
＜索　　　引＞
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【英字】
Efren M. Dimaano OP-116
Jim Rothel ※招請講演
Jose Benito Villarama OP-116
Naomi Ruth D. Saludar OP-116

【あ】
相原　厚美 ※OP-103
青木　耕平 S5-4
青木佐知子 OP-75
青野　昭男 WS18-2,WS21-5
 OP-1,OP-110
青山　克彦 OP-108
赤川志のぶ ※S10-2,WS16-2,OP-5
 OP-6,OP-13,OP-17
 OP-40,OP-90
赤崎　　卓 OP-87
赤司　俊介 WS16-2,OP-6,OP-60
赤柴　恒人 OP-102
赤羽　朋博 WS16-2,OP-60
秋田　憲志 ※市民公開講座 3
 WS15-4
秋原　志穂 ※OP-53, ※OP-54,OP-55
秋山　訓通 ※OP-70,OP-97
朝田　和博 OP-45,OP-49
淺田　道幸 ※OP-58
浅野　文祐 ※S18-4
浅野　幸市 OP-8,OP-16
浅野　貴光 OP-9,OP-80
浅見　貴弘 WS5-4, ※OP-10,OP-11
 OP-72,OP-74
麻生　達磨 WS20-5
安達　勝利 OP-41,OP-93
阿彦　忠之 ※S6-5,OP-109
阿部　岳文 ※OP-97
阿部奈緒美 OP-63
阿部　聖裕 WS16-1,WS20-1,OP-85
天野　雅子 OP-20
荒井他嘉司 ※S5-1
荒木勇一朗 WS15-1
新家　陽子 WS12-3
有川健太郎 WS2-1,WS3-2,WS13-4
 ※OP-111
有馬　和代 ※S12-4
有村　泰晃 ※OP-121
有吉　紅也 OP-116
粟屋　幸一 WS20-4

安藤　孝浩 WS16-2,OP-5,OP-6
 ※OP-79,OP-90
安藤　常浩 ※WS11-2
安藤　美恵 ※WS22-2

【い】
飯沼　由嗣 ※OP-82
井内　敬二 ※S5-2
五十嵐　毅 S4-3
猪狩　英俊 ※ランチョンセミナー2
 OP-2,OP-63, ※OP-100
 OP-129
伊藝　孔明 OP-102
伊藝　博士 ※WS7-4,OP-4
池田貴美之 ※OP-95
池田　知佳 OP-87
池田　敏和 WS19-1,OP-39,OP-67
池田　秀樹 ※OP-83
石井　　誠 WS5-4,OP-10,OP-11
 OP-42,OP-72,OP-74
石井　幸雄 S9-3
石賀　充典 ※OP-18
石川　敦子 OP-104
石川　　哲 OP-2,OP-100,OP-129
石川　信克 WS3-3,OP-28, ※OP-113
石黒　　卓 WS22-1
石﨑　武志 ※S12 基調講演
石田　　直 OP-71
石館　敬三 OP-30
伊地智昭浩 WS2-1,WS13-4,OP-111
石飛和歌子 OP-66
石本　裕士 OP-12
泉　　清彦 ※S6-2, ※OP-112,OP-117
泉　陽太郎 S5-4
泉川　公一 ※S16-2,WS12-2,OP-127
伊勢　信治 OP-87
礒部　　威 WS20-4
板橋　孝一 S4-3
市木　　拓 WS16-1,WS20-1,OP-85
市村　康典 OP-86
一山　　智 WS11-1
出浦　　玄 WS12-1
伊藤　晶彦 ※OP-66
伊藤　明広 ※OP-71
伊藤　邦彦 ※S14-1
伊藤　浩一 ※S2-4
伊藤佐生智 WS2-3, ※OP-73
伊藤　静香 OP-46

伊藤　武史 WS8-2
伊藤千津子 OP-85
伊藤　　穣 ※S9-2, ※ ICD-1, ※WS11-1
伊藤　玲子 OP-102
糸数　　公 ※S7-3
稲垣　孝行 ※S15-1
稲瀬　直彦 OP-89
稲嶺　盛史 ※OP-77
井上恵美子 OP-31, ※OP-32,OP-33
 OP-51
井上　恵理 OP-17,OP-40
井上　考司 WS5-1
井上　修平 WS10-2
井上　聡一 WS10-3
井上　　尚 ※OP-78
井上美恵子 WS14-1
井上　慶明 S5-4
井上　義一 WS2-4,OP-50
猪島　一朗 WS20-5, ※OP-125
猪島　尚子 WS20-5
井端　英憲 ※S12-1,OP-41,OP-93
 OP-104
伊原　栄吉 OP-125
今泉　和良 WS7-2
今村　昌耕 ※OP-30
今村　圭文 WS12-2,OP-127
岩垣津志穂 S10-4
岩瀬　彰彦 ※OP-132
岩田　　敏 WS1-4,WS5-4
岩永　直樹 OP-127
岩村　美佳 OP-23
岩本　信一 WS19-1,OP-39,OP-67
岩本　朋忠 ※S3-2, ※WS2-1,WS3-2
 WS13-4,OP-109,OP-111

