
　○寄付金寄贈者一覧

回生 氏　名 回生 氏　名 回生 氏　名 回生 氏　名

1 河原 牧男 2 石橋 義昭 3 大場 清隆 4 日野 俊二

5 小泉 隆一 6 野田 尚一 8 近藤 豊 8 木下 兼吉

8 中村 晃 9 城戸 英喜 9 永野 盛文 13 一瀬 徹夫

15 伯川 志郎 17 塩塚 公一 17 赤司 務 19 山口 浩生

20 田中 利美 20 橋本 和幸 22 岸 哲司 22 松雪 恵津男

23 古賀 喜彦 24 大内田 敏行 24 入来 敦 24 古賀 雅臣

24 白井 善太郎 24 御船 弘治 24 田尻 祐司 24 下川 敏弘

25 矢加部 浩一 26 新里 祐一 27 舩津 和宏 28 岡村 和彦

28 吉本 幸治 29 稲益 守 30 佐藤 茂 31 竹下 政敏

33 枝国 源一郎 33 本村 和也 34 秋本 丈司 33 永田 八栄

39 時津 高俊 39 藤野 恭誠 39 古賀 篤 41 川野 武志

44 花吉 哲芝 46 出納 正樹 46 宮田 知明 47 熊谷 義昭

48 山口 剛弘 54 橋本 智之 60 小島 尚

(敬称略)

寄付金ならびに広告協賛協力の御礼

寄贈額114,000円

同窓会及び福岡支部総会の開催にあたり、多くの同窓生の方々より、寄付金の寄贈ならびに

広告協賛金の御協力を賜り、誠にありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。

　　　　　同窓会会長　   長谷川  房生 （13回生）

　　　　　福岡支部長　   田中  　利美 （20回生）

　　　　　総会幹事長　   下川  　敏弘 （24回生）





 付帯施設 
メディカルフィットネス 

イースト 

柳 育 会     会   長  柳 東   （ 2 回生） 
八女リハビリ病院  院   長  柳 泉   （21 回生） 
八女リハビリ病院  副 院 長  柳 東次郎 （38 回生） 

 

〒834-0006 
八女市吉田 9-8 
TEL 0943－23－7760 

〒834-0006 
八女市吉田 2-1 

TEL 0943－23－2176 
FAX 0943－23－2179 

診療科目 

・外 科 ・消化器外科 

・消化器内科 ・整 形 外 科 

・循環器内科 ・放 射 線 科 

・神 経 内 科 ・泌 尿 器 科  

 

八女リハビリ病院 〒834-0006 
八女市吉田 2220-1 

 
TEL.0943-23-7272 
FAX.0943-23-7275 

介護老人保健施設 
グリーンビュー希望ヶ丘 

 
TEL.0943-25-2588 
FAX.0943-23-5500 

〒834-0006 
八女市吉田 2221-2 

〒834-0006 
八女市吉田 134-1 

 
TEL.0943-23-6977 
FAX.0943-22-3101 

新やなぎ健診クリニック 
 

 
TEL.0943-23-5001 
FAX.0943-23-5088 

〒834-0103 
八女郡広川町大字六田 348-1 
 

社会福祉法人 柳育福祉会 
鐘の鳴る丘 

 
TEL.0943-23-7710 
FAX.0943-23-0377 

柳育会 
訪問看護ステーション 

〒834-0103 
八女郡広川町大字六田 351-8 
 

居宅介護支援事業所 
八女ケア相談センター 

〒834-0103 
八女郡広川町大字六田 351-8 
 

 
TEL.0943-23-7736 
FAX.0943-24-3166 

デイサービスセンター 
長峰の丘 

〒834-0103 
八女郡広川町大字六田 351-8 
 

 
TEL.0943-23-6650 
FAX.0943-23-1060 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

 



牛島 賢一（４回生）今村 治郎（４回生）良永 拓国（６回生）

野田 尚一（６回生）安元 公正（11回生）小柳 信洋（14回生）

隈　 博政（15回生）松浦　 弘（21回生） （22回生）

原口　 勝（23回生）古賀 善彦（23回生）下川 敏弘（24回生）

（25回生）東　 秀史（26回生）松隈 哲人（26回生）

馬場 欽也（28回生）椛島　 章（36回生）増田 隆伸（41回生）

武谷 憲二（46回生）田中 慎一（48回生）吉屋 匠平（49回生）

河野 幹寛（50回生）大津　 甫（50回生）北原 大和（50回生）

（52回生）松田 大介（52回生）

真の絆を広げ、医療崩壊から日本を救おう

九州大学第二外科附設会

三橋耳鼻咽喉科クリニック

三 橋 重 信 (6回生)

