
　

役職名                                               琉　球　大　学　医　学　部

会　長 　　 高山 千利

副会長 　　 筒井 正人 　 福島 卓也

     髙山 千利 　植田真一郎　  　鈴木 幹男 　小林　潤 　福島 卓也
理　事 　   筒井 正人 　中西 浩一 　 野口 洋文   平井　到

　※山城　哲  ※ 石田　肇※垣花　学 ※岸本 英博

評議員 　医学部、医学研究科、附属病院の教授
　　　2022年7月１日現在　　　（  46名） （名簿別紙）

　１.庶務委員

　　基礎系/附属病院　　　 　増田 昌人 宮里　実 中村　幸志

　　臨床系　　　  　石内 勝吾 西江　昭弘 ⭐�垣花　学 高槻　光寿

　　保健系　　　 　 照屋 典子  　豊里 竹彦

幹　事 　２.編集委員

　　基礎系/附属病院　　　黒柳　秀人 ⭐︎岸本 英博 大野 真治

　　臨床系　　　 古川浩二郎   益崎 裕章

　　保健系　　　 原嶋奈々江 　金城 貴夫

　３.会計担当

　　医学部 ⭐︎山城　哲

監　事 米本　孝二

顧　問 國吉　幸男 　垣花 シゲ 　 成富 研二

備　考 　※印は常任理事を示す。

　⭐︎印は委員長を示す。
　※アンダーラインの先生は新任を示す

　　任期　　令和4年8月〜令和6年7月

琉　球　医　学　会　役　員　



　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

副会長 　安里 哲好

理　事 　安里 哲好 田名　毅 宮里 達也

　県医師会会長              　1名

　県医師会副会長          　2名

　県医師会医学会長       　1名 （名簿別紙）

　県医師会分科会長       13名

　１.庶務担当　　２名

宮里　浩　　　　　  　　　　　 　　屋宜 宣治

　２.編集担当　　２名

　 玉城研太朗 　　田名  毅　

監　事 　稲田 隆司

顧　問

備　考

幹　事

評議員

琉球医学会

（役職）
沖　縄　県　医　師　会　等

　　任期　　令和4年8月〜令和6年7月



琉球医学会評議員名簿　

○沖縄県医師会等 20 高山 千利 40 宮里　実

県医師会長 1 新川　武 21 筒井 正人 41 銘苅 桂子 　（琉大） 遠藤由美子 母性看護・助産学

1 安里 哲好 2 粟田久多佳 22 寺田 泰蔵 42 山下 暁朗 木村　亮介 人体解剖学

県医師会副会長 3 石内 勝吾 23 照屋 典子 43 山城　哲

2 田名　毅 4 植田真一郎 24 豊里 竹彦 44 與古田孝夫

3 宮里 達也 5 梅村 武寛 25 中村 幸志 45 米本 孝二

県医師会医学会長 6 遠藤由美子 26 中村 博幸 46 和田 直樹

4 砂川 博司 7 大野 真治 27 中西 浩一

県医師会分科会長 8 垣花　学 28 西江 昭弘 　報告

5 金城 福則 9 岸本 英博 29 西田康太郎 　　評議員退会者 青木 陽一

6 友利 博朗 10 木村　亮介 30 二宮 賢司 石田　 肇

7 浜端 宏英 11 金城 貴夫 31 野口 洋文 大屋 祐輔

8 知念　靖 12 黒柳 秀人 32 原嶋奈々江 苅谷 研一

9 平良 清人 13 古泉 英貴 33 平井　到 加留部謙之輔

10 大城　吉則 14 小林　潤 34 平田 哲生 國吉  緑

11 川畑　勉 15 近藤　毅 35 福島 卓也 百名 伸之

12 永山 盛隆 16 齋藤 誠一 36 古川浩二郎 藤田 次郎

13 砂川 長彦 17 清水 雄介 37 前田 士郎 外間　昭

14 山口　健 18 鈴木 幹男 38 益崎 裕章

15 比嘉　啓 19 高倉　 実 39 増田 昌人

16 友利 寛文 20 高槻 光寿 40 松﨑 吾朗

17 稲福 徹也 21 高橋 健造 41 松下 正之

※アンダーラインの先生は新任を示す （50音順）

新評議員

任期　令和4年8月〜令和6年7月　

○琉球大学医学部


