会

員
※各地区50音順

北九州地区（43名）
氏

名

〒

勤務先住所

ＴＥＬ

メールアドレス

赤坂 聡一郎

801-8502 門司区東港町3-1 九州労災病院門司メディカルセンター

093-331-3461 sakasaka@mojih.johas.go.jp

生山 俊弘

807-0071 八幡西区上の原3-28-11 上の原クリニック

093-612-0002

池田 洋

800-0295 小倉南区湯川5-10-10 北九州総合病院

093-921-0560 h-ikeda@kitakyu-hp.or.jp

石田 浩三

825-8567 田川市糒1700-2 田川市立病院

0947-44-2100

一木 準史

825-0004 田川市大字夏吉142 一本松病院

0947-44-2150

伊東 健治

800-0206 小倉南区葛原東3-14-7 泌尿器科いとうクリニック

093-474-4919 kenji@uro-ito.com

上野 陽右

806-0044 八幡西区相生町6-19 上野医院

093-621-1082

上村 哲司

807-0831 八幡西区則松2-8-21 北九州ネフロクリニック

093-692-6665 knephro@gmail.com

大西 怜

807-8555 八幡西区医生ヶ丘1-1 産業医科大学泌尿器科学教室

093-691-7446

大森 晧一

822-0025 直方市日吉町9-52 大森医院

0949-22-0417

奥村 幸司

805-8508 八幡東区春の町1-1-1 新日鐵八幡記念病院

093-672-3176 okumura.k@ns.yawata-mhp.or.jp

小津 堅輔

807-0804 八幡西区医生ヶ丘3-22-302

093-602-2239

梶原 一郎

828-0011 豊前市四郎丸1298-1 梶原内科泌尿器科クリニック

0979-82-2456 ryou123@sweet.ocn.ne.jp

川井 修一

802-0077 小倉北区馬借3-3-34 かわい泌尿器科クリニック

093-551-9900 kawai-ur@po.sphere.ne.jp

國見 宏

805-0061 八幡東区西本町4-10-10 國見皮膚科・泌尿器科医院

093-681-2621

久保 周太

809-0014 中間市蓮花寺3-1-7 中間市立病院

093-245-0981

後藤 安正

800-0025 門司区柳町2-6-8 後藤皮膚科泌尿器科医院

093-381-1898 goto195731@guitar.ocn.ne.jp

小宮 俊秀

824-0031 行橋市西宮市1-7-19 行橋クリニック

0930-24-5677

佐藤 伸一

807-1261 八幡西区木屋瀬3-9-19 菜の花診療所

093-619-5123

実藤 健

800-0300 京都郡苅田町新津1598 小波瀬病院

0930-24-5211 sanefuji@youmeikai.jp

城嶋 和孝

802-8555 小倉北区貴船町1-1 小倉記念病院

093-921-2231

髙野 徳昭

805-0050 八幡東区春の町5-9-27 福岡県済生会八幡総合病院

093-622-5211

田中 慎吾

805-0050 八幡東区春の町5-9-27 福岡県済生会八幡総合病院

093-622-5211

月脚 克彦

826-0021 田川市桜町15-10 月脚泌尿器科医院

0947-42-6104

月脚 靖彦

826-0021 田川市桜町15-10 月脚泌尿器科医院

0947-42-6104

富﨑 一向

807-8555 八幡西区医生ヶ丘1-1 産業医科大学泌尿器科学教室

093-691-7446

中島 信能

800-0296 小倉南区曽根北町1-1 九州労災病院

