
日本神経学会九州地方会世話人一覧 2022 年 8 月末日 

 

県 認定施設名 名前 ふりがな

37 福岡県　37施設 28 9

1 福岡 福岡県済生会飯塚嘉穂病院　【准教育施設】 下家 恵一 しもや　けいいち

2 福岡 飯塚病院　【教育施設】 高瀬　敬一郎 たかせ　けいいちろう

3 福岡 社会医療法人栄光会栄光病院　【准教育施設】 大野　雅治 おおの　まさはる

4 福岡 独立行政法人国立病院機構大牟田病院　【教育施設】 笹ヶ迫　直一 ささがさこ　なおかず

5 福岡 北九州市立八幡病院　【准教育施設】 末永　章人 すえなが　あきひと

6 福岡 独立行政法人国立病院機構九州医療センター　【教育施設】 桑城　貴弘 くわしろ　たかひろ

7 福岡 九州大学病院　【教育施設】 磯部　紀子 いそべ　のりこ

8 福岡 九州中央病院【准教育施設】

9 福岡 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院　【准教育施設】 中村　憲道 なかむら　のりみち

10 福岡 九州労災病院　【准教育施設】 副島　直子 そえじま　なおこ

11 福岡 久留米大学病院　【教育施設】 谷脇　考恭 たにわき　たかゆき

12 福岡 健和会大手町病院【准教育施設】

13 福岡 小倉記念病院　【准教育施設】 橋本　哲也 はしもと　てつや

14 福岡 産業医科大学病院　【教育施設】 足立　弘明 あだち　ひろあき

15 福岡 社会保険大牟田天領病院　【准教育施設】 岡本　定久 おかもと　さだひさ

16 福岡 製鉄記念八幡病院　【准教育施設】

17 福岡 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院　【准教育施設】 福嶌　由尚 ふくしま　よしひさ

18 福岡 医療法人社団高邦会高木病院　【准教育施設】 雪竹　基弘 ゆきたけ　もとひろ

19 福岡 公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院　【准教育施設】 辞退 辞退

20 福岡 国家公務員共済組合連合会浜の町病院　【准教育施設】 佐竹　真理恵 さたけ　まりえ

21 福岡 社会医療法人大成会福岡記念病院　【准教育施設】 辞退 辞退

22 福岡 福岡県済生会福岡総合病院　【教育施設】 川尻　真和 かわじり　まさかず

23 福岡 福岡山王病院　【教育施設】　 谷脇　予志秀 たにわき　よしひで

24 福岡 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院　【教育施設】　 長野　祐久　 ながの　すけひさ

25 福岡 社会医療法人青洲会福岡青洲会病院　【准教育施設】 辞退 辞退

26 福岡 福岡赤十字病院　【准教育施設】 北山　次郎 きたやま　じろう

27 福岡 福岡大学筑紫病院　【准教育施設】 津川　潤 つがわ　じゅん

28 福岡 福岡大学病院　【教育施設】 坪井　義夫 つぼい　よしお

29 福岡 医療社団法人高邦会福岡中央病院　【教育施設】 中村　優里 なかむら　ゆうり　

30 福岡 福岡東医療センター　【教育施設】　 中根　博 なかね　ひろし

31 福岡 福西会病院　【教育関連施設】　 辞退 辞退

32 福岡 医療法人福西会福西会南病院　【教育関連施設】　

33 福岡 福岡県済生会二日市病院【教育関連施設】 森　慎一郎 もり　しんいちろう

34 福岡 泯江堂三野原病院　【准教育施設】 三野原　元澄 みのはら　もとずみ

35 福岡 村上華林堂病院　【教育施設】 山田　猛 やまだ　たけし

36 福岡 医療法人社団高邦会柳川リハビリテーション病院　【教育施設】 小池　文彦 こいけ　ふみひこ

37 福岡 柳病院【教育関連施設】

6 佐賀県　6施設 4 2

38 佐賀 伊万里有田共立病院　【准教育施設】 後藤　公文 ごとう　ひろふみ

39 佐賀 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター　【准教育施設】 小杉　雅史 こすぎ　まさふみ

