
《福岡県》

いとう循環器内科クリニック 811-1356 福岡市南区花畑1-45-34HANAHATA CLINICビル 2F 伊藤　浩司

おにき内科クリニック 819-0041 福岡市西区拾六町一丁目3-16 鬼木　秀幸

かわさき内科循環器科クリニック 813-0016 福岡市東区香椎浜3-2-1 川﨑　純也

ふくだ内科 循環器・糖尿病内科 811-1362 福岡市南区長住2-1-11 福田　佑介

ほりた内科・透析クリニック 814-0111 福岡市城南区茶山1-6-1 サンカルナ福岡城南1F 堀田　義雄

医療法人 おおはし内科循環器内科医院 815-0038 福岡市南区大橋団地4番7号 石岡　規生

医療法人 やまもとハートクリニック 830-0048 久留米市梅満町1061-5 山本　邦彦

宮瀬内科クリニック 810-0014 福岡市中央区平尾2-6-3 矢野　祐依子

松口循環器科・内科 820-0074 飯塚市楽市131-1 江島　健一

藤島クリニック 803-0811 北九州市小倉北区大門2-1-10 藤島　八重

JCHO 久留米総合病院 830-0013 久留米市櫛原町21番地 平井　祐治

JR九州病院 800-0031 北九州市門司区高田2-1-1 太﨑　博美

医療法人 井上会 篠栗病院 811-2413 糟屋郡篠栗町尾仲i94番地 三輪　宜一

医療法人 冠 博多心臓血管病院 812-0035 福岡市博多区中呉服町3番15 吉田　久美子

医療法人 文杏堂 杉病院 818-0072 筑紫野市二日市中央1-3-2 杉　雄介

医療法人 文佑会 原病院 816-0943 大野城市白木原5-1-15 堺　孝明

医療法人原三信病院 813-0033 福岡市博多区大博町1-8 市來　俊弘

医療法人原三信病院 812-0033 福岡市博多区大博町1-8 稲永　隆

医療法人原三信病院 812-0033 福岡市博多区大博町1-8 山本　光孝

医療法人財団 華林会 村上華林堂病院 819-8585 福岡市西区戸切2丁目14-45 星野　史博

医療法人社団高邦会 高木病院 831-0016 大川市酒見141-11 廣岡　良隆

医療法人社団豊永会飯塚記念病院 820-0014 飯塚市鶴三緒1452-2 三浦　修平

医療法人成雅会泰平病院 811-2111 福岡県糟屋郡須惠町新原14-7 木村　好邦

遠賀中間医師会おんが病院 811-4342 遠賀郡遠賀町尾崎1725-2 吉田　哲郎

恵光会 原病院 815-0042 福岡市南区若久2丁目6番1号 足達　寿

古賀病院21 839-0801 久留米市宮の陣3丁目ー8 水田　吉彦

国立病院機構九州医療センター 810-8563 福岡市中央区地行浜1-8-1 荒川　仁香

国立病院機構九州医療センター 810-8563 福岡市中央区地行浜1-8-1 冨永　光裕

今津赤十字病院 819-0165 福岡市西区今津377 藤井　弘二

社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 830-8543 久留米市津福本町422 田代　英樹

