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(五十音順　敬称略)
理事長 礒部　　威 　　　   会長　　加藤　誠也
常務理事　(総務） 佐々木結花 　　　（編集）　菊地　利明 　（将来計画）迎　　寛

理　事（36名）　* 支部長
北海道支部（3名） 網島　　優 * 黒沼　幸治 辻　　忠克
東北支部（3名） 阿彦　忠之 木村　啓二 三木　　誠 *
関東支部（11名） 猪狩　英俊 * 石井　幸雄 權　　寧博 佐々木結花 白石　裕治 髙橋　典明

田村　厚久 長谷川直樹 舩山　康則 御手洗　聡 吉山　　崇
北陸支部（3名） 菊地　利明 桑原　克弘 山本　善裕 *
東海支部  (4名) 今泉　和良 小林　　哲 須田　隆文 新實　彰男 *
近畿支部（5名） 露口　一成 冨岡　洋海 中野　恭幸 平井　豊博 * 松本　智成
中国四国支部(3名) 礒部　　威 * 谷本　　安 森髙　智典
九州支部（4名） 藤田　次郎 藤田　昌樹 * 迎　　　寛 矢寺　和博

監事（3名） 小倉　高志 高橋　　洋 宮崎　泰成

代議員（212名）
北海道支部（6名）

網島　　優 黒沼　幸治 今野　　哲 辻　　忠克 長井　　桂 原田　敏之
東北支部（12名）

阿彦 忠之 阿部　修一 宇部　健治 木村　啓二 鈴木　俊郎 鈴木　博貴 高橋　　洋
田坂　定智 中山　勝敏 本田　芳宏 三木　　誠 守　　義明

関東支部（77名）
青野　昭男 安部　光洋 飯島　弘晃 猪狩　英俊 石井　幸雄 石川　　哲 石川　博一
市村　康典 伊藤　玲子 稲瀨　直彦 井上恵美子 内村　和広 潤間　励子 遠藤　健夫
大石　修司 大角　晃弘 大瀬　寛高 大塚　眞人 岡田　耕輔 小川　良子 奥村　昌夫
小倉　高志 金澤　　潤 鏑木　孝之 川﨑　　剛 川島　正裕 川名　明彦 熊澤　文雄
黒田　文伸 慶長　直人 權　　寧博 櫻井　隆之 佐々木結花 佐藤　良博 白石　裕治
杉戸　一寿 杉山　温人 鈴木　純子 関　　雅文 髙﨑　　仁 髙橋　典明 髙森　幹雄
田川　斉之 滝口　裕一 田邉　信宏 田村　厚久 徳江　　豊 永田　容子 根本　健司
橋詰　寿律 橋本　健一 長谷衣佐乃 長谷川直樹 羽田　憲彦 濱田　雅史 坂東　政司
土方美奈子 平尾　　晋 船橋　秀光 舩山　康則 益田　公彦 松山　政史 水野　里子
御手洗　聡 宮﨑　泰成 村田　研吾 森澤　朋子 森野英里子 森本　耕三 八木　毅典
野内　英樹 山﨑　善隆 山田　嘉仁 吉山　　崇 和田　曉彦 渡辺　　哲 渡部　厚一

北陸支部（9名）
赤井　雅也 石塚　　全 大平　徹郎 菊地　利明 桑原　克弘 佐藤　和弘 西　　耕一
西堀　武明 山本　善裕

東海支部（30名）
池田　拓也 市川　元司 伊藤　　穣 伊藤　亮太 井端　英憲 今泉　和良 妹川　史朗
奥野　元保 木村　智樹 小清水直樹 小林　　哲 近藤　康博 白井　敏博 白井　正浩
進藤　　丈 進藤有一郎 須田　隆文 豊嶋　幹生 中川　　拓 中村　　敦 中村　秀範
中村祐太郎 新實　彰男 西尾　昌之 前田　浩義 三鴨　廣繁 八木　哲也 山田　　孝
横山　敏之 若山　尚士

近畿支部（33名）
池上　達義 池上裕美子 今井誠一郎 江村　正仁 大澤　　真 河村　哲治 北　　英夫
佐藤　敦夫 重松三知夫 杉田　孝和 鈴木雄二郎 多田　公英 田中　栄作 玉置　伸二
月野　光博 露口　一成 冨岡　洋海 永井　崇之 中治　仁志 中野　恭幸 中村　敬哉
羽白　　高 長谷川吉則 花岡　　淳 平井　豊博 藤山　理世 前川　晃一 松本　智成
松本　久子 丸毛　　聡 南方　良章 吉川　雅則 渡辺　　創

中国四国支部（17名）
阿部　聖裕 池上　靖彦 石田　　直 礒部　　威 大森慶太郎 岡野　義夫 國近　尚美
佐野　千晶 谷本　　安 玉置　明彦 千酌　浩樹 西岡　安彦 葉久　貴司 濱口　俊一
森髙　智典 山本　晃義 横山　彰仁