093-471-1121 nakashima.urol-k@kyushuh.johas.go.jp

氏

名

〒

勤務先住所

ＴＥＬ

メールアドレス

西 昇平

808-0005 若松区下原町3-23 にしひ尿器科皮ふ科クリニック

093-752-5551 uroder-nishiclinic@r2.dion.ne.jp

西村 敬史

807-0856 八幡西区八枝3-9-17 西村泌尿器科

093-691-0001

野見山 朋彦

805-0067 八幡東区祇園2-12-9 野見山医院

093-671-3101 nomiyama@alpha.ocn.me.jp

長谷川 周二

802-0077 小倉北区馬借2-1-1 北九州市立医療センター

093-541-1831

濵砂 良一

807-8555 八幡西区医生ヶ丘1-1 産業医科大学泌尿器科学教室

093-691-7446 hamaryo@med.uoeh-u.ac.jp

百武 宏幸

825-0001 田川市伊加利2195-26 百武医院

0947-42-9100

平野 遥

805-0034 八幡東区清田4-23-5

093-652-8205

藤本 直浩

807-8555 八幡西区医生ヶ丘1-1 産業医科大学泌尿器科学教室

093-691-7446 n-fuji@med.uoeh-u.ac.jp

松田 央一

800-0225 小倉南区田原3-12-43 まつだ泌尿器科医院

093-475-1888

松本 哲朗

803-8501 小倉北区城内1-1 北九州市保健福祉局

093-582-2678 tetsuromatsu@gmail.com

水町 義信

822-0002 直方市頓野1857-1 水町ひ尿器科内科クリニック

0949-26-8255 memos@memos.jp

溝口 裕昭

828-0025 豊前市恒富40-1 みぞぐち泌尿器科クリニック

0979-84-0840 uro-hmizoguchi@marble.ocn.ne.jp

宮崎 文男

802-0841 小倉南区北方2-19-1 宮崎医院

093-921-2058

宮崎 義男

802-0841 小倉南区北方2-19-1 宮崎医院

093-921-2058

山田 陽司

804-0093 戸畑区沢見2-5-1 共愛会戸畑共立病院

093-871-5421

山元 明治

808-0144 若松区高須東4-2-43 山元泌尿器科医院

093-741-0102

福岡地区(97名)
氏

名

〒

勤務先住所

ＴＥＬ

メールアドレス

相島 真奈美

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434

阿部 裕典

819-0025 西区石丸3-2-1 白十字病院

092-891-2511 hi-abe@hakujyujikai.or.jp

有吉 朝美

814-0153 城南区樋井川7-14-7

092-861-6289 asaariyoshi@nag.bbiq.jp

安東 定

818-0083 筑紫野市針摺中央2-11-10 高山病院

092-921-4511

安藤 三英

811-1213 筑紫郡那珂川町中原2-127 あんどう泌尿器科クリニック

092-954-1616 ando-uro@bb.csf.ne.jp

池上 浩規

816-0952 大野城市下大利1-16-2 池上泌尿器科クリニック

092-572-0128

石井 龍

818-8502 筑紫野市俗明院1-1-1 福岡大学筑紫病院

092-921-1011

一倉 祥子

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434 s-ichikura@harasanshin.or.jp