【う】
上田　桂子 WS10-2
植田　聖也 ※WS16-1,WS20-1
上野佳代子 OP-87
上原真理子 WS22-2
上村　剛大 OP-9, ※OP-80
上山　千春 ※OP-104
上山　雅子 OP-88
牛木　淳人 WS12-1
内村　和広 ※S6-1,WS3-3,OP-28
 OP-88,OP-112,OP-113
内山　美寧 ※S14-2
内海　　裕 OP-22

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
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梅木　和宣 ※S1-3
梅村　正幸 ※教育講演 8
浦川美奈子 OP-37

【え】
榎本　　優 WS7-4,OP-4
江原　尚美 WS1-5
江部　佑輔 OP-24
遠藤　俊輔 ※S5-6

【お】
扇谷　昌宏 ※WS16-2,OP-13
大石　貴幸 ※OP-105
大石　美香 ※OP-134
大江　美紀 WS20-4
大角　晃弘 ※S7-2,WS3-3,OP-112
大串　文隆 WS6-1,WS20-2
大久保仁嗣 OP-9,OP-80
大澤　武司 WS6-3
大島　一浩 ※OP-127
大嶋　圭子 ※S12-3
大島　謙吾 WS21-4
大島　信治 WS16-2,OP-5,OP-6
 OP-13,OP-17,OP-40
 OP-79,OP-90
大田　　健 WS16-2,OP-5,OP-6
 OP-13,OP-17,OP-40
 OP-60,OP-79,OP-90
大平　徹郎 WS13-3,OP-128
大谷　弘樹 OP-18
大津　達也 WS10-3
大津　千穂 OP-134
大塚　義紀 ※S4-3
大利　亮太 WS7-4,OP-4
大成　裕亮 WS7-4, ※OP-4
大西　涼子 OP-8,OP-16
大橋　佳奈 ※OP-64,OP-96
大原　直也 ※WS2-2,WS2-3
大前美奈子 OP-70,OP-97
大曲　貴夫 OP-38
大本　恭裕 OP-41,OP-93,OP-104
大湾　勤子 WS7-3,OP-59
岡　　　馨 WS1-2
岡田　健作 OP-46
岡田　耕輔 ※WS21-2
岡田　全司 ※教育講演 12,※WS2-4
 WS3-2,WS4-4,WS13-4
 OP-50,OP-122,OP-133
尾形　英雄 S13-1
 ※ランチョンセミナー1
 WS1-1,WS6-3,WS8-1
 OP-88
岡野　智仁 OP-41, ※OP-93,OP-104
岡野　義夫 WS6-1,WS20-2
岡村　　樹 ※S11-1
岡村　拓哉 ※WS7-2
岡本　翔一 OP-21,OP-96
岡本　直樹 ※OP-102

小川　賢二 ※教育講演 3,S9-4,S15-1
 ※ランチョンセミナー5
 WS21-1,OP-73
小川　直子 ※OP-86
小河原大樹 OP-83
小木曽　聡 ※特別講演
沖本　民生 WS20-4
奥田　謙一 ※OP-13
奥村　昌夫 ※S13-1,WS1-1,WS8-1
奥村　昌史 WS6-3
小倉　高志 OP-101
小栗　鉄也 OP-9,OP-80
尾崎　良智 WS10-2
小田島丘人 OP-66
小野勝一郎 OP-18
小野原健一 ※WS4-1,OP-118,OP-119
 ※OP-120

【か 】
香川　浩之 ※OP-124
香川　友祐 ※OP-75
鍵山　奈保 WS22-1
角　　泰人 ※OP-115
筧　　淳夫 ※ICD-3
鹿児島　崇 WS12-1
笠井　大嗣 WS12-3,WS18-3
笠井　　幸 ※WS9-2,WS10-1,OP-135
笠井　大介 ※OP-94
梶原　俊毅 OP-127
片岡　健介 WS4-3,WS5-2,WS5-3
 OP-68
片山　　透 OP-30
加藤　誠也 ※S1-2,WS2-1,OP-37
 OP-112,OP-133
加藤　貴史 OP-13
加藤　達雄 ※S18-2,OP-8,OP-16
加藤　聡之 ※WS15-2
加藤　朋子 ※ランチョンセミナー3
 WS21-5,OP-1, ※OP-110
加藤　智浩 OP-14, ※OP-81
加藤美知子 OP-58
加藤　宗博 ※S4-4
門田　淳一 ※S1-4
門田　　宰 WS16-2,OP-60
門脇　　徹 WS19-1,OP-39,OP-67
金井　美穂 OP-131
金澤　　潤 WS18-1,WS18-2
 WS20-3,OP-107
金森幸一郎 WS7-4,OP-4
金森　　肇 S14-2
金子　正博 OP-19
金子美千代 WS21-4
金子　有吾 OP-66
金田　俊彦 OP-19
上　　若生 ※OP-99
川口　裕子 ※OP-9,OP-80
川崎　雅之 OP-87