九州支部（28名）
青木　洋介 安東　　優 伊井　敏彦 泉川　公一 大湾　勤子 岡元　昌樹 川崎　雅之
小宮　幸作 是枝　快房 近藤　　晃 澤井　豊光 重永　武彦 田尾　義昭 仲本　　敦
橋口　浩二 原田　英治 比嘉　　太 藤田　次郎 藤田　昌樹 宮崎　英士 迎　　　寛
安岡　　彰 矢寺　和博 柳原　克紀 山中　徹 吉井　千春 吉川　裕喜 若松謙太郎
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委員会 編　集 学会賞選考 治　療 社会保険 予　防
非結核性抗酸

菌症対策
将来計画 エキスパート 認定制度

委  員  長 菊地　利明 大崎　能伸 吉山　　崇 佐々木結花 露口　一成 長谷川直樹 迎　　　寛 永田　容子 三木　　誠
北  海  道 長井　　桂 網島　　優 網島　　優 黒沼　幸治 原田　敏之 原田　敏之 今野　　哲 辻　　忠克 大崎 能伸 *
東    　北 守      義明 中山　勝敏 高橋　　洋 木村　啓二 田坂　定智 鈴木　博貴 阿部　修一 本田　芳宏 関      雅文
関    　東 潤間　励子 舩山　康則 奥村　昌夫 髙橋　典明 吉山　　崇 森本　耕三 村田　研吾 永田　容子 小倉　高志
北  　  陸 田邊　嘉也 石塚　　全 桑原　克弘 西堀　武明 赤井　雅也 佐藤　和弘 大平　徹郎 西　　耕一 山本　善裕
東   　 海 伊藤　　穣 今泉　和良 横山　敏之 豊嶋　幹生 稲葉　静代 中川　　拓 新實　彰男 須田　隆文 小林　　哲
近  　  畿 中野　恭幸 平井　豊博 露口　一成 南方　良章 德永　　修 木田　　博 松本　智成 大槻登季子 佐藤　敦夫
中国四国 玉置　明彦 谷本　　安 池上　靖彦 阿部　聖裕 千酌　浩樹 葉久　貴司 濱口　俊一 森高　智典 岡野　義夫
九　   州 宮崎　英士 小宮　幸作 泉川　公一 川崎　雅之 迎　　　寛 藤田　昌樹 安藤　　優 若松謙太郎 矢寺　和博

委員長推薦 萩原　恵里 礒部　　威 齋藤 武文 * 川島　正裕 加藤 誠也 * 小林　岳彦 礒部　　威 阿彦　忠之
松山　政史 佐々木結花 小林　岳彦 藤山　理世 南宮　　湖 掛屋　　弘 大嶋　圭子
山﨑　善隆 吉山　　崇 高園　貴弘

(副)矢寺和博

委員会 倫　理 教育・用語
広報・ホー
ムページ

抗酸菌検査
法検討

ガイドライ
ン施行

国際交流 禁煙推進 財　務
認定制度

審議
委  員  長 新實　彰男 藤田　昌樹 松本　智成 御手洗　聡 平井　豊博 石井　幸雄 網島　　優 權　　寧博 礒部　　威

委員長推薦 礒部　   威 (副)石塚  全 阿部　修一 網島　　優 猪狩　英俊 岡田　耕輔 大角　晃弘 礒部　　威 (副)三木   誠
菊地　利明 今野　　哲 池上　達義 伊藤　　穣 礒部　   威 加藤 誠也 * 桑原　克弘 菊地　利明 菊地　利明
白井　敏博 佐野　千晶 礒部　　威 岩本　朋忠 菊地　利明 近藤　康博 若松謙太郎 佐々木結花 佐々木結花
長谷川直樹 進藤有一郎 大石　修司 佐野　千晶 權　　寧博 齋藤 武文 * 迎　　　寛 永田　容子
松本　久子 杉山　温人 大崎 能伸 * 髙木　明子 進藤有一郎 長谷川直樹 藤田　昌樹

関　　雅文 中村祐太郎 樋口　武史 須田　隆文 松山　政史 迎　　　寛
冨岡　洋海 本間　光信 德永　　修 森本　耕三
吉井　千春 柳原　克紀 藤田　昌樹 成田昌弘(非会員)

吉山　　崇 吉田志緒美 吉山　　崇

■ 結核診療ガイドライン統括委員会　　委員長：猪狩　英俊
委 員： 岡田　文人，加藤   誠也，川崎　洋平，菊地　利明，近藤　康博，齋藤   武文，進藤有一郎，德永　修，御手洗　聡

吉山　崇
    診療ガイドライン作成委員 (下線：非会員)