一倉 晴彦

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434

稲富 久人

811-3298 福津市日蒔野5-7-1 宗像水光会総合病院

0940-34-3111 h-inatomi@suikokai.or.jp

猪口 淳一

812-8582 東区馬出3-1-1 九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

092-642-5610 junichi@uro.med.kyushu-u.ac.jp

入江 慎一郎

814-0180 城南区七隈7-45-1 福岡大学医学部泌尿器科学教室

092-801-1011

岩坪 暎二

819-0045 西区拾六町団地2-18

092-882-2863

魚住 二郎

811-2316 糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8 福岡青洲会病院

092-939-0010 uozumi@seisyukai.jp

浦 俊郎

814-0175 早良区田村4-29-6 浦クリニック

092-874-3030 ura-cl@sa7.gyao.ne.jp

江藤 正俊

812-8582 東区馬出3-1-1 九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

092-642-5603 etom@uro.med.kyushu-u.ac.jp

江本 純

820-0067 飯塚市川津405-1 泌尿器科CUクリニック

0948-23-1249 jun730emoto@yahoo.co.jp

大田 純一朗

816-0094 博多区諸岡1-23-21 おおた内科･泌尿器科クリニック

092-584-1919 junichiro@suo.bbiq.jp

大森 章男

816-0864 春日市須久北4-5 福岡徳洲会病院

092-573-6622 aouro9@csf.ne.jp

大藪 裕司

820-0067 飯塚市川津208-2 おおやぶクリニック

0948-25-3331

尾本 徹男

818-0083 筑紫野市針摺中央2-11-10 高山病院

092-921-4511

加治 慎一

815-0033 南区大橋1-2-8-2F かじクリニック

092-542-0084 qqu93pf9k@kind.ocn.ne.jp

加野 資典

811-3111 糟屋郡新宮町中央駅前1-2-1 豊資会加野病院

092-962-2111 kano@houshikai.or.jp

河野 博巳

814-0021 早良区荒江2-9-13-2F かわの医院

092-831-7500 h-kawano@mvh.biglobe.ne.jp

川村 雅也

811-2316 糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8 福岡青洲会病院

092-939-0010

清原 宏彦

813-0044 東区千早5-8-1 清原皮膚科泌尿器科医院

092-671-5588

久志本 俊郎

820-0067 飯塚市川津405-1 泌尿器科CUクリニック

0948-23-1249

國武 剛

814-0163 早良区干隈3-9-1 牟田病院

092-865-2211

熊澤 淨一

812-8582 東区馬出3-1-1 九州大学医学部(泌尿器科)名誉教授

092-642-5603 kumazawa.jyouichi@sky.plala.or.jp

氏

名

〒

勤務先住所

ＴＥＬ

メールアドレス

黒住 武史

819-0006 西区姪浜駅南1-4-21シエスタ姪浜2F 黒住泌尿器科医院

092-891-5591

古賀 寛史

811-2202 糟屋郡志免町志免4-1-7 青洲会クリニック

092-937-0422 koga@harasanshin.or.jp

後藤 健

810-0073 中央区舞鶴3-6-17-2F 後藤けんクリニック

092-714-3250 kengotony@hotmail.com

後藤 宏一郎

810-0073 中央区舞鶴3-6-17-3F 後藤クリニック

092-714-3250 gotoc4@blue.ocn.ne.jp

小藤 秀嗣

810-8539 中央区長浜3-3-1 浜の町病院

092-721-0831

木場 勝司

811-2233 糟屋郡志免町別府北1-14-24 こば泌尿器科･皮フ科クリニック 092-623-0203

小松 潔

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434 RXD4252@nifty.com

坂本 公孝

814-0151 城南区堤2-27-11

092-861-1105

鷺山 和幸

810-0001 中央区天神1-3-38-3F さぎやま泌尿器クリニック

092-720-3077 uro@sagiyama.net

塩田 真己

812-8582 東区馬出3-1-1 九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

092-642-5603 shiota@uro.med.kyushu-u.ac.jp

志賀 健一郎

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434

庄 武彦

810-0001 中央区天神3-10-11-6F 天神つじクリニック

092-739-8688 show@danseifunin.com

陶山 健一

816-0943 大野城市白木原4-8-1 すやま泌尿器科クリニック

092-591-3306

関 成人

815-8555 南区塩原3-23-1 九州中央病院

092-541-4936 narihito@kyushu-ctr-hsp.com

妹尾 康平

813-0003 東区香住ヶ丘1-25-4

092-682-5255

平 浩志

818-8502 筑紫野市俗明院1-1-1 福岡大学筑紫病院

092-921-1011

高山 一生

818-0083 筑紫野市針摺中央2-11-10 高山病院

092-921-4511 takayama@takayama-hosp.org

武井 実根雄

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434 mtakei@harasanshin.or.jp