川島　正裕 WS16-2,OP-5,OP-6
 OP-79,OP-90
川瀬　一郎 WS3-4,WS4-1,WS4-2
 WS17-3,OP-118,OP-119
 OP-120
河田　典子 OP-18, ※OP-56,OP-57
河津　里沙 ※OP-28,OP-113
川波　敏則 OP-12
川辺　芳子 OP-5
川辺　梨惠 OP-20
河村　哲治 OP-14,OP-81
カン　秋明 OP-108
神田　哲郎 OP-83
神田　　響 WS19-1,OP-39,OP-67
菅野　　剛 S14-2
菅野　美穂 ※OP-36
菅野　芳明 OP-7,OP-136

【き】
儀賀　理暁 S5-4
菊池　功次 ※S5-4
菊地　利明 ※教育講演 2
菊池　喜博 OP-22
岸田　正子 WS9-2,WS10-1,OP-135
喜多　洋子 WS2-4, ※OP-50
 ※OP-133
北浦　　剛 OP-46
北田　清悟 ※S13-2,OP-121,OP-124
木谷　匡志 OP-40
北村　将司 WS10-2
北村　英也 OP-101
吉川　裕之 OP-121
木下　　陽 OP-66
君塚　善文 WS5-4,OP-10,OP-11
 ※OP-42,OP-72,OP-74
木村　清延 S4-3
木村　五郎 OP-18
木村　智樹 WS4-3,WS5-2,WS5-3
 OP-68
木村　雅広 WS19-1,OP-39,OP-67
切替　照夫 OP-133
桐生　育実 ※WS22-1

【く】
久下　　隆 S2-2
日下　　圭 OP-17,OP-40,OP-90
工藤宏一郎 WS6-3
工藤　翔二 ※S14-5,WS1-1,WS6-3
 OP-88
國井　英治 OP-9,OP-80
国吉　秀樹 WS22-2
久場　睦夫 WS7-3,OP-59
久保　　亨 WS1-5
熊沢　文雄 OP-102
熊副　洋幸 OP-87
熊手まゆみ OP-63
倉井　華子 OP-38
久良木隆繁 WS20-4
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倉島　篤行 ※イブニングセミナー2
WS5-4,WS6-3,OP-11

OP-72,OP-88
栗原慎太郎 WS12-2
栗山美津子 ※WS11-3
黒川　雅史 WS3-4,WS4-1,WS4-2

WS17-3,OP-118,OP-119
OP-120

黒川　良太 WS12-3,WS18-3
桑野　和善 OP-66
桑原　克弘 WS13-3, ※OP-128

【け】
慶長　直人 WS3-1,WS9-3, ※WS13-2

OP-47,OP-48
玄　　崇永 OP-23

【こ】
小出美智子 OP-31,OP-32,OP-33

※OP-51
甲田　伸一 WS9-2,WS10-1,OP-26

OP-135
合地　美奈 WS22-1
河野　　茂 WS1-5,WS12-2,OP-83

OP-127
高納　　崇 WS17-1
國頭　博之 WS6-3
小佐井康介 WS12-2
小柴　静子 WS21-4
小嶋　大輔 ※WS21-3, ※OP-126
児玉　栄一 S14-2
後藤　正志 OP-108
木庭　尚哉 WS20-4
小橋　吉博 ※S9-6
小林賀奈子 WS19-1, ※OP-39,OP-67
小林　宏一 WS16-2, ※OP-60,OP-90
小林　　哲 OP-78
小林　　哲 OP-41,OP-93,OP-104
小林　鉄郎 ※OP-7
小林　信之 WS3-1,WS13-2,OP-6

OP-13,OP-17,OP-40
OP-90,OP-133

小林　典子 OP-37
小林　瑞穂 OP-8,OP-16
小松　　茂 OP-101
小向　　潤 WS9-2, ※WS10-1,OP-26

OP-133,OP-135
小山　壱也 WS16-2,OP-5,OP-6

OP-79,OP-90
小山　大輔 OP-102
小和田暁子 ※教育講演 11,※S8-4
権　　寧博 OP-102
近藤　雅美 ※OP-23
近藤　康博 WS4-3,WS5-2,WS5-3