委 員： 石井　幸雄，桑原　克洋，佐々木結花，高森　幹雄，露口　一成，釣永　雄希，樋口　武史、藤山　理世
松下彰一郎 ，三木　誠，森野英里子，森兼　啓太 ，藪内　英剛 ，矢野　修一，山城　恒雄 ，吉山　崇

■ 100年記念誌編纂委員会　　委員長：礒部　威
委 員： 大崎　能伸，小川　賢二，加藤　誠也，菊地　利明，齋藤　武文，佐々木結花，永田　容子 ，藤田　明

御手洗　聡，迎　寛 ，森　亨
■ 第98回プログラム委員会　　委員長：加藤　誠也，運営事務局長：慶長　直人
     委員：阿彦　忠之，伊藤　穣，関　雅文，露口　一成，永田　容子，藤田　昌樹，森本　耕三，吉山　崇
■ 第99回プログラム委員会　　委員長：迎　寛，運営事務局長：
     委員：

■ 対外委員会　日本医学会評議員・連絡員：理事長・総務常務理事
　　日本医学会利益相反会議：倫理委員長・編集委員長
　　日本医学会用語委員：教育用語委員長・教育用語副委員長
　　禁煙推進ネットワーク委員：禁煙推進委員長
　　内保連呼吸器関連委員，感染症関連委員：社会保険委員長
　　ICD制度協議会：認定制度委員長
　　日本医学会・日本医師会　女性医師支援：國近 尚美・潤間  励子

各種委員会
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(五十音順　敬称略)

平成11：青木　國雄， 池田　宣昭， 岩井　和郎， 久世　文幸， 福士　主計　｜　平成15 ：志村　昭光 
平成17：小山　　明　|　平成18：東　　市郎　｜　平成19：荒井他嘉司 　|　平成21：露口　泉夫　　
平成22：斎藤　　厚， 那須　　勝　｜　平成24：石川　信克 
平成25：阿部千代治， 工藤　翔二， 倉島　篤行， 森　　亨　｜　平成26：岸　不盡彌， 下方　　薫， 四元　秀毅
平成28：西村　一孝　｜　平成29：倉岡　敏彦， 長尾　啓一， 中島　由槻， 西脇　敬祐， 藤原　　寬， 森下　宗彦
平成30：金澤　　實， 倉澤　卓也， 菅　　守隆， 徳田　　均， 冨岡　治明， 豊田恵美子，和田　雅子， 渡辺　　彰
令和 2 ：石﨑　武志， 河野　　茂， 重藤えり子， 山岸　文雄　|　令和3：網谷　良一,　武内　健一
令和 4 ：鈴木　公典
　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 

(五十音順　敬称略)

赤川　清子 赤川志のぶ 秋山也寸史 浅川　三男 荒川　正昭 有田　健一 安藤　正幸
池田　東吾 泉　　三郎 泉　　孝英　 一山　　智　 稲垣　敬三 岩永　知秋 上田　暢男
大串　文隆 大崎　能伸 大城　盛夫 尾形　英雄 岡田　全司 小川　賢二 沖本　二郎
小倉　　剛 小栗　豊子 折津　　愈 賀来　満夫 柏木　秀雄 片山　　透 加藤　誠也
門田　淳一 鎌田　有珠 萱場　圭一 川島　辰男 川城　丈夫 川辺　芳子　 菊池　功次
喜多　舒彦 北村　　諭 木村　清延 工藤宏一郎 久保　恵嗣 栗山　喬之 小松彦太郎
齋藤　武文 佐藤　　研 塩谷　隆信 志摩　　清 下出　久雄 下内　　昭 杉浦　孝彦
杉田　博宣 杉山幸比古 鈴木　　光　 鈴木　榮一 鈴木　克洋 高鳥毛敏雄 髙梨　信吾
高橋　弘毅 高本　正祇 瀧澤　弘隆 田口　　修　 竹山　博泰 田代　隆良 多田　敦彦
田中　英作 田中　健彦 田野　正夫 蝶名林直彦 津田　富康　 土屋　俊晶 栂　　博久　
飛世　克之　 永井　英明 中井　　準 長尾　光修 中富　昌夫 中西　　敬 中西　洋一
新妻　一直 二木　芳人 西井　研治 西村　正治 長谷　光雄 長谷川好規 早川　啓史
林　　清二 原田　登之 坂東　憲司 福島喜代康 藤岡　正信 藤兼　俊明 藤田　　明
藤田　次郎 藤野　忠彦 藤村　政樹 蛇澤　　晶 馬島　　徹 増山　英則 町田　和子
光山　正雄 森岡　茂治 矢野　修一 吉川　公章 吉田　　稔 力丸　　徹 渡辺憲太朗

                   名 誉 会 員 （42名）　       

　　　　　　功 労 会 員（105名）

特 別 名 誉 会 員
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