武内 在雄

812-8582 東区馬出3-1-1 九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

092-642-5603 ario@uro.med.kyushu-u.ac.jp

竹内 俊夫

815-0033 南区大橋1-15-5 竹内皮膚泌尿器科医院

092-551-0966

竹内 文夫

816-0854 春日市下白水北4-85 榊原医院

092-572-3111 takeuti@galaxy.ocn.ne.jp

武居 哲郎

811-3111 糟屋郡新宮町中央駅前1-2-1 豊資会加野病院

092-962-2111

立神 勝則

812-8582 東区馬出3-1-1 九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

092-642-5603 ktatsu@uro.med.kyushu-u.ac.jp

田中 誠

811-3216 福津市花見が浜1-4-3 たなか泌尿器科

0940-42-5307

田中 正利

814-0180 城南区七隈7-45-1 福岡大学医学部泌尿器科学教室

092-801-1011 matanaka@cis.fukuoka-u.ac.jp

辻 祐治

810-0001 中央区天神3-10-11-6F 天神つじクリニック

092-739-8688 ytsuji@tt-clinic.com

津田 治

816-0833 春日市紅葉ケ丘東1-86 樋口病院

092-572-0343

角田 和之

814-0155 城南区東油山1-3-30 つのだ泌尿器科医院

092-863-9717 tuno-prosta@feel.ocn.ne.jp

角田 雄一

810-0034 中央区笹丘1-10-21 つのだ泌尿器科クリニック

092-717-7788 tsun262303@gmail.com

富田 能弘

810-0001 中央区天神1-3-38-3F さぎやま泌尿器クリニック

092-720-3077 tomita@sagiyama.net

内藤 誠二

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434

氏

名

〒

勤務先住所

ＴＥＬ

メールアドレス

中島 啓二

818-0083 筑紫野市針摺中央2-11-10 高山病院

092-921-4511

中島 のぶよ

818-0083 筑紫野市針摺中央2-11-10 高山病院

092-921-4511 nakashin@takayama-hosp.org

中島 雄一

820-8505 飯塚市芳雄町3-83 飯塚病院

0948-22-3800

中牟田 誠一

812-0034 博多区下呉服町2-13 原三信泌尿器クリニック

092-283-5121 snakamuta@harasanshin.or.jp

中村 英樹

838-0068 朝倉市甘木151-4 朝倉健生病院泌尿器科

0946-22-5511 hmms@lily.ocn.ne.jp

中村 幹夫

811-2316 糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8 福岡青洲会病院

092-939-0010 nakamura@seisyukai.jp

中村 元信

811-1395 南区野多目3-1-1 九州がんセンター

092-541-3231 mnakamu@nk-cc.gp.jp

野村 博之

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434 nomura@harasanshin.or.jp

蓮尾 研二

819-0168 西区今宿駅前1-2-20 はすお泌尿器科

092-805-5080 cl.hasuo@poem.ocn.ne.jp

畑中 政之

814-0121 城南区神松寺2-16-8 はたなか皮ふ科ひ尿器科

092-874-5331 hatamasa@arrow.ocn.ne.jp

原 律子

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434

平田 耕造

810-8563 中央区地行浜1-8-1 国立病院機構九州医療センター

092-852-0700 hirakou@jcom.home.ne.jp

藤井 善隆

820-0041 飯塚市飯塚8-20 藤井泌尿器科医院

0948-21-5550 fujii-uro@true.ocn.ne.jp

舩津 雅夫

815-0041 南区野間4-17-31 舩津クリニック

092-552-7321

眞﨑 拓朗

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434 t-masaki@harasanshin.or.jp

増田 克明

818-0083 筑紫野市針摺中央2-11-10 高山病院

092-921-4511

松岡 弘文

814-0180 城南区七隈7-45-1 福岡大学医学部泌尿器科学教室

092-801-1011 hmatsu57@fukuoka-u.ac.jp

宮崎 薫

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434 k-miyazaki@harasanshin.or.jp

宮﨑 良春

810-0022 中央区薬院2-5-20 薬院ひ尿器科医院

092-761-3001

宮嶋 哲匡

814-0180 城南区七隈7-45-1 福岡大学医学部泌尿器科学教室

092-801-1011

宮原 茂

814-0001 早良区百道浜3-6-45 福岡山王病院

092-832-1100 shigerumiya@kouhoukai.or.jp

三好 邦和

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434

村山 眞

814-0133 城南区七隈7-2-1 むらやま泌尿器科クリニック

092-874-0020

持田 蔵

814-0104 城南区別府3-1-6 西南泌尿器科クリニック

092-852-2131 info@seinanuc.com

森山 信男

811-2202 糟屋郡志免町志免4-1-7 青洲会クリニック

092-937-0423

柳 宗賢

813-0044 東区千早2-28-34-1F 千早腎・泌尿器科クリニック

092-682-2121

山口 秋人

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434 yamaguchi@harasanshin.or.jp