※OP-68

【さ】
齊木　雅史 ※OP-69

齋藤　桂介 OP-66
斉藤　茂代 WS13-1
齋藤　善也 OP-66
斎藤　武文 S11-4,WS18-2,WS20-3

OP-107
齋藤　　肇 OP-62,OP-91
齋藤　晴子 OP-121
齋藤　史武 OP-10,OP-74
斎藤美奈子 WS16-2,OP-60
斎藤美和子 WS21-4
齋藤　　恵 OP-63
齋藤　泰晴 WS13-3,OP-128
齋藤　裕子 ※WS17-1
斉藤　礼子 ※結核研究奨励賞
早乙女幹朗 WS6-3,OP-88
酒井加奈子 OP-104
酒井　珠美 OP-43
酒井　浩光 WS19-1
坂上　拓郎 ※教育講演 9
榊原　利博 WS5-3
榊原　ゆみ ※OP-89
坂下　博之 OP-89
坂谷　光則 WS13-4
坂本　陽平 OP-87
相良　憲幸 WS3-4,WS17-3
櫻井　あや ※WS5-2
櫻井　啓文 WS20-3
櫻田　紳策 WS3-1, ※WS9-3,WS13-2

OP-47,OP-117
桜山　豊夫 OP-30
佐子　　肇 OP-121
迫田　頼武 OP-87
佐々木亜万里 OP-58
佐々木重喜 ※OP-84
佐々木　信 OP-14,OP-81
佐々木結花 S13-1,WS1-1, ※WS6-3

WS8-1,OP-44,OP-88
佐藤　敦夫 OP-15
佐藤　厚子 WS1-1, ※WS14-1,OP-44
佐藤　和弘 OP-24
佐藤加奈子 ※WS14-2
佐藤　滋樹 ※市民公開講座 5
佐藤　千賀 WS16-1, ※WS20-1
佐藤　英文 OP-75
佐藤　正夫 ※WS16-3
佐藤　志子 ※WS8-3
佐藤　利佳 S4-3
佐藤　亮太 ※OP-5,OP-6,OP-79

OP-90
佐野　明子 OP-63
佐野　和美 OP-65
佐野　公泰 OP-8,OP-16
鮫島つぐみ OP-66
澤　　祥幸 ※教育講演 7
澤田　宗生 S2-2

【し】
四竈　　純 WS7-4,OP-4

重藤えり子 ※教育講演 4,※S1-5
宍戸雄一郎 ※OP-45,OP-49
篠田　典子 ※OP-91
篠原　　岳 OP-101
篠原　　勉 WS6-1,WS20-2
篠原　理佐 ※OP-85
柴原　大典 ※WS7-3
澁谷　和俊 ※モーニングセミナー
島　　由子 WS15-1
島尾　忠男 ※S2-1
島崎　貴治 ※OP-116
島田　昌裕 OP-40
島田由美子 OP-85
清水　英治 OP-46
清水　　崇 ※WS13-3
清水川　稔 OP-123
下内　　昭 WS10-1,WS21-2

※OP-26,OP-133,OP-135
霜島　正浩 ※S8-2
下田　智子 ※OP-63
庄司　俊輔 OP-79
白井　千香 WS2-1,WS13-4,OP-111
白井　敏博 OP-45,OP-49
白井　正浩 ※OP-131
白石　幸子 OP-14,OP-81
白石　裕治 ※S5-3
白須　紀子 OP-115
新藤　琢磨 ※OP-22
新保　卓郎 OP-65

【す】
水堂　祐広 OP-101
末永麻由美 OP-36
菅沼　成文 ※S4-1
杉江　琢美 ※S15-4
杉崎　　薫 ※S12-5
杉崎　勝教 WS10-3
杉下　由行 ※S7-4
杉田　　裕 WS22-1
杉山　温人 OP-65,OP-136
杉山　史剛 OP-68
杉山　亜斗 S5-4
助野麻理奈 OP-63
鈴木　英里 OP-62,OP-91
鈴木　克洋 S5-2,WS2-4,WS3-2

WS4-4,WS13-4,OP-50
OP-122,OP-133

鈴木　公典 WS1-2
鈴木　　淳 OP-13
鈴木　　純 ※OP-38
鈴木　純子 ※ S13-4,WS16-2,OP-13 

OP-17,OP-40,OP-60
魲　　稔隆 ※ OP-8,OP-16
鈴木　裕章 WS6-3,WS14-1, ※ OP-44
須田　隆文 OP-97
須谷　顕尚 WS20-4
諏訪　陽子 OP-24
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【せ】
清家　彩子 ※WS19-3
関　恵理奈 OP-108
関根　朗雅 OP-101
関　　雅文 ※ランチョンセミナー6
関谷　怜奈 ※OP-19
瀬戸　順次 OP-109
仙石　実鈴 ※WS15-4

