
【 臓器別部会名簿 】

部会 氏名

脳腫瘍部会 ○ 脳神経外科 講師 秦　暢宏

脳神経外科 准教授 溝口　昌弘

放射線科 准教授 樋渡　昭雄

九州連携臨床腫瘍学講座 講師 吉武　忠正

形態機能病理 医員 毛利　太郎

形態機能病理 医員 成富　文哉

薬剤部 薬剤師 池部　美緒

看護部(南7-2) 看護師 野口　奈緒

口腔がん部会 ○ 顎口腔外科 講師 大部　一成

顎口腔外科 講師 川野　真太郎

顎口腔外科 診療講師 光安　岳志

顔面口腔外科 講師 熊丸　渉

顔面口腔外科 准教授 山田　朋弘

顔面口腔外科 講師 住田　知樹

顔面口腔外科 助教 矢内　雄太

歯科麻酔科 助教 一杉　岳

口腔画像診断科 助教 北本　江梨奈

口腔顎顔面病態学講座
（口腔病理学研究分野）

助教 和田　裕子

口腔顎顔面病態学講座
（口腔病理学研究分野）

助教 永田　健吾

耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 松尾　美央子

耳鼻咽喉・頭頸部外科 准教授 安松　隆治

耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 若崎　高裕

血液・腫瘍・心血管内科 助教 草場　仁志

放射線科 助教 浅井　佳央里

放射線科 助教 神谷　武志

放射線科 講師 吉武　忠正

薬剤部 薬剤師 中山由理恵

看護部(北7-1) 看護師 白井　杏奈

看護部（南7－1） 看護師 小野　綺華

所属（○部会長）



頭頸部部会 ○ 耳鼻咽喉・頭頸部外科 准教授 安松　隆治

耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 松尾　美央子

耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 若崎　高裕

血液・腫瘍・心血管内科 准教授 草場　仁志

連携病態修復内科学 教授 馬場　英司

病態修復内科学 助教 土橋　賢司

放射線科 助教 浅井　佳央里

放射線科 助教 神谷　武志

病理診断科・病理部 准教授 山元　英崇 

病理診断科・病理部 医員 野崎　優衣

薬剤部 薬剤師 池部　美緒

看護部(北7-1) 看護師 関根　菊菜

看護部（南7－1） 看護師 河合　結花



気管支・肺・縦隔・胸膜部会 ○ 呼吸器科 診療准教授 岡本　勇

呼吸器科 助教 田中　謙太郎

呼吸器科/
ARO次世代医療ｾﾝﾀｰ

特任講師 井上　博之

呼吸器科/がんセンター 助教 岩間 映二

呼吸器科 助教 米嶋　康臣

呼吸器科 臨床助教 白石　祥理

呼吸器科/九州連携臨床腫瘍学講座 助教 大田　恵一

呼吸器科/がんセンター 医員 古賀　祐一郎

呼吸器外科（１） 助教 三好　圭

呼吸器外科（２） 併任講師 田川　哲三

呼吸器外科（２） 助教 小副川　敦

呼吸器外科（２） 助教 大場　太郎

呼吸器外科（２） 医員 高田　和樹

放射線科
/放射線医療情報ネットワーク講座

教授 塩山　善之

放射線科
/放射線医療情報ネットワーク講座

助教 松本  圭司

放射線科 助教 鷺山　幸二

放射線科 医員 中島　孝彰

薬剤部 薬剤師 黒川　なつ美

看護部(北8-2） 副看護師長 宇藤　美奈子

看護部（南8） 副看護師長 高瀬　美穂



消化管部会 ○ 消化管内科 助教 鳥巣　剛弘

消化管内科 助教 梅野　淳嗣

消化管内科 助教 平野　敦士

光学医療診療部 助教 藤岡　審

光学医療診療部 医員 甲斐　聖広

消化管内科 助教 森山　智彦

血液・腫瘍・心血管内科 助教 有山　寛

血液・腫瘍・心血管内科 助教 土橋　賢司

先端医療イノベーションセンター 助教 岡本　康治

肝臓・膵臓・胆道内科 助教 伊原　栄吉

肝臓・膵臓・胆道内科 助教 荻野　治栄

第三内科 医員 長友　周三郎

第三内科 医員 水流　大尭

消化管外科（１） 助教 藤田　逸人

消化管外科（１） 講師 大内田　研宙

消化管外科（１） 助教 永井　俊太郎

消化管外科（１） 助教 永吉　絹子

消化管外科（１） 助教 水内　祐介

胆道・膵臓・膵臓移植・腎臓移植外科 助教 森山　大樹

第一外科 助教 進藤　幸治

消化管外科（２） 准教授 沖　英次

第二外科 診療講師 木村　和恵

消化管外科（２） 助教 安藤　幸滋

