
役　　　員

 理事長　渡辺　　彰　　　　　　　　  会長　中島　由槻

常務理事（総務）鈴木　公典　　　　（編集）山岸　文雄　　　　（将来計画）森下　宗彦

理　事　（30名）任期：平成23年 6月 3日

　　北海道支部（2）　　鎌田　有珠　　　藤兼　俊明

　　東 北 支 部（2）　　武内　健一　　　渡辺　　彰

　　関 東 支 部（10）　 藤田　　明　　　尾形　英雄　　　佐々木結花　　　鈴木　公典　　　巽　浩一郎

　　　　　　　　　　　　長尾　啓一　　　中島　由槻　　　橋本　　修　　　馬島　　徹　　　山岸　文雄

　　北 陸 支 部（2）　　鈴木　栄一　　　栂　　博久

　　東 海 支 部（3）　　小川　賢二　　　長谷川好規　　　森下　宗彦

　　近 畿 支 部（5）　　網谷　良一　　　一山　　智　　　倉澤　卓也　　　鈴木　克洋　　　田中　栄作

　　中国四国支部（2）　　重藤えり子　　　冨岡　治明

　　九 州 支 部（4）　　相沢　久道　　　河野　　茂　　　菅　　守隆　　　中西　洋一

監　事（2名）任期：平成23年 6月 3日

　　　　阿彦　忠之　　　西村　一孝

評議員（193名）任期：平成25年 4月30日

　　北海道支部（8）

　　　　秋山也寸史　　　大崎　能伸　　　鎌田　有珠　　　清水　哲雄　　　高橋　弘毅　　　西村　正治　　　藤兼　俊明

　　　　三觜　　雄

　　東 北 支 部（9）

　　　　阿彦　忠之　　　賀来　満夫　　　塩谷　隆信　　　高梨　信吾　　　武内　健一　　　新妻　一直　　　貫和　敏博

　　　　棟方　　充　　　渡辺　　彰

　　関 東 支 部（67＋1）

　　　　赤川　清子　　　赤川志のぶ　　　赤柴　恒人　　　足立　　満　　　猪狩　英俊　　　石井　芳樹　　　市岡　正彦

　　　　伊藤　邦彦　　　稲瀬　直彦　　　内山　寛子　　　大森　一光　　　大森　正子　　　尾形　英雄　　　奥村　昌夫

　　　　小倉　高志　　　小野崎郁史　　　折津　　愈　　　加藤　誠也　　　金澤　　實　　　川名　明彦　　　川辺　芳子

　　　　菊池　功次　　　菊池　典雄　　　工藤宏一郎　　　久保　惠嗣　　　黒田　文伸　　　慶長　直人　　　小林　典子

　　　　斎藤　武文　　　佐々木結花　　　下内　　昭　　　須金　紀雄　　　杉山幸比古　　　鈴木　公典　　　高崎　　仁

　　　　高橋　典明　　　滝口　裕一　　　巽　浩一郎　　　田中　健彦　　　田辺　信宏　　　田村　厚久　　　蝶名林直彦

　　　　徳田　　均　　　戸島　洋一　　　豊田恵美子　　　永井　英明　　　長尾　啓一　　　中島　由槻　　　二木　芳人

　　　　橋本　　修　　　長谷川直樹　　　原田　登之　　　福田　　健　　　藤田　　明　　　蛇沢　　晶　　　放生　雅章

　　　　星野　斉之　　　細川　芳文　　　本間　　栄　　　馬島　　徹　　　益田　公彦　　　増山　英則　　　御手洗　聡

　　　　八木　毅典　　　山岸　文雄　　　山口　哲生　　　吉山　　崇　　　和田　雅子

　　北 陸 支 部（8）

　　　　石崎　武志　　　泉　　三郎　　　佐藤　和弘　　　鈴木　栄一　　　栂　　博久　　　中積　泰人　　　長谷　光雄

　　　　藤村　政樹

　　東 海 支 部（24）

　　　　五十里　明　　　小川　賢二　　　近藤　康博　　　酒井　秀造　　　佐藤　滋樹　　　白井　敏博　　　白井　正浩

　　　　進藤　　丈　　　鈴木　雅之　　　高木　健三　　　田口　　修　　　谷口　博之　　　田野　正夫　　　千田　金吾

　　　　新美　　岳　　　丹羽　　宏　　　長谷川好規　　　馬場　研二　　　早川　啓史　　　藤岡　正信　　　森下　宗彦

　　　　安田　和雅　　　山本　雅史　　　吉川　公章

　　近 畿 支 部（34）

　　　　網谷　良一　　　石原　享介　　　一山　　智　　　岩崎　博信　　　岡田　全司　　　木村　　弘　　　倉澤　卓也

　　　　坂本　廣子　　　佐藤　敦夫　　　鈴木　克洋　　　鈴木雄二郎　　　高倉　俊二　　　髙嶋　哲也　　　高鳥毛敏雄

　　　　高松　　勇　　　田口　善夫　　　多田　公英　　　田中　栄作　　　田村　猛夏　　　陳　　和夫　　　露口　一成

　　　　冨岡　洋海　　　中野　孝司　　　中原　保治　　　新実　彰男　　　藤山　理世　　　前倉　亮治　　　松村　理司

　　　　松本　智成　　　松本　久子　　　光山　正雄　　　撫井　賀代　　　望月　吉郎　　　安場　広高

日本結核病学会役員および委員名簿

平成22年 6月 1日
五十音順　敬称略
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任期：平成23年 6月 3日　＊平成24年 5月11日
各種委員会委員

