
索　引（演題番号）

・＊：筆頭演者
・氏名表記はオンライン登録の登録文字にて作成しております

【英字】
Ikushi Onozaki ＊招請講演

【あ】
青木　圭子 030
青木　茂行 018
青木　孝弘 ＊MS3-1,＊068
青野　昭男 162,＊163,167,168
青山　克彦 047,107
青山　昌広 013
青山　眞弓 114
赤池　　翔 MS2-4
赤川志のぶ 024,029,042,055,083
 093,096,102,109,112
 124,140
赤崎　　卓 S5-3,091
赤司　俊介 024,042,055,093,096
 102,109,140
赤柴　恒人 110
朝田　和博 066,080
浅見　貴弘 086
阿彦　忠之 070
阿部　聖裕 126
有川健太郎 159

【い】
伊　　麗娜 043
伊井　敏彦 076,127
飯倉　元保 049
飯島　俊美 ＊MS2-4
五十嵐知之 ＊111
猪狩　英俊 ＊S4-2,008,104,138
伊藝　孔明 110
池上　　宏 059,138
池亀　　聡 S5-3,091
池田　雄史 004
井澤　一隆 ＊081
石井　　聡 049
石井　則久 038,074
石井　　誠 086
石川　　哲 ＊104
石川　拓耶 MS2-4
石田　　直 071,085
石田　雅嗣 024,042,＊055,096
 102,＊109,140
伊地智昭浩 S3-5
石本　裕士 ＊022

泉　　信有 049
井高　麻美 ＊148
市岡　正彦 MS1-2
市木　　拓 126
一山　　智 094
井手口周平 098
伊藤　明広 ＊071,085
伊藤佐生智 164
伊藤　武史 MS1-3
伊藤　正寛 ＊004
伊藤　　穣 ＊ICD-4,＊094
伊藤　玲子 110
稲瀬　直彦 038,090
井上恵美子 044,062,＊147
井上　恵理 024,029,093,124
井上　考司 ＊010,023
井上　聡一 101,130
井上　博雅 075
井端　英憲 048,115,145
今村　昌耕 ＊031
岩川　　純 075
岩田　　敏 041,086
岩淵　英子 165
岩村　美佳 088
岩本　朋忠 159

【う】
上岡　　博 106
植田　聖也 126
上野佳代子 S5-3,091
臼井久美子 ＊032
内田　裕美 015
内村　和広 ＊025
生方　　智 ＊123
梅津香代子 ＊064
浦川美奈子 060
潤間　励子 ＊134

【え】
榎本かおり 063
江原　尚美 067,158

【お】
大石　景士 106
大串　文隆 129
大嶋　圭子 061

大島　信治＊S2-1,024,029,042,055
 083,093,096,102,109
 140
大田　　健 021,024,029,044,055
 083,093,096,097,102
 109,112,124,140
大平　徹郎 139
大竹　香織 001
大津　達也 101,130
大塚　正毅 059,＊138
大西　　司 ＊078
大橋　佳奈 ＊050,079
大原　直也 164
大部　　幸 024,＊029,124
大藤　　貴 ＊106
大本　恭裕 048,115,145
大類　隼人 153
大湾　勤子 131,152
岡　　　馨 069
岡　　慎一 049
岡　　秀昭 ＊103
岡　三喜男 072
小笠原　隆 052
岡田　　徹 114
岡田　全司 014,034,039,＊133
 157,159
尾形　英雄 S3-2,043,077,165
尾形　佳子 106
岡野　義夫 ＊129
岡村　恭子 S5-3
岡本　翔一 079
岡本　直樹 ＊110
小川　佳亮 082
小川　賢二 ＊特別講演2,S2-2,019
 095,164
奥田　謙一 042,096,102,＊140
奥村　昌夫 ＊S3-2,043,077,165
押谷　洋平 042,102
小田島丘人 006
小野　昭浩 ＊105
小野原健一 156,160,＊161
折村　多恵 051
恩田　直美 154

【か】
香川　智子 125
鍵谷　和子 145
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角　　泰人 ＊153
筧　　淳夫 ＊教育講演3
掛屋　　弘 067,158
鹿児島　崇 020,＊113,150
笠井　　幸 ＊146
風間　晴子 MS1-2
笠松　紀雄 052
加志崎史大 114
柏　真知子 MS1-2
鹿住　祐子 074
片山　　透 031
加藤　慎平 052
加藤　誠也 MS1-4,060,133
加藤　禎子 ＊MS2-2,149
加藤　朋子 088,163,＊167,168
門田　淳一 076
門田　　宰 006
金井久仁子 ＊059,138
金井　美穂 087
金澤　　潤 154
金澤　裕信 075
金子　有吾 006
金廣　優一 037
鎌田　有珠 ＊ランチョンセミナー3
亀井　克彦 S2-3
亀田　祥子 ＊063
川﨑　知子 ＊028
川崎　雅之 S5-3,091
川島　正裕 024,042,093,096,102
川瀬　一郎 003,007,033,053,137
川波　敏則 022
河辺　昭宏 093
菅野　芳明 ＊118