【そ】
宗田　　良 OP-18,OP-56,OP-57
曽我美佑介 OP-69
曽根　一輝 OP-75

【た】
高尾　　匡 WS7-4,OP-4
高久多希朗 WS18-1, ※WS18-2

WS20-3,OP-107
高倉　孝二 OP-87
高倉　俊二 WS11-1
高桑　　修 OP-9,OP-80
高崎　　仁 OP-7,OP-65, ※OP-136
高杉　知明 OP-108
高園　貴弘 WS12-2,OP-127
高鳥毛敏雄 ※OP-114
高橋　和久 OP-132
高橋　秀治 OP-18
高橋　伸政 WS22-1
高橋　典明 OP-102
高橋　弘毅 OP-95
高森　幹雄 OP-21,OP-64, ※OP-96
高柳喜代子 OP-30
瀧井　猛将 ※教育講演 1,WS2-1

WS2-2, ※WS2-3,OP-73
瀧川　修一 ※WS10-3
田口　　修 ※市民公開講座 2,OP-41

OP-93,OP-104
竹内　　章 ※WS12-3,WS18-3
武内　健一 ※S14-3
武田　昭範 WS6-2
武田　啓太 OP-5, ※OP-6,OP-79

※OP-90
武田　賢一 OP-46
竹田　　宏 OP-66
竹中日登美 ※OP-52
竹村　昌也 OP-9,OP-80
竹山　博泰 WS20-4
田坂　定智 WS5-4,OP-10,OP-11

OP-72,OP-74
田澤　友美 WS4-1,OP-118,OP-119

OP-120
田下　浩之 OP-17,OP-40
多田　光宏 ※WS19-1,OP-39,OP-67
多田納　豊 ※S17-3
橘　　洋正 OP-71
巽　浩一郎 OP-86
健山　正男 OP-77,OP-99
田中小百合 S2-2

田中　剛 ※S3-4
田中　寿明 OP-18
谷口　博之 WS4-3,WS5-2,WS5-3

OP-68
谷崎隆太郎 OP-136
谷野　良輔 WS20-4
谷本　　安 OP-18
田畑　寿子 ※OP-15
玉置　伸二 ※S2-2,OP-27
田丸　亜貴 OP-109
田村　厚久 ※S11-2,OP-5,OP-6,OP-13

OP-17, ※OP-40,OP-90
田村　休応 OP-66
田村　　緑 S2-2
田村　猛夏 S2-2,OP-27
田村　嘉孝 WS3-4,WS4-1,WS4-2

WS17-3,OP-118,OP-119
OP-120

樽川　智人 OP-41,OP-93

【ち】
近松　絹代 ※WS21-5,OP-1,OP-110
千酌　浩樹 OP-46
千田　雅之 OP-78
千野　　遥 OP-136
千葉　　唯 OP-58
知花　賢治 WS7-3, ※OP-59
趙　　　娜 WS2-2

【つ】
塚本　宏壮 OP-14,OP-81
塚本　美鈴 ※WS12-2
辻　　晋吾 WS6-3, ※WS8-1
辻　　忠克 WS6-2
津田　侑子 WS9-2,WS10-1,OP-26

OP-117, ※OP-135
土田　真弓 OP-58
土橋　酉紀 OP-56
角田　義弥 ※S9-7
津端由佳里 WS20-4
坪井　知正 OP-15
坪田　典之 ※OP-106
露口　一成 WS2-4,WS3-2, ※WS4-4

WS21-1,OP-50,OP-122
OP-133

露崎みづ枝 ※WS1-2
釣永　雄希 WS4-1,WS4-2,OP-118

OP-119,OP-120
【て】
寺川　和彦 WS9-2,WS10-1,OP-26

OP-135

【と】
東條　尚子 OP-89
道津　洋介 OP-83
時岡　史明 OP-71
徳島　　武 WS19-1
徳永　　修 ※WS1-3

戸田　有紀                  OP-8,*OP-16
冨岡　治明 S17-3
冨岡　洋海 OP-19
冨田　洋樹 WS12-3,WS18-3
富田　元久 WS3-2,WS4-4,OP-122
豊澤　隆弘 OP-36
豊田恵美子 OP-133
鳥居　貞和 ※WS16-4, ※WS17-2

※OP-25

【な】
永井　崇之 WS3-4,WS4-1,WS4-2

WS17-3,OP-118,OP-119
OP-120

永井　英明 ※今村賞受賞記念講演
WS21-1,OP-5,OP-6
OP-13,OP-17,OP-40

OP-79,OP-90
中尾　心人 OP-75
長尾　美紀 WS11-1
中川　　拓 ※S9-4
中川智佐子 OP-53
中澤　篤人 OP-101
中澤真理子 WS18-1,WS18-2,WS20-3