　　中国四国支部（16）

　　　　有田　健一　　　礒部　　威　　　江田　良輔　　　大串　文隆　　　沖本　二郎　　　倉岡　敏彦　　　小橋　吉博

　　　　重藤えり子　　　高橋　　清　　　竹山　博泰　　　多田　敦彦　　　多田　慎也　　　冨岡　治明　　　西井　研治

　　　　西村　一孝　　　矢野　修一

　　九 州 支 部（26）

　　　　相沢　久道　　　井上　博雅　　　井上　祐一　　　岩永　知秋　　　加治木　章　　　門田　淳一　　　北原　義也

　　　　久場　睦夫　　　河野　　茂　　　古賀　宏延　　　菅　　守隆　　　杉崎　勝教　　　杉本　峯晴　　　岳中　耐夫

　　　　田代　隆良　　　健山　正男　　　道津　安正　　　中西　洋一　　　林　真一郎　　　廣瀬　宣之　　　福島喜代康

　　　　藤田　次郎　　　迎　　　寛　　　柳原　克紀　　　力丸　　徹　　　渡辺憲太朗

編集委員 学 会 賞 
選考委員 治療委員 社会保険 

委　　員 用語委員 教育委員 予防委員 非結核性抗酸
菌症対策委員

委員長 山岸文雄

第85回会長
倉澤　卓也*
理事長
渡辺　　彰

重藤えり子 尾形　英雄 鈴木　栄一 長谷川好規 長尾　啓一 鈴木　克洋

北　海　道 高橋　弘毅 西村　正治* 藤兼　俊明 鎌田　有珠 木村　清延 大崎　能伸 本田　泰人 山田　　玄

東　　　北 佐藤　　研 武田　博明 藤井　俊司 武田　博明 川上　和義 棟方　　充 高梨　信吾 菊地　利明

関　　　東 福田　　健 下内　　昭* 吉山　　崇 折津　　愈 橋本　　修 巽　浩一郎 猪狩　英俊 長谷川直樹

大森　正子 斎藤　武文 永井　英明 徳田　　均 和田　雅子 加藤　誠也 馬島　　徹

北　　　陸 石崎　武志 高瀬恵一郎* 佐藤　和弘 栂　　博久 長谷　光雄 藤村　政樹 辻　　　博 桑原　克弘

東　　　海 吉川　公章 八木　哲也* 田野　正夫 近藤　康博 早川　啓史 千田　金吾 五十里　明 白井　正浩

近　　　畿 岡田　全司 光山　正雄 露口　一成 望月　吉郎 佐藤　敦夫 田中　栄作 徳永　　修 伊藤　　穣

中国四国 阿部　聖裕 大串　文隆* 小橋　吉博 高橋　　清 倉岡　敏彦 矢野　修一 沖本　二郎 多田　敦彦

九　　　州 岩永　知秋 菅　　守隆 藤田　次郎 力丸　　徹 相沢　久道 田代　隆良 渡辺憲太朗 加治木　章

委員長推薦 金澤　　實 　 　 飛世　克之 　 　 　 倉島　篤行

菊池　功次

下内　　昭

森　　　亨

山𥔎　利雄

抗酸菌検査法
検 討 委 員

将来計画
委　　員

保健・看護
委　　　員

国際交流
委　　員

ホームペ 
ージ委員

ICD制度
認定委員

第86回プロ
グラム委員

委員長 冨岡　治明 森下　宗彦 武内　健一 河野　　茂 小川　賢二 佐々木結花
次期会長

中島　由槻

北　海　道 藤内　　智 清水　哲雄 三觜　　雄 田中　裕士 秋山也寸史 網島　　優 ─

東　　　北 塩谷　隆信 貫和　敏博 賀来　満夫 服部　俊夫 三木　　誠 新妻　一直 三木　　誠

関　　　東 御手洗　聡 藤田　　明 小林　典子 伊藤　邦彦 星野　斉之 小倉　高志 大森　一光

二木　芳人 杉山幸比古 成田　友代 工藤宏一郎 原田　登之

北　　　陸 桶谷　典弘 大平　徹郎 泉　　三郎 中積　泰人 高瀬恵一郎 西　　耕一 ─

東　　　海 中川　　拓 佐藤　滋樹 藤岡　正信 田口　　修 新美　　岳 八木　哲也 田口　　修

近　　　畿 樋口　武史 高鳥毛敏雄 樋野　和美 網谷　良一 冨岡　洋海 高倉　俊二 飯沼　由嗣

中国四国 西井　研治 有田　健一 礒部　　威 竹山　博泰 清水　利朗  江田　良輔 ─

九　　　州 健山　正男 中西　洋一 福島喜代康 門田　淳一 迎　　　寛 山本　善裕 山本　善裕

委員長推薦 阿部千代治 　 　 小野崎郁史 赤川　清子

　 小栗　豊子 　 　 　 　 　 斎藤　武文

　 斎藤　　肇 　 　 　 　 　 下内　　昭