【き】
岸本　晃司 ＊017
喜多　洋子 014,＊034,＊039,133
北川　　恵 ＊151
北田　清悟 ＊073,116
吉川弥須子 ＊082
木下　　陽 006
君塚　善文 086
木村　　弘 S2-4
切替　照雄 ＊教育講演1,133

【く】
久下　　隆 S2-4,054
日下　　圭 024,029,055,093,109
 112,＊124
草深　明子 026,＊065
楠本壮二郎 ＊119
久世　眞之 ＊043,077
工藤　翔二 ＊S1-特別発言,043,076
 077,165
久場　睦夫 131,152
久保　惠嗣 020,113
久保　秀一 ＊011

窪田　素子 043
熊澤　文雄 110
熊副　洋幸 S5-3,091
倉岡　敏彦 051
倉島　篤行 038,043,076,077,165
鞍田　美貴 125
栗田　裕輔 ＊006
黒河　和広 ＊結核研究奨励賞
黒川　雅史 003,007,033,＊053
 137,156,160,161
桑野　和善 006
桑原ふみ子 064
桑原　克弘 ＊MS1-1,＊139

【け】
慶長　直人 ＊S4-3,166
玄　　崇永 ＊088
弦間　昭彦 045

【こ】
香西　博之 129
甲田　伸一 030,132,146
神徳　　済 106
河野　　茂 067,158
河野千代子 S3-3
興梠　陽平 071,085
古賀　千絵 064
古賀　康彦 105
國東　博之 043
後藤　正志 047,107
後藤　康洋 ＊040
小西　建治 ＊114
小橋　吉博 ＊072
小林　宏一 024,＊042,096,102
小林　朋子 110
小林　信之 044,049,108,118,128
 133,143,166
小林　典子 060
小宮　幸作 ＊076
小向　　潤 ＊結核研究奨励賞,＊030
 132,133,146
小山　　明 122
小山　壱也 042,＊102
小山　春美 058
是枝　快房 075
是枝　快泉 ＊075
権　　寧博 110

【さ】
斉藤　茂代 084,142
齋藤　善也 006
斎藤　武文 092,100,＊154
斉藤美和子 001
斎藤　泰晴 139
早乙女幹朗 043
榊原　千枝 040
榊原　ゆみ ＊038,077,090

坂本　健次 106
坂本　陽平 091
桜井　稔泰 098
櫻井　理恵 146
櫻田　紳策 166
迫田　頼武 091
佐々木啓介 ＊051
佐々木結花 S3-2,S3-3,＊MS3-3,043
 077,165
佐々木由美子 125
指尾　豊和 088
佐藤　千賀 126
佐藤　亮太 024,029,093,124
佐野　明子 ＊058,064
佐野　千晶 037
座安　　清 ＊117
澤井さとみ ＊149

【し】
重藤えり子 ＊今村賞受賞記念講演
 ＊MS2-特別発言
 ＊ランチョンセミナー4,＊002
宍戸雄一郎 066,＊080
篠原　　勉 129
柴田　　満 035,＊036
島　浩一郎 040
島田　昌裕 093,＊097
清水　利朗 037
下内　　昭 030,＊132,133
下田　真史 043
庄司　　淳 123
正林　督章 ＊S1-1
白井　千香 S3-5
白井　敏博 066,080
白井　正浩 ＊087
白須　紀子 153
白濱　知広 ＊127
新保　卓郎 108

【す】
菅本　鉄広 ＊135,163
杉崎　勝教 ＊101,130
杉田香代子 041
杉本　俊介 052
杉本　峯晴 009
杉山　温人 049,108,118,128
杉山　燈人 019
鈴木　克洋 014,133,157,159
鈴木　公典 ＊005,011,069
鈴木　　淳 024,029,042,055,093
 109,＊112,124
鈴木　純一 024,029,055,093,109
 112,124
鈴木　純子 ＊021,024,029,093,097
 112,124
鈴木　紳也 005
鈴木　未佳 ＊S3-3
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須田　隆文 066,080,087