※OP-107
永田　忍彦 OP-87
永田　容子 ※OP-37
中塚　伸一 ※S11-3
中積　泰人 OP-43
中西　典子 OP-111
中西　徳彦 WS5-1
中西　洋一 WS20-5,OP-125
中野　暁子 WS15-4
中野　郁夫 S4-3
中野　滋文 OP-108
中野　恭幸 ※アフタヌーンセミナー2
中橋　　達 ※WS9-1
中林　健一 S2-4
中原　和樹 WS19-3
中原　保治 OP-14,OP-81
中原　善朗 ※WS15-3
中村　　敦 ※S16-3,OP-9,OP-80
中村　　造 ※OP-76
中村　茂樹 WS12-2,OP-127
仲村　秀太 OP-99
中村　正和 ※教育講演 6
仲本　　敦 ※S18-5,WS7-3,OP-59
中本　成紀 ※OP-46
中山　光男 S5-4
永吉　　優 OP-2,OP-63,OP-100

OP-129
鍋倉竜太朗 ※OP-62
南宮　　湖 WS5-4,OP-10, ※OP-11

※OP-72,OP-74
難波　史代 OP-18

【に】
新妻　一直 ※WS21-4
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新実　彰男 ※市民公開講座 1,OP-9
 OP-80
西井　研治 OP-56
西井　洋一 OP-41,OP-93,OP-104
西尾　智尋 OP-19
西尾　昌之 WS12-3,WS18-3
西川恵美子 WS19-1,OP-39, ※OP-67
錦織　博貴 OP-95
西平　隆一 OP-101
西堀　武明 ※OP-24
西村　知泰 ※S8-3,WS1-4,WS5-4
 OP-10,OP-11,OP-72
 OP-74
二宮　茂光 WS16-4,WS17-2,OP-25
丹羽　　宏 WS19-2

【ね】
根本　健司 WS18-1,WS18-2
 WS20-3,OP-107

【の】
野口　直子 OP-2,OP-63,OP-100
 ※OP-129
野崎　裕広 OP-23
能勢美穂子 OP-54
野田　和司 OP-23
野村　　智 ※OP-43

【は】
芳賀　孝之 OP-108
萩原　恵里 ※OP-101
萩原　久子 OP-63
橋詰　寿律 S11-4,WS18-1
橋元　里実 WS2-4,OP-50,OP-133
橋本　　修 OP-102
橋本　章司 WS4-1,WS4-2,OP-118
 OP-119,OP-120
橋本　　徹 OP-71
橋本　容子 ※S15-3
長谷　　篤 OP-109
長谷川誠紀 ※S5-5
長谷川直樹 WS1-4,WS5-4,OP-10
 OP-11,OP-42,OP-72
 OP-74
畠山　暢生 WS6-1, ※WS20-2
畠山　雅行 ※S18-1, ※OP-27
畑田　陽子 OP-134
蜂巣　友嗣 ※OP-2
花松　有紀 OP-8
塙平　孝夫 WS7-4,OP-4
馬場　智尚 OP-101
馬場　尚志 OP-82
濱口　俊一 WS20-4
濱田　　昇 OP-18
早川　啓史 ※市民公開講座4,OP-131
林　　伸一 OP-102
林　　清二 WS2-4,WS3-2,WS4-4
 OP-50,OP-122,OP-133

林　　大介 WS2-3
林　　宗治 ※OP-29
林原　賢治 ※S11-4, ※WS18-1
 WS18-2,WS20-3
 OP-107
原　真紀子 OP-87
原　　眞咲 ※S18-3
原田亜希子 WS15-1
原田夏菜子 WS12-3, ※WS18-3
原田　登之 ※ICD-4,WS1-1,WS1-3
 WS13-2,WS14-2
原永　修作 OP-77,OP-99
韓　　由紀 WS4-1, ※WS4-2,OP-118
 OP-119,OP-120
坂野　章吾 ※S10-4

【ひ】
比嘉　　太 OP-77,OP-99
東　　陽子 OP-31,OP-32, ※OP-33
 OP-51
樋口　一恵 ※S8-1,WS1-1,WS1-3
 WS13-2,WS14-2
樋口　武史 WS11-1
土方美奈子 WS9-3,WS13-2, ※OP-47
 OP-48
檜澤　伸之 S9-3
日比野　真 ※WS7-1
日比谷健司 OP-77
平井　豊博 WS11-1
平井　由児 WS14-2
平岡真理子 ※S12-6
平潟　洋一 S14-2
平野　　淳 OP-18
平山　隆則 ※OP-117
廣瀬　　敬 WS16-2,OP-60
廣瀬　昌博 WS20-4
廣田　　理 WS9-2,WS10-1,OP-135

