
日本心身医学会九州地方会開催一覧

支部長 大会数 元号 西暦 開催日 開催地 大会長 所属 科名
金久 1 昭和36 1961 12/16 福岡 池見酉次郎 九州大学 心療内科

2 昭和37 1962 12/2 鹿児島 金久卓也 鹿児島大学 内科
3 昭和38 1963 11/16.11/17 久留米 王丸勇 久留米大学 精神科
4 昭和39 1964 12/12 長崎 仁志川種雄 長崎大学 精神科

5 昭和40 1965 12/11 熊本 宮尾定信 熊本大学 内科

6 昭和41 1966 12/3 大分 矢野良一 九州大学温泉治療学研究所 内科
7 昭和42 1967 12/9 福岡 柳瀬敏幸 九州大学 内科
8 昭和43 1968 12/7 鹿児島 金久卓也 鹿児島大学 内科
9 昭和44 1969 11/29 久留米 稲永和豊 久留米大学 精神科

池見 10 昭和45 1970 12/6 福岡 池見酉次郎 九州大学 心療内科
11 昭和47 1972 1/30 熊本 鹿子木敏範 熊本大学 体質医学研究所
12 昭和48 1973 1/27 長崎 高橋良 長崎大学 精神科
13 昭和49 1974 1/26 福岡 中尾弘之 九州大学 精神科
14 昭和50 1975 1/25 鹿児島 金久卓也 鹿児島大学 内科
15 昭和51 1976 1/31 福岡 西園昌久 福岡大学 精神科
16 昭和52 1977 1/29 久留米 稲永和豊 久留米大学 精神科
17 昭和53 1978 1/24 福岡 柳瀬敏幸 九州大学 内科
18 昭和54 1979 3/17 大分 桑原寛 湯布院厚生年金病院 内科
19 昭和55 1980 2/22.2/23 鹿児島 金久卓也 鹿児島大学 内科

中川 20 昭和56 1981 1/17 小倉 池見酉次郎 市立小倉病院 心療内科
21 昭和57 1982 1/23 福岡 中川哲也 九州大学 心療内科
22 昭和58 1983 1/22 福岡 都　温彦 福岡大学 歯学部
23 昭和59 1984 1/28 久留米 田中正敏 久留米大学 薬理学
24 昭和60 1985 1/11.1/12 沖縄 石津宏 琉球大学 精神科
25 昭和61 1986 12/6.12/7 北九州 岡村靖 産業医科大学 産婦人科
26 昭和62 1987 12/13.12/14 鹿児島 松本啓 鹿児島大学 精神科
27 昭和63 1988 1/29.1/30 熊本 岡崎礼治 上天草総合病院 内科
28 平成1 1989 2/3.2/4 佐賀 山口剛 佐賀大学 内科
29 平成2 1990 2/26.2/27 宮﨑 本松研一 県立宮崎病院 麻酔科
30 平成3 1991 1/25.1/26 福岡 深町建 浜の町病院 内科
31 平成4 1992 1/24.1/25 長崎 松枝延安 松枝病院 内科
32 平成5 1993 1/22.1/23 鹿児島 田中弘充 鹿児島大学 内科

久保 33 平成6 1994 1/28.1/29 大分 中野重行 大分医科大学 臨床薬理学
34 平成7 1995 1/27.1/28 沖縄 石津宏 琉球大学 精神科
35 平成8 1996 1/26.1/27 福岡 久保千春 九州大学 心療内科
36 平成9 1997 1/24.1/25 北九州 永田頌史 産業医科大学 精神保健学
37 平成10 1998 1/23.1/24 熊本 髙野正博 髙野会高野病院 外科
38 平成11 1999 2/19.2/20 鹿児島 野添新一 鹿児島大学 心療内科
39 平成12 2000 1/28.1/29 大分 坂田利家 大分医科大学 内科
40 平成13 2001 1/26.1/27 福岡 西間三馨 国立療養所南福岡病院 小児科
41 平成14 2002 2/1.2/2 長崎 中根允文 長崎大学 精神科
42 平成15 2003 1/31.2/1 宮﨑 早稲田芳男 早稲田内科精神科 精神科
43 平成16 2004 1/30.1/31 鹿児島 山中隆夫 鹿屋体育大学 内科
44 平成17 2005 2/4.2/5 福岡 西村良二 福岡大学 精神科
45 平成18 2006 2/17.2/18 熊本 江頭洋祐 九州看護福祉大学 内科
46 平成19 2007 2/2.2/3 鹿児島 乾明夫 鹿児島大学 心身医療
47 平成20 2008 2/8.2/9 福岡 宮田正和 福岡教育大学 保健管理
48 平成21 2009 1/30.1/31 沖縄 近藤毅 琉球大学 精神科
49 平成22 2010 2/6.2/7 宮崎 秋坂真史 宮崎大学 心療内科
50 平成23 2011 2/25.2/26 福岡 稲光哲明 福岡歯科大学 心療内科
51 平成24 2012 2/17.2/18 北九州 辻貞俊 産業医科大学 神経内科
52 平成25 2013 2/9.2/10 福岡 須藤信行 九州大学 心療内科
53 平成26 2014 1/25.1/26 大分 大隈和喜 湯布院厚生年金病院 内科
54 平成27 2015 1/24.1/25 北九州 粟生修司 九州工業大学 生理学
55 平成28 2016 1/23.1/24 福岡 十川博 九州共立病院 心療内科

須藤 56 平成29 2017 1/28.1/29 熊本 小林信行 高野病院 心療内科
57 平成30 2018 1/27.1/28 福岡 松林直 徳洲会病院 心療内科
58 平成31 2019 1/26.1/27 鹿児島 添嶋裕嗣 鹿屋体育大学 生命科学科
59 令和2 2020 2/8.2/9 福岡 金光芳郎 福岡歯科大学 心療内科
60 令和3 2021 1/31 飯塚 土田治 済生会飯塚嘉穂病院 心療内科
61 令和4 2022 福岡 大島彰 九州がんセンター サイコオンコロジー科