消化管外科（２） 助教 中島　雄一郎

放射線科 医員 稲盛　真人

放射線科 助教 鶴丸　大介

病理診断科・病理部 助教 古賀　裕

病理診断科・病理部 医員 鶴田　伸一

薬剤部 薬剤師 松金　良祐

九州連携臨床腫瘍学講座 教授 馬場　英司

看護部(北10-2) 副看護師長 梅津　人美

看護部(南8-1) 副看護師長 谷口　奈緒

看護部(南9-2) 副看護師長 紫原　緋鶴



肝臓部会 ○ 肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 准教授 吉住　朋晴

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 講師 池上　徹

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 併任講師 伊藤　心二

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 講師 原田　昇

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 臨床助教 武石　一樹

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 医員 吉屋　匠平

第二外科 医員 今井　大佑

血液・腫瘍・心血管内科 講師 下田　慎治

肝臓・膵臓・胆道内科 准教授 加藤　正樹

肝臓・膵臓・胆道内科 助教 国府島　庸之

第三内科 医員 日置　智惟

第三内科 医員 豊田　優貴

肝臓・膵臓・胆道内科 医員 倉重　智之

胆道・膵臓・膵臓移植・腎臓移植外科 准教授 大塚　隆生

胆道・膵臓・膵臓移植・腎臓移植外科 助教 池永　直樹

胆道・膵臓・膵臓移植・腎臓移植外科 助教 森　泰寿

胆道・膵臓・膵臓移植・腎臓移植外科 助教 仲田　興平

第一外科 臨床助教 渡邉　雄介

放射線科
/先進画像診断・低侵襲治療学共同研究部門

教授 浅山　良樹

総合診療科 臨床助教 池崎　裕昭

総合診療科 医員 平峯　智

薬剤部 薬剤師 福田　未音

九州連携臨床腫瘍学講座 講師 吉武　忠正

看護部(北9-2) 看護師 武末　磨美

看護部(南8-2) 副看護師長 泉　涼子



胆嚢・膵臓部会 ○ 肝臓・膵臓・胆道内科 助教 大野　隆真

肝臓・膵臓・胆道内科 助教 藤森　尚

第三内科 医員 村上　正俊

第三内科 医員 末廣　侑大

血液・腫瘍・心血管内科 講師 下田　慎治

第一外科 臨床助教 渡邉　雄介

胆道・膵臓・膵臓移植・腎臓移植外科 准教授 大塚　隆生

胆道・膵臓・膵臓移植・腎臓移植外科 助教 池永　直樹

胆道・膵臓・膵臓移植・腎臓移植外科 助教 森　泰寿

胆道・膵臓・膵臓移植・腎臓移植外科 助教 仲田　興平

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 併任講師 伊藤　心二

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 講師 原田　昇

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 臨床助教 武石　一樹

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 准教授 吉住　朋晴

放射線科 講師 中山智博

薬剤部 薬剤師 吉澤　裕子

がんセンター センター長 水元　一博

先端分子・細胞治療科 助教 緒方　久修

病理診断科・病理部 助教 古賀 裕

九州連携臨床腫瘍学講座 講師 吉武　忠正

看護部(北9-2) 看護師 新原　亮史

看護部(南9-1) 副看護師長 平田知子



乳腺・甲状腺・副甲状腺部会 ◎ 乳腺外科（１） 診療准教授 久保　真

乳腺外科（１） 助教 甲斐　昌也

○ 呼吸器外科（１）/内分泌外科 助教 三好　圭

臨床教育研修センター 准教授 下田　慎治

腎疾患治療部 助教 野口　浩司

内分泌代謝・糖尿病内科 助教 坂本　竜一

内分泌代謝・糖尿病内科 助教 松田　やよい

○ 乳腺外科（２）/九州連携臨床腫瘍学講座 臨床助教 山下　奈真

耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 松尾　美央子