【ふ】
深井志摩夫 ※教育講演 5
富貴原　淳 ※WS4-3
福島　　曜 OP-23
福島喜代康 ※WS1-5
福田　佑樹 S5-4
藤井　　隆 WS3-4,WS17-3
藤内　　智 ※S13-3,WS6-2
藤江　俊秀 OP-89
藤兼　俊明 WS6-2
藤川　健弥 OP-124
藤川　祐子 WS12-1
藤澤　武彦 WS1-2
藤田　　明 WS14-2,OP-133
藤田　香織 WS7-3,OP-59
藤田　和恵 ※S14-4
藤田　一喬 WS18-1,WS18-2
 ※WS20-3,OP-107
藤田　次郎 ※ランチョンセミナー3
 OP-59,OP-77,OP-99

藤田　昌樹 ※OP-61
藤田　結花 WS6-2
藤野　和子 OP-53
藤村　一美 OP-53,OP-54, ※OP-55
藤本　　源 ※OP-41,OP-93,OP-104
藤本みどり ※OP-57
藤山　理世 WS2-1, ※WS13-4,OP-111
藤原　永年 WS2-2, ※OP-3
藤原　　宏 ※WS1-4,WS5-4,OP-10
 OP-11,OP-72,OP-74
二見　仁康 OP-108
舟木　佳弘 OP-46
舩津　洋平 WS5-4,OP-10,OP-11
 OP-72
降旗　兼行 WS12-1
古荘　志保 OP-43
古田健二郎 OP-71

【へ】
別役　智子 OP-10,OP-74
蛇澤　　晶 OP-40

【ほ】
放生　雅章 OP-65,OP-136
星野　仁彦 ※S3-3, ※S17-1, ※WS5-4
 OP-10,OP-11
 OP-72,OP-88
堀田　尚誠 WS20-4
堀尾美穂子 WS17-1
堀場　昌英 OP-108
本多　隆行 OP-69
本間　浩一 ※S4-2
本間　光信 ※WS8-2,WS8-3

【ま】
前倉　亮治 ※S9-5,OP-121,OP-124
前田　伸司 WS2-2, ※WS3-1,WS3-3
 WS5-4,OP-3,OP-47
 OP-109
前田　秀雄 OP-30
前田　浩義 ※S12-2, ※WS15-1
前野　　健 OP-9,OP-80
前原　　愛 WS20-4
前山　順一 WS2-2,WS2-3
槇　　早苗 OP-87
正木　晴奈 OP-136
益田　公彦 OP-13,OP-17,OP-40
 OP-90
増田　貴史 OP-108
真智　俊彦 ※OP-98
町田　久典 ※WS6-1,WS20-2
松井　　隆 OP-70,OP-97
松井　弘稔 WS16-2,OP-5,OP-13
 OP-17,OP-40
 OP-60,OP-79
松尾　明美 WS12-1
松下　育美 WS13-2,OP-47, ※OP-48
松島　秀和 ※OP-20
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松田　俊明 WS4-3,WS5-2, ※WS5-3
 OP-68
松田　博美 OP-53
松竹　豊司 WS1-5
松林　恵介 WS2-1,WS13-4,OP-111
松林　南子 OP-20
松本　健二 ※ICD-2,WS9-2,WS10-1
 OP-26,OP-133,OP-135
松本　武格 OP-61
松本　智成 ※S10-1, ※S17-2
 ※アフタヌーンセミナー1
 ※WS3-4, ※WS17-3
 WS21-1,OP-52
松本　尚也 WS13-3,OP-128
松本　宏子 WS21-2
松本　政実 WS17-1
松山　政史 ※S9-3

【み】
三浦　聖高 ※WS20-4
三浦　瑞枝 ※OP-31,OP-32,OP-33
 OP-51
三鴨　廣繁 S16-4,OP-92
三木　　誠 ※OP-123
三雲　大功 WS20-5,OP-125
三倉真一郎 ※OP-21
三嶋　理晃 WS11-1
水尻　節子 WS2-1,WS13-4,OP-111
水田　佑一 ※WS20-5,OP-125
水谷　栄基 WS19-3
水野　里子 OP-2,OP-63,OP-100
 OP-129
水橋　啓一 ※S4-5
水守　康之 OP-14,OP-81
御手洗　聡 ※S7-5
 ※ランチョンセミナー8
 WS18-2, ※WS21-1
 WS21-5,OP-1,OP-88
 OP-90,OP-110
光根　　歩 OP-17,OP-40
水口　正義 OP-15
源　誠二郎 WS4-2
宮尾　浩美 WS13-3,OP-128
宮城　一也 OP-77
宮坂　幸子 OP-130
宮崎　泰成 OP-89
宮沢ともよ OP-130
宮下　裕文 ※S6-4
 ※アフタヌーンセミナー3
宮下　義啓 OP-69
宮永　茂樹 WS19-3
宮野前　健 WS1-3
宮松　晶子 OP-23
宮本　伸也 OP-22
宮本　　牧 WS14-2
宮良　高維 ※S16-1
三好美佐代 OP-34

