
結核・抗酸菌症認定医・指導医および抗酸菌症エキスパートの認定

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会
理事長 　　　　　　　礒部　　威
認定制度委員長　　　　三木　　誠
エキスパート委員長　　永田　容子

2022年度日本結核・非結核性抗酸菌症学会　結核・抗酸菌症認定医・指導医，および抗酸菌症エキスパートについて
2021年11月開催の認定制度審議委員会において承認されましたのでここに公示します。

記

結核・抗酸菌症認定医　新規：66名（認定期間：2022.4.1～2027.3.31）

青野ひろみ 浅井　一久 渥實　　潤 天野　雅子 生島　弘彬 池田　貴登 石井　知也
伊藤　　理 伊藤　優志 稲木　俊介 今倉　　健 上野沙弥香 蛯原　愛子 大上　康広
大嶋　智子 大西　涼子 奥野　峰苗 温　麟太郎 柿﨑有美子 嘉藤　邦彦 加藤　真人
金田　　桂 鏑木　翔太 川合　祥子 川口　陽史 川端　宏樹 北岡　有香 日下　　祐
熊本　牧子 小泉　吉輝 佐々木真一 笹谷悠惟果 佐藤　宏紀 佐野　寛仁 島田　大嗣
鈴木　康仁 瀬戸まなび 髙橋　太郎 立田可菜美 田村　大介 陳　　　昊 出嶋　　仁
飛田　哲志 中津留広成 永野　達也 中村　祐之 中村　祐太 西脇　道子 濡木　真一
長谷川幸保 濱田　直樹 久冨　恵子 平井　　潤 平林　亮介 廣瀬　和紀 藤田　琢也
増田　和記 松浦　英夫 丸岡　美貴 森永　大亮 山中　英樹 吉田　　誠 米田　浩人
和田　昌教 渡辺　綾乃 渡部　淳子

結核・抗酸菌症認定医　更新：191名（認定期間：2022.4.1～2027.3.31）

浅井麻理子 浅井　保清 足立　規子 阿野　哲士 阿部　秀一 有住　俊広 安藤　輝彦
石本　裕士 泉　　祐介 磯部　　全 板野　純子 市村　浩一 伊藤　博之 稲塚　信郎
稲葉　　敦 井上　　卓 井上　幸久 入來　豊久 岩神　直子 岩田　　勝 岩橋　慶美
植田　史朗 上村　剛大 内田　義孝 内野　順治 宇野　友康 梅田　　啓 浦松壮一郎
浦松　睦実 潤間　励子 江口　典孝 江田清一郎 大島　俊克 大塚　義紀 大西　真裕
大野善太郎 岡藤　浩平 岡部　浩典 小川　良子 奥﨑　　健 渡橋　　剛 加賀美　武
角田　裕美 加澤　敏広 片山　　均 加藤　亜希 加藤　香織 加藤　　幹 金井信一郎
金澤　裕信 金澤　嘉夫 金敷　真紀 金森　斎修 金村　晋吾 河合　泰宏 川口　智史
川尻　智子 川田　一郎 河野　昌也 川端　　厚 川村　昌史 神田　　響 岸　　一馬
木下賀央里 木平百合子 木村　研吾 木村　陽介 國井　英治 國定　　薫 國武　律子
熊澤　文雄 黒澤　隆行 小島　　淳 小林　弘美 小林　裕康 小松　典子 小森　千佳
小山信一郎 近藤　修治 酒井　珠美 坂下　拓人 笹井　祐之 佐々木渓円 笹田　真滋
佐野　正明 塩野　文子 執行　睦実 島田　千秋 島田　裕之 嶋村　尚子 白山　裕士
進藤　　丈 杉本　章二 鈴木　　雅 鈴木　幸男 須田　博喜 相馬　逸郎 曽根　一輝
髙岡　俊夫 髙木　陽一 髙田　美里 髙橋　秀徳 高橋　　誉 田代　律子 田中　彩加
田中　修也 田端　千春 玉城　　仁 長神　康雄 塚越　正章 塚本　宏壮 辻　　泰佑
土屋　公威 土屋　麻耶 津端由佳里 寺山　敬介 照内　聡美 戸田万里子 内藤明日香
内藤　博道 中尾　裕太 中川　隆行 中島　裕康 中野　泰克 中原　博紀 中村　秀範
西垣　明子 西村　幸晴 丹羽　一貴 貫井　陽子 根本　悦夫 野口　佳子 野田　和司
野田　康信 橋爪　一光 橋永　一彦 橋本　幾太 橋本　俊夫 橋本　博行 長谷川浩嗣
長谷川万里子 蜂谷　　勤 花岡　健司 花岡　　淳 濵　　峰幸 濱口　俊一 林　　　誠