40 佐賀 医療法人松籟会河畔病院　【教育関連施設】 辞退 辞退

41 佐賀 佐賀県医療センター好生館　【准教育施設】　 髙島　洋 たかしま　ひろし

42 佐賀 佐賀大学医学部附属病院　【教育施設】 江里口　誠 えりぐち　まこと

43 佐賀 独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO)佐賀中部病院　【教育関連施設】 辞退 辞退

11 大分県　11施設 8 3

44 大分 医療法人畏敬会井野辺病院　【准教育施設】 井野邉 純一 いのべ　じゅんいち

45 大分 大分県立病院　【教育施設】 麻生　泰弘 あそう　やすひろ

46 大分 大分県厚生連鶴見病院【准教育施設】 荒川　竜樹 あらかわ　りゅうき

47 大分 大分赤十字病院　【准教育施設】 森　敏雄 もり　としお

48 大分 大分大学医学部附属病院　【教育施設】　 松原　悦朗 まつばら　えつろう

49 大分 国家公務員共済組合連合会新別府病院　【教育施設】 迫　祐介 さこ　ゆうすけ

50 大分 社会医療法人長門莫記念会長門記念病院　【准教育施設】 三宮　邦裕 さんのみや　くにひろ

51 大分 永冨脳神経外科病院　【准教育施設】 辞退 辞退

52 大分 独立行政法人国立病院機構西別府病院　【教育施設】 後藤　勝政 ごとう　かつまさ

53 大分 独立行政法人国立病院機構別府医療センター　【准教育施設】

54 大分 医療法人社団村上神経内科クリニック　【教育関連施設】 辞退 辞退



 

18 熊本県　18施設 11 7

55 熊本 荒尾市民病院　【教育関連施設】 辞退 辞退

56 熊本 国立病院機構熊本医療センター　【教育施設】 幸崎　弥之助 こうざき　やのすけ

57 熊本 医療法人社団寿量会熊本機能病院　【教育施設】 渡邊　進 わたなべ　すすむ

58 熊本 くまもと県北病院【准教育施設】R3年4月より（旧公立玉名中央病院） 山口　安広 やまぐち　やすひろ

59 熊本 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター　【教育施設】 上山　秀嗣 うえやま　ひでつぐ

60 熊本 熊本市民病院　【准教育施設】 和田　邦泰 わだ　くにやす

61 熊本 熊本赤十字病院　【教育施設】 寺崎　修司 てらさき　しゅうじ

62 熊本 独立行政法人地域医療推進機構熊本総合病院　【准教育施設】 辞退 辞退

63 熊本 熊本大学医学部付属病院　【教育施設】　 植田　光晴 うえだ　みつはる

64 熊本 医療法人城南ヘルスケアグループ　くまもと南部広域病院【教育施設】 森　麗 もり　あきら

65 熊本 独立行政法人国立病院機構熊本南病院　【教育施設】 阪本　徹郎 さかもと　てつろう

66 熊本 熊本労災病院　【教育関連施設】 原　靖幸 はら　やすゆき

67 熊本 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院　【教育施設】 米原　敏郎 よねはら　としろう

68 熊本 医療法人杉村会　杉村病院【教育関連施設】 辞退 辞退

69 熊本 山都町包括医療センターそよう病院【教育関連施設】

70 熊本 医療法人財団聖十字会西日本病院　【教育施設】　 辞退 辞退

71 熊本 国保水俣市立総合医療センター　【教育関連施設】 辞退 辞退

72 熊本 山鹿中央病院　【准教育施設】　 辞退 辞退

12 長崎県　12施設 9 3

73 長崎 JCHO諫早総合病院　【准教育施設】 溝田　貴光 みぞた　たかみつ

74 長崎 貴田神経内科・呼吸器科・内科病院　【准教育施設】 楠原　智彦 くすはら　ともひこ

75 長崎 小鳥居内科脳神経内科クリニック　【教育関連施設】 辞退 辞退

76 長崎 佐世保市総合医療センター　【准教育施設】 藤本　武士 ふじもと　たけし

77 長崎 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院　【准教育施設】 竹尾　剛 たけお　ごう

78 長崎 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　【准教育施設】 岩永　洋 いわなが　ひろし