山口 孝則

813-0017 東区香椎照葉5-1-1 福岡市立こども病院

092-682-7000 yamaguchi.t@fcho.jp

山口 隆正

811-3436 宗像市東郷3-1-13 山口皮フ・泌尿器科医院

0940-36-7795

山下 博志

819-1113 糸島市前原1026-1 まえばる泌尿器科クリニック

092-322-2882 info@maebaru-uc.com

柚木 貴和

815-8555 南区大楠3-1-1 福岡赤十字病院

092-521-1211 tyunoki-jua@umin.ac.jp

氏

名

〒

勤務先住所

ＴＥＬ

メールアドレス

横溝 晃

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434

横山 裕

812-0012 博多区博多駅中央街1-1 横山裕クリニック＋泌尿器科

092-292-5500 hyokoyama@yhclinic.jp

吉田 隆

818-0071 筑紫野市二日市西1-4-7 吉田泌尿器科医院

092-921-6677

吉田 毅

811-0213 東区和白丘2-11-17 福岡和白病院

092-608-0001 yosycom@yahoo.co.jp

吉永 英俊

811-0213 東区和白丘2-11-17 福岡和白病院

092-608-0001 y-yoshinaga@f-wajirohp.jp

吉峰 一博

811-2243 糟屋郡志免町志免東1-9-2 うえの腎透析クリニック

092-692-6111 naomi_ysm1@yahoo.co.jp

筑後地区（59名）
氏

名

〒

勤務先住所

ＴＥＬ

メールアドレス

綾塚 仁志

804-0093 北九州市戸畑区沢見2-5-1 共愛会戸畑共立病院

093-871-5421

飯田 收

836-0845 大牟田市正山町29 飯田クリニック

0944-53-4871 osamu@iida-clinic.jp

飯田 如

836-0845 大牟田市正山町29 飯田クリニック

0944-53-4871 shizuka@iida-clinic.jp

井川 掌

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572 tigawa@med.kurume-u.ac.jp

井手 篤史

830-0013 久留米市櫛原町21 久留米総合病院

0942-33-1211

植田 浩介

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572

植田 省吾

830-0016 久留米市通東町7-17 植田泌尿器科医院

0942-30-3161 ueda-uro@mail.bbexcite.jp

上村 慶一郎

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572

江島 和久

831-0016 大川市酒見141-11 高木病院

0944-87-0001

大熊 謙彰

832-0045 柳川市本町131-4 大熊泌尿器科皮膚科医院

0944-72-5147

小笠原 尚之

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572 Oga0030@gmail.com

岡部 勉

831-0005 大川市向島1717-3 福田病院

0944-87-5757 t-okabe@abelia.ocn.ne.jp

兼行 務

836-0807 大牟田市旭町1-2-7 兼行医院

0944-54-2465

川口 義弘

836-8567 大牟田市宝坂町2-19-1 大牟田市立総合病院

0944-53-1061

川越 伸俊

818-8516 筑紫野市湯町3-13-1 済生会二日市病院

092-923-1551

河田 栄人

830-0048 久留米市梅満町955-1 河田泌尿器科産婦人科医院

0942-32-2502

熊谷 壽二

834-0034 八女市高塚540-2 公立八女総合病院

0943-23-4131

栗林 裕二

838-0068 朝倉市甘木608-1 栗林皮膚泌尿器科医院

0946-22-5587

黒瀬 浩文

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572

古賀 紀子

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部先端癌治療研究センター

0942-31-7572

古賀 弘

834-0023 八女市大字馬場74-2 古賀泌尿器クリニック

0943-24-3121 koga-clinic@plum.plala.or.jp

齋藤 孝二郎

837-0916 大牟田市大字田隈810 済生会大牟田病院

0944-53-2488

境 優一

839-1321 うきは市吉井町609-2 境泌尿器科医院

0943-75-2411

田中 香織

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部麻酔科学教室

0942-31-7578

末金 茂高

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572 suekane@med.kurume-u.ac.jp

末金 宏基

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572

陶山 俊輔

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572

添田 道太

830-0052 久留米市上津町1828-9 添田医院

0942-21-2993 ms61minou@vesta.ocn.ne.jp

築井 克聡

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572 chikui_katsuaki@med.kurume-u.ac.jp

氏

名

〒

勤務先住所

ＴＥＬ

メールアドレス

土谷 純一

835-0024 みやま市瀬高町下庄2214-1 みやま腎泌尿器科クリニック

0944-67-7070

冨安 克郎

838-0141 小郡市小郡1590-6 山下泌尿器科

0942-73-5301

豊澤 徳行

838-0069 朝倉市来春422-1 朝倉医師会病院

0946-23-0077

中川 剛

832-0804 柳川市三橋木元368-5 中川ごうクリニック

0944-75-1105

中並 正之

830-0027 久留米市長門石3-6-28 なかなみ泌尿器科

0942-36-2080 nakanami-cl@woody.ocn.ne.jp

中村 芳文

833-0032 筑後市野町665-1 中村クリニック

0942-52-7311

名切 信

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572 mnakiri@med.kurume-u.ac.jp

楢橋 勝利

830-0033 久留米市天神町95 楢橋医院

0942-35-1563

西原 聖顕

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572 nishihara_kiyoaki@kurume-u.ac.jp