林　　昌功 原口　典博 樋田　豊明 日比野佳孝 平沼　　修 廣瀬　正裕 福井　　伸
福岡　俊彦 藤澤　朋幸 藤本英利子 舟木　佳弘 穂苅　　諭 前原光治郎 間瀨　裕司
松岡多香子 松梨　達郎 松梨真知子 松原　弘明 松本　　裕 三浦　聖高 水落　　章
三井いずみ 宮﨑　泰斗 村瀬　享子 村松　　司 元木　由美 森　　　彩 森　　裕二
森　　祐太 守口　　知 森山　耕成 安田　憲生 矢田　吉城 矢野　達俊 山口昭三郎
山口　　悠 山田　秀哉 山田　崇央 倭　　正也 山本　勝丸 吉井　千春 吉岡　優一
吉澤　正文 若井　安理

結核・抗酸菌症認定医　更新：6名（認定期間：2021.4.1～2026.3.31）

井手　　聡 小川　和雅 神本裕喜子 鈴木　　陽 高岩　卓也 野村　由至

結核・抗酸菌症認定医　更新：3名（認定期間：2018.4.1～2023.3.31）

水堂　祐広 髙坂　直樹 東元　一晃

＊　　＊　　＊　　＊　　＊

結核・抗酸菌症指導医　新規：31名（認定期間：2022.4.1～2027.3.31）

赤木　隆紀 穴澤　梨江 伊東　友好 糸賀　正道 井上　雄太 井本　和紀 内田　賢典
卜部　尚久 大橋　佳奈 岡村佳代子 鏑木　孝之 金城　武士 合地　美奈 小宮　幸作
白石　裕治 杉田　孝和 高柳　　晋 竹田　悟志 田中瑛一朗 内藤　雅大 長井　　桂
中村さつき 橋本　成修 橋本　理生 長谷川幸裕 古橋　一樹 松林　沙知 間宮　繁夫
村田　順之 山岸　一貴 山中友美絵

結核・抗酸菌症指導医　更新：252名（認定期間：2022.4.1～2027.3.31）

青木　孝弘 青山　克彦 秋山也寸史 阿彦　忠之 阿部　聖裕 網島　　優 荒井他嘉司
荒井　秀夫 有川　圭介 飯田慎一郎 飯沼　由嗣 池上　達義 池田　拓也 池田　雄史
池堂ゆかり 池ノ内紀祐 石井　幸雄 石垣　昌伸 石川　成範 石川　威夫 石川　博一
石田　　直 市川　元司 伊藤　　穣 稲本　　元 今井誠一郎 妹川　史朗 彌永　和宏
岩嶋　大介 上田　幹雄 上山　雅子 内山　美寧 梅田　幸寛 浦野　哲哉 遠藤　健夫
大角　晃弘 大久保泰之 大倉真喜子 大河内　稔 大坂　喜彦 大澤　　真 大島　謙吾
大島　信治 大西　　司 大西　　尚 大野　秀明 大場　泰良 大本　恭裕 大湾　勤子
岡田　全司 岡田　明子 岡野　哲也 小川　賢二 沖本　二郎 奥村　昌夫 桶谷　典弘
角　　泰人 笠松　美宏 柏木　秀雄 加藤　和宏 加藤　達雄 加藤　聡之 上村　知子
川﨑　　剛 川田　　博 川波　敏則 河村　哲治 川村　光夫 菊地　和博 木村　智樹
木村　　弘 草島　健二 久保　秀一 倉島　篤行 黒田　文伸 桑原　克弘 後藤　正志
古西　　満 小林　　理 小林賀奈子 小林　信之 小林　英夫 駒﨑　義利 近藤　芳正
齋藤　武文 齊藤　大雄 笹岡　彰一 佐藤　一洋 佐藤　　研 佐藤　秀隆 佐藤　浩昭
座安　　清 塩谷　隆信 四竃　　純 重藤えり子 重原　克則 宍戸雄一郎 篠澤　陽子
篠原　　岳 白井　敏博 白井　正浩 白石　　訓 白濱　知広 末安　禎子 杉江　琢美
杉田　博宣 杉田　　裕 鈴木　克典 鈴木　公典 鈴木　純子 鈴木　　学 駿田　直俊
清家　彩子 田尾　義昭 多賀　　収 高橋　　洋 高橋　隆二 高原　　誠 瀧川　修一
田口　　修 田口　善夫 武内　健一 竹田　　宏 多田　敦彦 多田　公英 田中　　剛
田中　健彦 田中　良明 谷口　浩和 谷本　　安 玉置　伸二 田村　嘉孝 垂水　　修
塚田　義一 土屋香代子 東條　泰典 冨岡　洋海 永井　英明 長尾　光修 中川　　勝
中下　珠緒 中嶌　賢尚 永田　忍彦 中西　徳彦 中西　文雄 中根　幸雄 中野　孝司
長嶺　路子 中村祐太郎 仲本　　敦 中山　雅之 新實　彰男 西井　研治 西尾　和三