耳鼻咽喉・頭頸部外科 准教授 安松　隆治

耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 若崎　高裕

放射線科 助教 神谷　武志

放射線科/放射線医療情報ネットワーク講座 教授 塩山　善之

放射線科 助教 北村　宣之

薬剤部 薬剤師 松本　慎太郎

看護部(南9-2) 看護師 古川　由季子

看護部（総合外来） 看護師 泊　直子



腎・副腎・泌尿生殖器部会 ○ 泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 准教授 立神　勝則

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 助教 門司　恵介

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 医員 正岡　寛之

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 講師 猪口　淳一

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 助教 柏木　英志

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 医員 梅津　大輔

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 講師 塩田　真己

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 臨床助教 阿部　立郎

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 助教 武内　在雄

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 医員 平田　侑

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 医員 犬塚　崇文

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 医員 熊谷　昌俊

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 助教 今田　憲二郎

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 医員 宮崎　真優

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 医員 児浦　未季史

血液・腫瘍・心血管内科 助教 草場　仁志

臨床教育研修センター 准教授 下田　慎治

腎・高血圧・脳血管内科 助教 中野　敏昭

腎疾患治療部 助教 土本　晃裕

内分泌代謝・糖尿病内科 助教 坂本　竜一

内分泌代謝・糖尿病内科 助教 松田　やよい

内分泌代謝・糖尿病内科 医員 吉村　將

第三内科 医員 中尾　裕

第三内科 医員 岩橋　徳英

放射線科/九州連携臨床腫瘍学 講師 吉武　忠正

分子イメージング・診断学講座 助教 久保　雄一郎

薬剤部 薬剤師 小澤　奈々

看護部(北10-1) 看護師 河野　友香

看護部(南6-2) 副看護師長 石田　美穂子



婦人科がん部会 ○ 産科婦人科 准教授 矢幡　秀昭

産科婦人科 特任准教授 浅野間　和夫

産科婦人科 助教 小野山　一郎

産科婦人科 助教 大神　達寛

産科婦人科 助教 権丈　洋徳

産科婦人科 助教 八木　裕史

産科婦人科 助教 安永　昌史

産科婦人科 講師 奥川　馨

産科婦人科 助教 安武　伸子

産科婦人科 助教 兼城　英輔

放射線部 助教 高山　幸久

放射線科 助教 松本　圭司

病理診断科・病理部 講師 山田　裕一

薬剤部 薬剤師 柊迫　美咲

看護部（南6-1） 副看護師長 立花　陽子

血液がん部会 ○ 血液・腫瘍・心血管内科 准教授 宮本　敏浩

血液・腫瘍・心血管内科 助教 沼田　晃彦

血液・腫瘍・心血管内科 助教 加藤　光次

血液・腫瘍・心血管内科 助教 森　康雄

血液・腫瘍・心血管内科 助教 吉本　五一

遺伝子・細胞療法部 助教 山内　拓司

遺伝子・細胞療法部 准教授 前田　高広