社会医療法人財団白十字病院 819-8511 福岡市西区石丸4-3-1 岩瀬　正典

社会医療法人製鉄記念八幡病院 805-8508 北九州市八幡東区春の町1-1-1 酒井　東吾

社会医療法人製鉄記念八幡病院 805-8508 北九州市八幡東区春の町1-1-1 土橋　卓也

地方独立行政法人 大牟田市立病院 836-8567 大牟田市宝坂町2丁目19番地1 紫原　美和子

日本海員掖済会 門司掖済会病院 801-8550 北九州市門司区清滝1丁目3-1 阿部　功

日本海員掖済会 門司掖済会病院 801-8550 北九州市門司区清滝1丁目3-1 藤島　慎一郎

飯塚記念病院 820-0014 飯塚市鶴三緒1452-2 武田　一人

飯塚記念病院 820-0014 飯塚市鶴三緒1452-2 豊永　次郎

飯塚病院 820-8505 飯塚市芳雄町3-83 西　淳一郎

福岡県済生会二日市病院 818-8516 筑紫野市湯町3-13-1 門上　俊明

福岡聖恵病院 811-3105 古賀市鹿部482 野田　晏宏

福岡赤十字病院 815-8555 福岡市南区大楠3-1-1 大坪　俊夫

福岡赤十字病院 815-8555 福岡市南区大楠3-1-1 中井　健太郎

福西会病院 814-0171 福岡市早良区野芥1-2-36 出石　宗仁

福西会病院 814-0171 福岡市早良区野芥1-2-36 鍵山　俊太郎

福西会病院 814-0171 福岡市早良区野芥1-2-36 関　拓紀

北九州若杉病院 811-2416 糟屋郡篠栗町大字田中275 寒水　康雄

北九州若杉病院 811-2416 糟屋郡篠栗町大字田中275 松村　潔

久留米大学 830-0011 久留米市旭町67 榎本　美佳

久留米大学医療センター 839-0863 久留米市国分町155-1 甲斐　久史

久留米大学病院 830-0011 久留米市旭町67 大場　豊治

九州大学大学院 812-8252 福岡市東区馬出3-1-1 後藤　健一

九州大学大学院病態機能内科学(第二内科) 812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 茨木　愛
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九州大学病院 812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 安藤　眞一

九州大学病院 812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 篠原　啓介

九州大学病院 812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 西原　正章

産業医科大学病院 807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1丁目1番1号 上野　啓通

福岡大学 814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1 有馬　久富

福岡大学 814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1 三浦　伸一郎

福岡大学医学部 814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1 上原　吉就

福岡大学医学部 814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1 志賀　悠平

福岡大学医学部 814-0180 福岡市城南区七隈 7-45-1 藤田　孝之

福岡大学筑紫病院 818-8502 筑紫野市俗明院1-1-1 浦田　秀則

九州歯科大学 803-8580 北九州市小倉北区真鶴2-6-1 大田　祐子

九州歯科大学 803-8580 北九州市小倉北区真鶴2-6-1 福原　正代

帝京大学福岡医療技術学部 836-8505 大牟田市岬町6-22 河野　雄平

福岡国際医療福祉大学 814-0001 福岡市早良区百道浜3ー6ー40 田川　辰也

《佐賀県》

医療法人岡村医院 848-0042 伊万里市蓮池町18 岡村　圭祐

佐賀記念病院 849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬1240-1 小松　愛子

済生会 唐津病院 847-0852 唐津市元旗町817 徳島　卓

佐賀大学医学部 849-8501 佐賀市鍋島5-1-1 白木　綾

佐賀大学医学部 849-8501 佐賀市鍋島5-1-1 野出　孝一

《長崎県》

つねとう内科・循環器内科 856-0025 大村市小路口町258-4 恒任　章

なかしま内科クリニック 852-8053 長崎市葉山1丁目28-15S&B葉山ショッピングプラザ2F 中嶋　寛

医療法人 泉川病院 859-1504 南島原市深江町丁2405 岩崎　義博

医療法人博愛会 哲翁病院 859-2502 南島原市口之津町甲1181 笹栗　俊之

医療法人和光会恵寿病院 854-0121 諫早市有喜町593番地1 赤星　正純

佐世保市総合医療センター 857-0056 佐世保市平瀬町9-3 室屋　隆浩

佐世保市立総合病院 857-0056 佐世保市平瀬町9-3 新北　浩樹

社会医療法人春回会井上病院 850-0045 長崎市宝町6-12 瀬戸　信二

長崎掖済会病院 850-0034 長崎市樺島町5-16 岩見　浩一

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 856-8562 大村市久原2丁目1001-1 於久　幸治

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 856-8562 大村市久原2丁目1001-1 深江　貴芸