79 長崎 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター　【教育施設】 福留　隆泰 ふくどめ　たかやす

80 長崎 社会医療法人春回会長崎北病院　【教育施設】 佐藤　聡 さとう　あきら

81 長崎 長崎大学病院　【教育施設】 辻野　彰 つじの　あきら

82 長崎 独立行政法人国立病院機構長崎病院　【准教育施設】

83 長崎 長崎みなとメディカルセンター　【准教育施設】　 六倉　和生 むつくら　かずお

84 長崎 日本赤十字社長崎原爆病院【准教育施設】

15 鹿児島県　15施設 10 5

85 鹿児島 医療法人慈風会厚地脳神経外科病院　【准教育施設】　 辞退 辞退

86 鹿児島 いまきいれ総合病院　【教育施設】 吉村　道由 よしむら　みちよし

87 鹿児島 公益財団法人慈愛会今村総合病院　【教育施設】 神田　直昭 かんだ　なおあき

88 鹿児島 医療法人三州会大勝病院　【教育施設】 猪瀬　優 いのせ　まさる

89 鹿児島 社会医療法人恒心会おぐら病院　【准教育施設】 田代　雄一 たしろ　ゆういち

90 鹿児島 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター　【教育関連施設】 松岡　秀樹 まつおか　ひでき

91 鹿児島 鹿児島県立大島病院　【教育関連施設】 辞退 辞退

92 鹿児島 鹿児島県立北薩病院　【准教育施設】 辞退 辞退

93 鹿児島 鹿児島市医師会病院　【教育施設】 中川　広人 なかがわ　ひろと

94 鹿児島 鹿児島市立病院　【教育施設】 渡邊　修 わたなべ　おさむ

95 鹿児島 鹿児島大学病院　【教育施設】 髙嶋　博 たかしま　ひろし

96 鹿児島 菊野病院　【准教育施設】 辞退 辞退

97 鹿児島 川内市医師会立市民病院　【准教育施設】　 田邊　肇 たなべ　はじめ

98 鹿児島 公益社団法人鹿児島共済会 南風病院　【准教育施設】 辞退 辞退

99 鹿児島 独立行政法人国立病院機構南九州病院　【教育施設】　 園田　至人 そのだ　よしと

7 宮崎県　7施設 5 2

100 宮崎 海老原総合病院【教育関連施設】

101 宮崎 県立宮崎病院　【准教育施設】　 田代　研之 たしろ　けんし

102 宮崎 潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院　【教育施設】　 中尾　紘一 なかお　こういち

103 宮崎 千代田病院【教育関連施設】

104 宮崎 藤元メディカルシステム藤元総合病院　【准教育施設】 大窪　隆一 おおくぼ　りゅういち

105 宮崎 宮崎大学医学部附属病院　【教育施設】　 塩見　一剛 しおみ　かずたか

106 宮崎 独立行政法人国立病院機構宮崎東病院　【教育施設】　 杉本　精一郎 すぎもと　せいいちろう

7 沖縄県　7施設 4 3

107 沖縄 大浜第一病院【准教育施設】

108 沖縄 沖縄県立中部病院　【准教育施設】 城之園　学 じょうのその　まなぶ

109 沖縄 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　【准教育施設】 神里　尚美 かんざと　なおみ

110 沖縄 国立病院機構　沖縄病院　【教育施設】　 渡嘉敷　崇 とかしき　たかし

111 沖縄 医療法人徳洲会　中部徳洲会病院【准教育施設】

112 沖縄 地方独立行政法人　那覇市立病院【准教育施設】

113 沖縄 琉球大学医学部付属病院　【教育施設】 大屋　祐輔 おおや　ゆうすけ

教育研

修施設

数113

113 世話人未定施設13 79 34