西尾　昌之 西平　隆一 西堀　武明 野﨑　博之 野村　史郎 萩原　恵里 橋本　健一
長谷川直樹 畑地　　治 濱田美奈子 濱田　雅史 早川　啓史 林　　彰仁 林　　宏紀
林原　賢治 原田　泰子 韓　　由紀 東　　賢次 平間　紀行 肥留川一郎 福島　一雄
福島喜代康 藤川　健弥 藤田　　明 藤田　香織 藤田　次郎 藤田　昌樹 藤山　理世
藤原　　宏 布施川久惠 古田健二郎 帆足　茂久 堀場　昌英 本田　芳宏 本間　光信
前田　浩義 益田　公彦 増田　貴史 増山　英則 町田　和子 松井　　隆 松井　芳憲
松島　秀和 松永　和子 松永　伸一 馬庭　幸二 丸毛　　聡 三浦　直樹 三木　　誠
水橋　啓一 光宗　皇彦 南　　貴博 源　誠二郎 宮沢　直幹 宮下　修行 宮下　義啓
宮良　高維 迎　　　寛 武藤　　真 村上　亜紀 村上　一生 村松　秀樹 本島　新司
森　　孝志 森　　俊之 森　　正明 森　　由弘 森下　宗彦 森田　　悟 森田　博紀
森髙　智典 森本　耕三 諸井　文子 八戸　敏史 八木　哲也 山岡　直樹 山岸　文雄
山口　統彦 山口　真弘 山崎　泰宏 山﨑　善隆 山田　　孝 山田　憲隆 山根　喜男
山本　善裕 油田　尚総 吉川　公章 吉川　雅則 芳野　詠子 吉信　　尚 吉松　哲之
吉山　　崇 米丸　　亮 若松謙太郎 若山　尚士 和田　曉彦 渡辺　　彰 渡辺　勇夫

結核・抗酸菌症指導医　更新：3名（認定期間：2021.4.1～2026.3.31）

中村　　造 藤川　貴浩 吉川　秀夫

結核・抗酸菌症指導医　更新：1名（認定期間：2018.4.1～2023.3.31）

猪狩　英俊

＊　　＊　　＊　　＊　　＊

登録抗酸菌症エキスパート　新規：16名（認定期間：2022.4.1～2027.3.31）

上野　佑斗 馬越　大知 小倉　智子 河野友紀子 熊谷　明子 小林　友里 塩原　美和
篠原　沙織 田中　　萌 戸根　英子 西　　裕美 西澤ひろ美 富士原美由紀 古川　愛子
三宅　敦子 山口めぐみ

登録抗酸菌症エキスパート　更新：18名（認定期間：2022.4.1～2027.3.31）

池田　浩幸 伊藤　和恵 加藤　公人 川端　直樹 窪田　　誠 佐々木理恵 宍倉　　文
志村　裕介 大茂　　浩 武下　公子 富田いゆき 西井　千恵 西原　寿代 堀　　　誠
丸岡　　実 本島みどり 吉田　友香 渡邊　恵美

登録抗酸菌症エキスパート　更新：6名（認定期間：2021.4.1～2026.3.31）

安齋　麻美 小林　智子 昆　亜紀子 坂根　圭子 松岡　友里 山田　奈月

＊　　＊　　＊　　＊　　＊

認定抗酸菌症エキスパート　新規：13名（認定期間：2022.4.1～2027.3.31）

旭　　将来 内海　友美 上柳加代美 黒木　美弥 小島三千代 佐藤　良子 長尾有希子
西本　辰徳 野原　千明 橋本　　光 藤坂　由佳 別所　裕二 星野ひとみ

認定抗酸菌症エキスパート　更新：6名（認定期間：2022.4.1～2027.3.31）

竹中日登美 田中　孝治 玉井　清子 辻村　美保 森山　　誠 吉本　雄太

認定抗酸菌症エキスパート　更新：2名（認定期間：2021.4.1～2026.3.31）

有馬　和代 木下　和久