【む】
迎　　　寛 ※ランチョンセミナー4
 OP-12
村瀬　博紀 OP-9,OP-80
村瀬　良朗 ※WS3-3,OP-110
村田　研吾 OP-21,OP-64,OP-96
村松　秀樹 OP-75

【も】
望月　吉郎 OP-14,OP-81
百溪　英一 ※教育講演 10
 ※市民公開講座 6
森　　厚子 OP-134
森　　　彩 ※OP-17,OP-40
森　　俊輔 ※S10-3
森　　　亨 S7-1,WS14-3,WS22-2
 OP-37,OP-115
森　　正明 WS1-4
森口美智代 OP-34
森下　　亨 ※S2-3
森下　美幸 ※OP-34
森下　宗彦 ※会長講演
森田　　悟 OP-45, ※OP-49
森田　暁壮 OP-108
森田　正人 OP-46
森高　智典 ※WS5-1
森野英里子 OP-7, ※OP-65,OP-136
守本　明枝 ※OP-14,OP-81
森本　耕三 ※S9-1,WS1-1,WS5-4
 WS6-3,WS8-1,WS21-1
 OP-11,OP-72, ※OP-88
守屋　　任 WS18-1
守屋　敦子 WS11-2
森山　明博 WS7-4,OP-4
諸井　文子 ※OP-108

【や】
八戸　敏史 OP-132
八木　一馬 OP-10,OP-11,OP-42
 OP-72, ※OP-74
八木　哲也 OP-73
安井　正英 OP-43
安田　成雄 OP-8,OP-16
矢寺　和博 OP-12
野内　英樹 ※WS1-1
柳川　　崇 WS19-1
柳澤　　勉 WS22-1
栁原　克紀 ※イブニングセミナー1
 WS12-2,OP-127
柳原　博樹 ※WS22-3
柳堀　朗子 WS1-2
矢野　修一 WS19-1,OP-39,OP-67
矢野　幸洋 OP-124
山内久美子 OP-85
山内　祐子 ※S7-1, ※WS14-3,OP-37
山川　宗貞 WS22-2
山岸　文雄 OP-2,OP-63,OP-100
 OP-129

山岸　由佳 ※S16-4, ※OP-92
山崎　　啓 ※OP-12
山崎　泰宏 ※WS6-2,OP-58
山崎　善隆 ※WS12-1,OP-130
山下　知成 WS21-3,OP-126
山下ひとみ OP-46
山田　敬子 ※S1-1
山田　淳子 OP-52
山田千恵子 ※OP-130
山田　紀男 WS21-2
山田　博之 WS21-5, ※OP-1,OP-110
山田　泰子 OP-34,OP-52
山根　　章 OP-5,OP-13,OP-17
 OP-40
山羽　悠介 WS15-4
山本　和利 OP-86
山本　三郎 ※S17-4,WS2-2,WS2-3
山本　太郎 OP-109,OP-115,OP-122
山本　弥生 ※S15-2,OP-104
屋良さとみ OP-77,OP-99

【ゆ】
雪上　晴弘 ※WS19-2

【よ】
横村　光司 OP-70,OP-97
横山　栄二 OP-2
横山　俊樹 WS4-3,WS5-2,WS5-3
 OP-68
横山　俊秀 OP-14,OP-81
吉岡　弘鎮 OP-71
吉川　公章 WS12-3,WS18-3
吉田加奈子 WS8-3
吉田志緒美 ※S3-1, ※WS3-2,WS4-4
 ※OP-122
吉多　仁子 WS4-1, ※OP-118
 ※OP-119,OP-120
吉田　昌弘 OP-66
芳野　詠子 S2-2
吉松　哲之 WS10-3
吉森　浩三 WS6-3
吉山　　崇 ※S8-5,S13-1,WS1-1
 WS6-3,WS8-1,OP-88
 OP-112

【り】
李　　　涛 ※S4-6,S4-7
龍華　祥雄 OP-23
林　　士元 WS18-1,WS18-2
 WS20-3,OP-107

【わ】
若林　一郎 WS13-4
若松謙太郎 OP-61, ※OP-87
和田　曉彦 OP-21,OP-64,OP-96
和田　崇之 ※結核研究奨励賞
 WS2-2,OP-3, ※OP-109
 OP-122
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和田　　広 ※WS10-2
和田　雅子 ※WS13-1
和田まゆみ OP-29
渡瀬　博俊 ※S6-3
渡辺　　彰 ※ランチョンセミナー7
渡邉　　彰 WS16-1,WS20-1
渡辺憲太朗 OP-61
渡邉　好造 OP-63
渡邉　峰雄 OP-62,OP-91
蕨野由佳里 WS9-2,WS10-1,OP-135
王　　煥強 S4-6, ※S4-7