医療法人厚生会

〒830‐0017 久留米市日吉町107‐1 （日吉神社前）
ＴＥＬ　０９４２‐３２‐２７２０

社会医療法人財団白十字会

佐世保中央病院

〒857-1195　長崎県佐世保市大和町15番地
TEL：0956-33-7151 FAX：0956-34-3241

燿光 病院

〒857-0022　長崎県佐世保市山手町855-1
TEL：0956-25-3210 FAX：0956-23-8655

名誉顧問

院長補佐

消化器科部長

國崎忠臣（ ７回生）
碇　秀樹（24回生）
小田英俊（29回生）

脳外科部長 池上　容（３１回生）



（福岡県） （埼玉県）　 （沖縄県）

志塚島調剤薬局 住吉薬局 のだけ薬局

大手町調剤薬局 かもめ薬局

吉田調剤薬局 （神奈川県） あかみち薬局

岩崎調剤薬局 本鵠沼調剤薬局 さくら薬局

長峰調剤薬局 原之宿調剤薬局 南高原薬局

蒲原調剤薬局 中原薬局 くまのみ薬局

津福今町薬局 南薬局

南久留米薬局 （長崎県） あらかわ薬局

センター前薬局 パークサイドビル調剤薬局 つくし薬局

高取調剤薬局 ゆうな薬局

牛頸調剤薬局 （佐賀県） 三原薬局

上山田調剤薬局 外町薬局 病院前薬局

次田調剤薬局 宝口薬局

日の里調剤薬局 （大阪府）

吉祥寺調剤薬局 回生薬局

代表取締役　社長　 大神　　甫 (７回生）

取締役 大江　裕之 (７回生）

取締役 中島　　研 (42回生）

〒818－0072　　筑紫野市二日市中央２－４－３
             TEL　０９２－９２４－３７７５
             FAX　０９２－９２８－５６５５

株式会社　筑後

祝　平成25年度福岡支部総会











〒830-0053
　福岡県久留米市藤山町1730
TEL:0942－22－5311 URL:http://nozoe-hp.jp

理事長・院長：堀川 公平 (18回生)









建築概要 

 

理事長 井手 義雄 病院長 島 弘志 

 
  ・厚生労働省臨床研修指定病院    ・地域医療支援病院     

  ・厚生労働省歯科臨床研修施設    ・救命救急センター      

  ・厚生労働省臨床修練指定病院   ・地域がん診療連携拠点病院 

  ・赤ちゃんにやさしい病院     ・総合周産期母子医療センター 

  ・臓器提供可能病院        ・エイズ治療拠点病院 

  ・日本医療機能評価機構認定病院  ・地域災害拠点病院   

  ・ISO15189 認定施設          ・福岡県肝疾患専門医療機関  

  ・日韓医療技術協力協定施設    ・DＭＡＴ（福岡県災害派遣医療チーム指定医療機関）  

  ・自動車事故対策機構療護施設  

規模    地上 19 階、地下 2 階 

構造    鉄構造、一部 SRC 造、免震構造 

高さ    76.5ｍ 

面積    35,032.58 ㎡（工事面積のみ） 

 

   〒８３０－８５４３  福岡県久留米市津福本町４２２ 

      TEL ０９４２－３５－３３２２(代表)  FAX ０９４２－３４－３１１５ 

 

 

聖マリア病院では地域医療のさらなる発展を

願い、新しく「聖マリア国際医療センター」が

オープンしました。 高度医療、救命救急医療の

拠点として患者さんと家族の方々に焦点を当て

た治療を目指します。 

聖マリア病院 
社会医療法人 雪の聖母会 

（22 回生） 

 





















（25回生）

内科 消化器科 小児科

梯　龍一









西高辻 信宏 (47回生）

太宰府天満宮権宮司











山口剛弘 (48回生)

常務取締役




