事
元九州大学第三内科教授
元九州大学大学院医学研究院長・医系学府長・医学部長・医学科長
日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・指導医
日本糖尿病学会 糖尿病専門医・学術評議員
日本老年医学会理事
日本内科学会認定医
日本内分泌学会研究奨励賞（1994）
日本骨代謝学会特別賞（2005）
日本内分泌学会学会賞（2013）

福岡山王病院
　予防医学センター婦人科検診部長

国際医療福祉大学教授

江本　精

モンゴル国立健康科学大学医学部客員教授
明治大学先端科学技術研究所客員研究員
前福岡大学病院診療教授
元福岡大学医学部准教授
元福岡大学病院産婦人科診療部長
日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医
日本婦人科腫瘍学会認定専門医
日本超音波医学会認定 超音波専門医・指導医
日本がん治療機構認定医・暫定教育医
日本婦人科腫瘍学会子宮体癌治療ガイドライン評価委員
日本超音波医学会松尾賞（2011年度）
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