【せ】
関　　　文 006
関　　幸雄 019
関　　好孝 006
関谷　幸恵 002
世古口加奈子 ＊145
瀬戸　順次 ＊070

【そ】
速永　　淳 155

【た】
大東　久佳 ＊S5-4
田尾　義昭 ＊046
多賀　　収 ＊095
高倉　孝二 091
高崎　　仁 049,108,118,128,＊143
高橋　格一 155
高橋　典明 110
高橋　　広 051
高橋　　洋 123
高森　幹雄 ＊MS3-4,050,079
高柳喜代子 031
瀧井　猛将 164
瀧川　修一 101,＊130
瀧澤　弘隆 ＊015
田口　　修 048,089,115
田口　和仁 S5-3,091
武内　海歌 125
竹川　彩加 MS2-4
竹田　　宏 006
蛸井　浩行 ＊092,100,154
田坂　定智 086
多田　公英 ＊098,151
多田納　豊 ＊S5-1,＊037
橘　　和延 033
橘　さやか 010,＊023
橘　　洋正 071,085
巽　浩一郎 ＊ランチョンセミナー1
田中　栄作 ＊教育講演2
田中　幸江 151
田中小百合 S2-4,054
田中　孝昭 082
田中　太郎 040
田中　　拓 ＊086
田中　理子 MS1-2
谷川　吉政 ＊013
谷崎隆太郎 ＊128
玉置　伸二 ＊S2-4,054,144
田村　厚久 021,024,029,055,083
 ＊093,096,097,102,109
 112,124,140
田村　　緑 S2-4,054
田村　猛夏 S2-4,054,144

田村　嘉孝 ＊003,007,033,053
 ＊137,156,160,161

【ち】
近松　絹代 162,163,167,168
千田　金吾 066,080,087
長神　康雄 022

【つ】
角田　義弥 154
坪田　典之 ＊012
露口　一成 ＊教育講演5,014,133
 157,159
露崎みづ枝 ＊069
鶴崎　聡俊 154
鶴巻　寛朗 105

【て】
寺川　和彦 030,146

【と】
時岡　史明 071,085
徳永　　修 ＊120
土橋　邦生 105
冨岡　治明 S5-1,037
富田　元久 157,159
豊田恵美子 024,029,042,＊044
 055,＊083,093,096,102
 109,112,133,140
豊田　　誠 ＊MS1-4

【な】
内藤　雅大 ＊089
中　　　崇 035,036
仲　　　剛 049
永井　崇之 003,007,033,053,137
永井　英明 ＊S1-3
 ＊ランチョンセミナー2
 ＊イブニングセミナー,024
 029,055,076,083,093
 096,109,112,124,140
長尾　啓一 134
中垣　憲明 046
中川　　拓 095
中川　嘉隆 043
永川　博康 114
長坂　行雄 111
中澤　卓也 008
長嶋　真美 059,138
永田　忍彦 ＊S5-3,091
永田　容子 ＊S1-4,＊060
中永　和枝 074,082
中西　徳彦 010,023
中野　滋文 047
中野万有里 129
中村さつき 095
仲本　　敦 131,152

長山　直弘 021,024,029,042,055
 083,093,096,102,109
 112,124,140
永吉　　優 104
那覇　　唯 ＊131,152
鍋島　久代 064
南宮　　湖 086
成島由香里 MS2-4

【に】
新妻　一直 ＊001
濁川　博子 ＊MS1-2
西井　洋一 ＊048,115,145
西野　亮平 051
西村　知泰 086
西森　　敬 164

【ぬ】
沼尾　利郎 082

【の】
野口　直子 104
野崎　裕広 088
野田　和司 088
野田　一成 018

【は】
芳賀　孝之 107
萩原　久子 ＊MS2-3,058
橋爪　一光 052
橋元　里実 ＊014,034,039,133
橋本　　修 110
橋本　　徹 071,＊085
橋本　陽介 ＊155
長谷川直樹 041,086
畠山　暢生 129
畠山　雅行 ＊144
畑地　　治 089
羽藤　倫子 ＊136
花香未奈子 022
花村　菜月 ＊164
濱田　洋平 ＊049
早川　啓史 087
林　　伸一 110
林　　清二 014,033,034,039,＊125
 133,157,159
林　　宏紀 045
林　　悠太 ＊S2-2
林原　賢治 092,＊100,154
原　真紀子 131,152
原田　知佳 091
原田　千尋 106
原田　登之 ＊S4-1,MS1-2,002
韓　　由紀 003,053,137

【ひ】
比嘉　利信 127
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檜垣　直子 124
東　　陽子 062,147
東元　一晃 075
樋口　一恵 002
樋口　武史 ＊ICD-2
 ＊ランチョンセミナー8-1
日比谷健司 ＊S5-2
平井　豊博 094
平田　明美 063
平光　良充 ＊121
廣田　　理 030,132