　 　 　 　 　 　 小林　典子

　 　 　 　 　 　 　 豊田恵美子

── 副委員長
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名 誉 会 員（33名）

平成 1 ：重松　逸造 平成 3 ：岩　　　喬，    岡安　大仁，    前川　暢夫

平成 4 ：今野　　淳 平成 6 ：山本　恵一

平成 7 ：梅田　博道，    島尾　忠男 平成 8 ：橋本達一郎

平成 9 ：螺良　英郎，    芳賀　敏彦，    山本　健一

平成11：青木　國雄，    池田　宣昭，    石橋　凡雄，    岩井　和郎，    大島　駿作，    亀田　和彦，

　　　　 久世　文幸，    斎藤　　肇，    篠田　　厚，    原　　耕平，    福士　主計，    本宮　雅吉

平成15：志村　昭光 平成17 ：石崎　　驍，    小山　　明

平成18：東　　市郎 平成19 ：荒井他嘉司

平成20：松島　敏春 平成21 ：露口　泉夫

平成22：斎藤　　厚，    那須　　勝

功 労 会 員（78名）

浅川　三男　　　 阿部　庄作　　　 阿部千代治　　　 荒川　正昭　　　 安藤　正幸　　　 池田　東吾　　　 石川　信克

泉　　孝英　　　 井上圭太郎　　　 今村　昌耕　　　 上田　暢男　　　 大泉耕太郎　　　 大城　盛夫　　　 大谷　信夫

岡田　慶夫　　　 小倉　　剛　　　 小栗　豊子　　　 折津　　愈　　　 柏木　秀雄　　　 片山　　透　　　 萱場　圭一

河合　　健　　　 川城　丈夫　　　 川村　　達　　　 岸　不盡彌　　　 来生　　哲　　　 喜多　舒彦　　　 北村　　諭

城戸　優光　　　 木村　郁郎　　　 工藤　翔二　　　 倉島　篤行　　　 栗山　喬之　　　 小林　宏行　　　 小松彦太郎

坂谷　光則　　　 佐藤　篤彦　　　 佐藤　　博　　　 志摩　　清　　　 下出　久雄　　　 下方　　薫　　　 杉浦　孝彦

杉田　博宣　　　 鈴木　　光　　　 鈴木　清繁　　　 高瀬　　昭　　　 高本　正祇　　　 瀧澤　弘隆　　　 立花　暉夫

田中　元一　　　 谷　　淳吉　　　 谷本　晋一　　　 津田　富康　　　 土屋　俊晶　　　 戸井田一郎　　　 徳永　　徹

飛世　克之　　　 中井　　準　　　 長尾　光修　　　 中富　昌夫　　　 中西　　敬　　　 長谷川鎮雄　　　 日置辰一朗

藤野　忠彦　　　 堀江　孝至　　　 町田　和子　　　 松宮　恒夫　　　 宮下　　脩　　　 三輪　太郎　　　 森　　　亨

森岡　茂治　　　 矢次　正東　　　 山口　智道　　　 山村　好弘　　　 吉田　清一　　　 吉田　文香　　　 吉田　　稔

四元　秀毅

日本結核病学会名誉会員，功労会員名簿

年度 会員数 年度 会員数 年度 会員数 年度 会員数 年度 会員数

大12 1923 945 昭 16 1941 昭 34 1959 4,036 昭 52 1977 2,376 平  7 1995 2,614（129）

13 24 1,230 17 42 35 60 3,942 53 78 2,368 8 96 2,586（127）

14 25 1,225 18 43 36 61 3,787 54 79 2,437 9 97 2,710（131）

15 26 19 44 37 62 3,568 55 80 2,373 10 98 2,804（128）

昭  2 27 1,325 20 45 38 63 3,387 56 81 2,418 11 99 2,863（131）

3 28 1,391 21 46 39 64 3,213 57 82 2,424 12 2000 3,076（137）

4 29 1,471 22 47 40 65 3,081 58 83 2,379 13 01 3,186（134）

5 30 1,439 23 48 1,700 41 66 3,001 59 84 2,363 14 02 3,172（135）