消化管内科 助教 鳥巣　剛弘

内分泌代謝・糖尿病内科 講師 白土　基明

内分泌代謝・糖尿病内科 助教 中嶋　康博

放射線科 医員 稲盛　真人

放射線部 講師 馬場　眞吾

薬剤部 薬剤師 森川　花絵

看護部（北11-2） 看護師 櫻井　麻子



皮膚がん部会 ○ 皮膚科 講師 伊東　孝通

皮膚科 助教 大野　麻衣子

皮膚科 助教 大野　文嵩

皮膚科 助教 井手　豪俊

放射線科 助教 松本　圭司

薬剤部 薬剤師 近森　綾子

看護部(南8-1) 副看護師長 中屋　純子

骨軟部腫瘍部会  ○ 整形外科 准教授 松本　嘉寛

希少がん部会 整形外科 助教 遠藤　誠

整形外科 助教 薛　宇孝

整形外科 助教 藤原　稔史

血液・腫瘍・心血管内科 助教 草場　仁志

小児科 准教授 古賀　友紀

小児外科 助教 武本　淳吉

眼科 助教 田邉　美香

放射線科 医員 稲盛　真人

放射線部 助教 鷺山　幸二

病理診断科・病理部 講師 山田　裕一

形態機能病理 講師 孝橋　賢一

薬剤部 薬剤師 久野　雄一

九州連携臨床腫瘍学講座 講師 吉武　忠正

看護部(南10) 看護師 浅香　麻子

看護部（南10） 看護師 家長佳世



小児がん部会 ○ 小児科 准教授 古賀　友紀

小児科 助教 小野　宏彰

整形外科 准教授 松本　嘉寛

脳神経外科 助教 赤木　洋二郎

小児外科 助教 桐野　浩輔

小児外科 助教 武本　淳吉

小児外科 講師 宮田　潤子

眼科 助教 田邉　美香

耳鼻咽喉・頭頸部外科 准教授 安松　隆治

耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 松尾　美央子

耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 若崎　高裕

放射線科 助教 神谷　武志

病理診断科・病理部 医員 木下　伊寿美

病理診断科・病理部 准教授 孝橋　賢一

薬剤部 薬剤師 若杉　陽子

九州連携臨床腫瘍学講座 講師 吉武　忠正

看護部（北6－2） 看護師 狩生　由麻

看護部(北6-2) 看護師 草葉　翔孔



眼部腫瘍部会 ○ 眼科 助教 田邉　美香

眼科 医員 船津　治彦

眼科 診療従事医 左野　裕介

眼科 医員 関　瑛子

眼科 講師 秋山　雅人

眼科 特任講師 吉川　洋

眼科 診療従事医 藤井　裕也

眼科 臨床助教 塩瀬　聡美

眼科 医員 山名　佳奈子

脳神経外科 助教 赤木　洋二郎

放射線科 助教 浅井　佳央里

放射線科 准教授 樋渡　昭雄

放射線科 助教 栂尾　理

病理診断科・病理部 准教授 山元　英崇

看護部(南11) 看護師 添田　貴昭

原発不明がん部会 ○ 放射線科/九州連携臨床腫瘍学 講師 吉武　忠正

放射線科 助教 磯田　拓郎

血液・腫瘍・心血管内科 助教 草場　仁志

総合診療科 助教 豊田　一弘

総合診療科 医員 林　武生

病理診断科・病理部 医員 野崎　優衣

病理診断科・病理部 准教授 山元　英崇

九州連携臨床腫瘍学講座 教授 馬場　英司

看護部(北11-1) 副看護師長 吉宗　今日子

看護部（総合外来） 副看護師長 山下 敬子



多臓器腫瘍部会 ○ 血液・腫瘍・心血管内科 助教 有山　寛

消化管内科 助教 冬野　雄太

第二外科 診療講師 木村　和恵

消化管外科（２） 准教授 沖　英次

消化管外科（２） 助教 安藤　幸滋

消化管外科（２） 助教 中島　雄一郎

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 併任講師 伊藤　心二

肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科 講師 原田　昇

呼吸器外科（２） 助教 田川　哲三

泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科 講師 塩田　真己

放射線科/先進画像診断
・低侵襲治療学共同研究部門

教授 浅山　良樹

病理診断科・病理部 臨床助教 立石　悠基

病理診断科・病理部 助教 橋迫　美貴子

薬剤部 薬剤師   秦　晃二郎

がんセンター 助教 嶋本　正弥

顔面口腔外科 講師 熊丸　渉

九州連携臨床腫瘍学講座 講師 吉武　忠正

看護部(南8-1) 副看護師長 中屋　純子