野口 正典

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部先端癌治療研究センター

0942-31-7572 noguchi@med.kurume-u.ac.jp

林 秀一郎

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572

平塚 義治

839-0801 久留米市宮ノ陣3-3-8 古賀病院21

0942-38-3333 y-hiratsuka@tenjinkai.or.jp

広重 佑

830-0047 久留米市津福本町422 聖マリア病院

0942-35-3322

北城 守文

839-0801 久留米市宮ノ陣3-3-8 古賀病院21

0942-38-3333 hojo@tenjinkai.or.jp

松尾 光哲

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部泌尿器科学講座

0942-31-7572

松岡 啓

830-0023 久留米市中央町38-2-1202

0942-30-9505 keimat@kouhoukai.org

三谷 智太郎

831-0016 大川市酒見141-11 高木病院

0944-87-0001

三原 謙

830-0022 久留米市城南町2-5 三原医院

0942-39-1212 km-071012m@dream.ocn.ne.jp

三原 典

830-0022 久留米市城南町2-5 三原医院

0942-39-1212 kawmihara-3-clin@lake.ocn.ne.jp

宮島 次郎

826-0023 田川市上本町10-18 社会保険田川病院

0947-44-0460

宮原 司

830-0416 三潴郡大木町八町牟田983 宮原泌尿器科クリニック

0944-33-2424 miyahara@miyahara-uro.com

本村 精二

830-0111 久留米市三潴町西牟田1250-5 本村泌尿器科医院

0942-65-1623 s-motomura@ozuma-med.or.jp

守屋 普久子

830-0011 久留米市旭町67 久留米大学医学部病理学講座

0942-31-7546 moriya_fukuko@kurume-u.ac.jp

山下 拓郎

838-0141 小郡市小郡1590-6 山下泌尿器科

0942-73-5301 taku-y@ktarn.or.jp

山田 泰

836-8566 大牟田市天領町1-100 社会保険 大牟田天領病院

0944-54-8482

吉住 修

830-0066 久留米市荒木町下荒木1616 久留米南病院

0942-26-0100 urology@st-mary-med.or.jp

吉武 信行

839-0862 久留米市野中町866-16 吉武泌尿器科医院

0942-31-0011

吉武 真希

839-0862 久留米市野中町866-16 吉武泌尿器科医院

0942-31-0011

渡辺 晃太

833-0041 筑後市和泉917-1 筑後市立病院

0942-53-7511 watanabe-kouta@med.kurume-u.ac.jp

平田 祐司

準 会 員
氏

名

〒

(11名)

勤務先住所

ＴＥＬ

メールアドレス

伊東 博巳

841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町1383 いとうクリニック

0942-81-2088 ito310hiromi@gmail.com

岩渕 直人

871-8511 大分県中津市大字下池永173 中津市立中津市民病院

0979-22-2480 icloudnao@me.com

黒田 憲行

720-0825 広島県福山市沖野上町3-1-17 福山泌尿器科病院

084-932-3666

田中 秀樹

866-0834 熊本県八代市錦町8-5 田中泌尿器科外科医院

0965-33-1100

中洲 肇

841-0204 佐賀県三養基郡基山町宮浦259-45 中洲医院

0942-81-0061 nakasuiin@ari.bbiq.jp

中山 実

744-0075 山口県下松市瑞穂町1-3-12 中山医院(泌尿器科･皮膚科）

0833-41-7220

林 篤正

296-8602 千葉県鴨川市東町929 亀田総合病院

04-7092-2211 hayashi_Tokumasa@kurume-u.ac.jp

眞鍋 一孝

867-0066 熊本県水俣市古賀町2-5-36 まなべクリニック

0966-84-0980

矢原 淳郎

879-4801 大分県玖珠郡九重町大字右田1028-11 矢原医院

0973-77-6121

横尾 大輔

840-0853 佐賀県佐賀市長瀬町7-23-1 横尾クリニック

0952-23-8219 daisan@po.bunbun.ne.jp

吉井 愼一

877-0062 大分県日田市上野町泉601-1 中川泌尿器科

0973-24-5255

休
氏

名

〒

勤務先住所

会

(3名)
ＴＥＬ

黒川 慎一郎

861-1331 熊本県菊池市隈府1075-23 黒川産婦人科医院

0968-25-1071

野間 秀哉

812-0033 博多区大博町1-8 原三信病院

092-291-3434

森下 直由

850-0003 長崎県長崎市片淵2-5-1 済生会長崎病院

095-826-9236

メールアドレス

合計 213名
※ 休会を含む

＜ 会員数 地区内訳 ＞

地

区

開業医

勤務医

小 計

北九州

22

21

43

福

岡

35

62

97

筑

後

18

41

59

準会員

5

6

11

休

会

0

3

3

合 計：

80

133

213

* H29.9.28 現在