日本赤十字社 長崎原爆病院 852-8511 長崎市茂里町3番15号 芦澤　直人

日本赤十字社長崎原爆諫早病院 859-0497 諫早市多良見町化屋986-2 田﨑　洋文

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 852-8501 長崎市坂本1-7-1 前村　浩二

長崎大学病院 852-8501 長崎市坂本1-7-1 河野　浩章

長崎大学病院 医療教育開発センター 851-0301 長崎市深堀1丁目11-54　社会医療法人長崎記念病院内 小出　優史

《熊本県》

緑ヶ丘クリニック 864-0033 荒尾市緑ヶ丘2丁目4-3 實吉　拓

令和会 熊本整形外科病院 862-0975 熊本市中央区新屋敷1丁目17-1 光山　華央留

（医）聖粒会慈恵病院 860-0073 熊本市島崎6-1-27 井上　準之助

熊本機能病院 860-8518 熊本市北区山室6-8-1 水野　雄二

熊本赤十字病院 861-8520 熊本市東区長嶺南2丁目1-1 伊藤　彰彦

公立多良木病院 868-0598 球磨郡多良木町大字多良木4210循環器内科医局 末田　大輔

荒尾市民病院 864-0041 荒尾市荒尾2600 宮里　賢和

国立病院機構熊本医療センター 860-0008 中央区熊本市二の丸1番5号 梶原　健吾

国立病院機構熊本医療センター 860-0008 熊本市中央区二の丸1-5 富田　正郎

桜十字病院 861-4173 熊本市南区御幸木部1-1-1 白石　直樹

熊本大学医学部附属病院 860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1 泉　裕一郎

熊本大学医学部附属病院 860-8556 熊本市本荘1-1-1 山本　英一郎

熊本大学大学院 860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1 佐藤　迪夫

熊本大学大学院医学薬学研究部 860-8556 熊本市本荘1-1-1 安達　政隆

熊本大学大学院生命科学研究部 860-8556 熊本市本荘1-1-1 柿添　豊

熊本大学大学院生命科学研究部 860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1 向山　政志

熊本大学病院 860-8556 熊本市本荘1-1-1 中村　太志



－ － － 岩岡　大輔

《大分県》

くどう循環器科・内科 878-0024 竹田市玉来867 工藤　博司

阿南循環器内科クリニック 870-0128 大分市森582-1 阿南　太

熊谷循環器内科医院 871-0712 中津市山国町守実322 熊谷　英太

社会医療法人 三愛会 大分三愛メディカルセンター 870-1151 大分市大字市1213番地 犀川　哲典

大分県厚生連鶴見病院 874-0840 別府市鶴見4333 篠崎　和宏

大分市明野中央病院 870-0161 大分市明野東2-7-33 木下　昭生

大分大学医学部 879-5593 由布市挾間町医大ケ丘1-1 秋好　久美子

大分大学医学部 879-5593 由布市挾間町医大ケ丘1-1 柴田　洋孝

大分大学医学部 879-5593 由布市挾間町医大ヶ丘1-1 吉田　雄一

《宮崎県》

こいわや循環器内科クリニック 880-0824 宮崎市大島町西田2137-4 小岩屋　宏

近藤内科クリニック 886-0004 小林市大字細野405-9 近藤　宏一

医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病院 880-0003 宮崎市高松町2番16号 斉田　光彦

弘潤会 野崎東病院 880-0837 宮崎市村角町高尊2105 下窪　徹

国立病院機構 宮崎東病院 880-0911 宮崎市田吉4374-1 石山　雄一郎

社会医療法人耕和会 迫田病院 880-0917 宮崎市城ヶ崎3-2-1 迫田　万里代

社会医療法人泉和会 千代田病院 883-0064 日向市日知屋古田町88番地 上園　繁弘

藤元総合病院 885-0055 都城市早鈴町17-1 浦部　由利

宮崎大学 889-1601 宮崎市清武町木原5200 鶴田　敏博

宮崎大学フロンティア科学実験総合センター 889-1692 宮崎市清武町木原5200 加藤　丈司

宮崎大学医学部 889-1692 宮崎市清武町木原5200 北　俊弘

《鹿児島県》

指宿浩然会病院 891-0402 指宿市十1130番地 小原　克彦

天陽会中央病院 892-0822 鹿児島市泉町6-7 佐藤　大祐

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 892-0853 鹿児島市城山町8-1 中島　均

米盛病院 890-0062 鹿児島市与次郎1-7-1 志水　元洋

鹿児島大学 890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 赤﨑　雄一

鹿児島大学 890-8544 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 大石　充

鹿児島大学 890-8744 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 宮田　昌明

鹿屋体育大学 891-2393 鹿屋市白水町1 安田　修

《沖縄県》

首里城下町クリニック 第一 902-0062 那覇市松川3-18-30 田名　毅

首里城下町クリニック第二 901-0071 那覇市繁多川3丁目5番18-4号 石田　百合子

中村内科クリニック 901-1303 島尻郡与那原町字与那原3068番地1 中村　義人

おもろまちメディカルセンター 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 井上　卓

沖縄リハビリテーションセンター病院 904-2173 沖縄市比屋根2-15-1 長浜　一史

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 901-1193 島尻郡南風原町字新川118-1 當真　隆

社会医療法人敬愛会 中頭病院 904-2195 沖縄市字登川610番地 小田口　尚幸

琉球大学 903-0215 中頭郡西原町字上原207 大屋　祐輔

琉球大学 903-0213 中頭郡西原町字千原1 崎間　敦

琉球大学医学部 903-0215 中頭郡西原町字上原207 石原　綾乃

琉球大学医学部附属病院 903-0215 中頭郡西原町字上原207 古波蔵　健太郎

琉球大学大学院医学研究科 903-0215 中頭郡西原町字上原207 植田　真一郎

沖縄県健康づくり財団 901-1192 島尻郡南風原町字宮平212番地 山里　正演

沖縄大学 902-8521 那覇市字国場555 又吉　哲太郎

《その他》

Courtsejourgeriatrique,HopitalJacquesMonod フランス 今泉　悠希