【ふ】
深見　武史 097
福島喜代康 ＊067,158
福村　　惠 063
藤内　　智 ＊ランチョンセミナー7
藤江　俊秀 ＊090
藤兼　俊明 ＊S3-1
藤川　健弥 073,＊116
藤澤　武彦 069
藤田　　明 ＊S1-2,079,133
藤田　香織 131,＊152
藤田　和恵 ＊045
藤田　一喬 154
藤田　次郎 ＊教育講演4,S5-2,152
藤本　　源 048,＊115,145
藤山　理世 S3-5
藤原　永年 ＊035,036,038,164
藤原　　宏 ＊041,086
舩津　洋平 086
古川　克郎 ＊016
古橋　一樹 ＊結核研究奨励賞

【へ】
日置辰一朗 111
別役　智子 086
蛇澤　　晶 021,083,093,097

【ほ】
放生　雅章 049
星野　仁彦 038,＊074,077
細川　芳文 110
細田　千晶 006
堀田　康弘 164
堀場　昌英 047,＊107
本間　光信 ＊MS1-3,149

【ま】
前川　晃一 094
前倉　亮治 ＊ランチョンセミナー5
 073,116
前田　伸司 035,074,162,164,＊166
槇　　早苗 S5-3,091
馬島　　徹 ＊056,057,141,142
益田　公彦 021,024,029,055,083
 093,109,112,124,140

増田　憲治 002
増田　貴史 ＊047,107
増山　英則 056,057,141,142
町田　和子 044
町田　久典 129
松井　弘稔 024,029,042,055,083
 093,096,102,109,140
松田　周一 ＊052
松竹　豊司 067,＊158
松林　恵介 S3-5
松村竜太郎 ＊008
松本　健二 ＊S4-6,030,132,133
 146
松本　常男 106
松本　智成 ＊S4-5,003,＊007,＊033
 053,137,156,160,161
松本　尚也 139
松本　宏子 135
松本　正孝 098
丸井美智子 149
丸毛　　聡 ＊099

【み】
三浦　瑞枝 ＊062,147
三浦由記子 045
三木　　誠 ＊ICD-1
三嶋　理晃 094
水尻　節子 ＊S3-5
水野　里子 104
御手洗　聡 ＊ICD-3
 ＊ランチョンセミナー8-2
 135,162,163,167,＊168
宮尾　浩美 139
宮城　　茂 152
宮崎こずえ 051
宮澤ともよ ＊150
宮野前　健 120
宮松　晶子 088
宮本　　牧 050
御代川滋子 MS1-2

【む】
向井　芳枝 ＊S3-4
迎　　　寛 022
村瀬　享子 018
村田　研吾 ＊079
村田　順之 106
村松　直美 MS2-4

【も】
毛利　圭二 072
籾　　博晃 075
森　　俊輔 ＊009
森　　　亨 MS1-2,027,060,153
森河内麻美 030,146
森田　　悟 ＊066,080
森田　暁壮 047

森高　智典 010,023
森野英里子 044,049,＊108,118
 128,143
森本　耕三 038,043,076,＊077
守屋　　任 092
諸井　文子 047,107

【や】
八木　一馬 086
八木　哲也 ＊S4-4,164
八木　正樹 031
安田あゆ子 019
安田　順一 ＊018
野内　英樹 ＊165
柳川　泰昭 108
柳堀　朗子 005,069
矢野　利章 052
矢野　量三 043
山内　祐子 ＊027,060
山岡　直樹 051
山岸　文雄 ＊会長講演,008,104
山口　哲生 S3-3
山崎　利雄 164
山﨑　善隆 ＊ランチョンセミナー6-1
 ＊020,113,150
山田　勝雄 ＊019
山田　紀男 165
山田　博之 ＊162,163,167,168
山田　嘉仁 S3-3
山根　　章 021,＊024,029,055
 083,093,096,109,112
 124,140
山野上直樹 051
山本　雅史 040
山元　滋樹 075
山本　善裕 ＊ランチョンセミナー6-2

【ゆ】
湯田富貴子 001

【よ】
吉岡　弘鎮 071,085
吉川　秀夫 028
吉田　和史 042,＊096,102,140
吉田志緒美 ＊157,＊159
吉田　英樹 030,132,146
吉多　仁子 ＊156,＊160,161
吉田　道彦 026,065
吉永　泰彦 ＊MS3-2
芳野　詠子 S2-4,＊054
吉野　優子 ＊061
吉松　哲之 101,130
吉見　通洋 046
吉森　浩三 043,077,165
吉山　　崇 ＊特別講演1,S3-2,038
 043,044,077,165
米澤　純子 032
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【り】
龍華　祥雄 088
林　　士元 092,100,154

【わ】
若松謙太郎 S5-3,＊091
和田　曉彦 044,050,079
和田　二三 ＊MS2-1
和田　雅子 056,＊057,＊084,＊141
 ＊142
渡瀬　博俊 ＊122
渡辺　　哲 ＊S2-3
渡邉　　彰 ＊126
渡部　ゆう ＊026,065
渡邉　義郎 005

276