6 31 1,369 24 49 42 67 2,831 60 85 2,389 15 03 3,073（133）

7 32 1,038 25 50 43 68 2,687 61 86 2,410 16 04 3,059（133）

8 33 1,268 26 51 44 69 2,582 62 87 2,401 17 05 3,032（130）

9 34 1,389 27 52 45 70 2,500 63 88 2,459 18 06 2,928（124）

10 35 1,294 28 53 46 71 2,479 64 89 2,631 19 07 2,847（117）

11 36 1,381 29 54 47 72 2,386 平  2 90 2,627 20 08 2,815（113）

12 37 1,474 30 55 48 73 2,316 3 91 2,672 21 09 2,764（102）

13 38 1,299 31 56 3,191 49 74 2,259 4 92 2,639

14 39 1,475 32 57 3,308 50 75 2,331 5 93 2,672

15 40 1,478 33 58 3,698 51 76 2,356 6 94 2,623

平成22年 6月 1日
称号授与年・五十音順　敬称略

平成22年 6月 1日
五十音順　敬称略

⎛
⎝

⎛
⎝

⎛
⎝

⎛
⎝

 会 員 数 推 移 
（団体会員数）を含む

583



584

日本結核病学会支部長一覧

（平成22年 3月25日）

北海道支部　　清水　哲雄 北海道社会保険病院 TEL: 011_831_5151 FAX: 011_821_3851

 〒062_8618　札幌市豊平区中の島1条8_3_18

 【事務局】 TEL: 011_700_1331 FAX: 011_700_1330

 〒060_0808　札幌市北区北 8条西 3札幌エルプラザビル 5階
 　　　　　　 結核予防会北海道支部内

東 北 支 部　　渡辺　　彰 東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発研究部門

 〒980_8575　仙台市青葉区星陵町4_1 TEL: 022_717_8540 FAX: 022_717_8540

関 東 支 部　　長尾　啓一 千葉大学総合安全衛生管理機構 TEL: 043_290_2210 FAX: 043_290_2211

 〒263_8522　千葉市稲毛区弥生町1_33

 【事務局】 TEL: 042_492_2091 FAX: 042_491_8315

 〒204_8533　東京都清瀬市松山3_1_24 
 　　　　　　 結核予防会結核研究所内

北 陸 支 部　　石崎　武志 福井大学医学部看護学科 TEL: 0776_61_8548 FAX: 0776_61_8145

 〒910_1104　福井県吉田郡松岡町下合月23_1

東 海 支 部　　長谷川好規 名古屋大学大学院医学系研究科 TEL: 052_744_1918 FAX: 052_744_2176

 〒466_8550　名古屋市昭和区鶴舞町65

近 畿 支 部　　倉澤　卓也 国立病院機構南京都病院 TEL: 0774_52_0065 FAX: 0774_55_2765

 〒610_0113　京都府城陽市中芦原11

中国四国支部　　冨岡　治明 島根大学医学部微生物・免疫学教室 TEL: 0853_20_2146 FAX: 0853_20_2145

 〒693_8501　出雲市塩冶町89_1

九 州 支 部　　中西　洋一 九州大学大学院医学研究院 TEL: 092_642_5376 FAX: 092_642_5389

 臨床医学部門内科学講座呼吸器内科学分野

 〒812_8582　福岡市東区馬出3_1_1


