
会員名 フリガナ 会員番号 支部 専門学系 所属

岩野英知 ｲﾜﾉ ﾋﾃﾞﾄﾓ 218194 北海道 農獣医 酪農学園大学・獣医学類獣医生化学ユニット

豊留孝仁 ﾄﾖﾄﾒ ﾀｶﾋﾄ 216686 北海道 農獣医 帯広畜産大学動物･食品衛生研究ｾﾝﾀｰ食品ﾘｽｸ分野

東 秀明 ﾋｶﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 218005 北海道 農獣医 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター 感染免疫部門

山口博之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 212853 北海道 医学 北海道大学大学院保健科学研究院病態解析分野感染制御検査学研究室

横田伸一 ﾖｺﾀ ｼﾝｲﾁ 212958 北海道 医学 札幌医科大学医学部微生物学講座

赤池孝章 ｱｶｲｹ ﾀｶｱｷ 210024 東北 医学 東北大学大学院医学系研究科環境医学分野

賀来満夫 ｶｸ ﾐﾂｵ 210712 東北 医学 東北大学大学院医学系研究科　内科病態学講座感染制御・検査診断学

髙井伸二 ﾀｶｲ ｼﾝｼﾞ 211515 東北 農獣医 北里大学獣医学部獣医衛生学研究室

寺嶋 淳 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 211826 東北 農獣医 岩手大学農学部共同獣医学科獣医公衆衛生学研究室

中根明夫 ﾅｶﾈ ｱｷｵ 211947 東北 医学 弘前大学大学院医学研究科生体高分子健康科学講座

石井良和 ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ 210183 関東 医学 東邦大学医学部微生物・感染症学講座

石原和幸 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 210210 関東 歯学 東京歯科大学歯学部微生物学教室

大﨑敬子 ｵｵｻｷ ﾀｶｺ 210483 関東 医学 杏林大学医学部感染症学講座

大西 真 ｵｵﾆｼ ﾏｺﾄ 210524 関東 医学 国立感染症研究所細菌第一部

岡田信彦 ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 210570 関東 薬学 北里大学薬学部微生物学教室

小川道永 ｵｶﾞﾜ ﾐﾁﾅｶﾞ 214187 関東 医学 国立感染症研究所細菌第一部 第三室

斧 康雄 ｵﾉ ﾔｽｵ 210684 関東 医学 帝京大学医学部微生物学講座

川岸郁朗 ｶﾜｷﾞｼ ｲｸﾛｳ 214594 関東 理工学 法政大学生命科学部生命機能学科

川原一芳 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 210864 関東 理工学 関東学院大学理工学部理工学科 生命学系

菊池 賢 ｷｸﾁ ｹﾝ 213556 関東 医学 東京女子医科大学感染症科

切替照雄 ｷﾘｶｴ ﾃﾙｵ 210952 関東 医学 順天堂大学大学院医学研究科微生物学講座

笹川千尋 ｻｻｶﾜ ﾁﾋﾛ 211236 関東 医学 千葉大学真菌医学研究センター

柴山恵吾 ｼﾊﾞﾔﾏ ｹｲｺﾞ 213744 関東 医学 国立感染症研究所細菌第二部

菅井基行 ｽｶﾞｲ ﾓﾄﾕｷ 211414 関東 医学 国立感染症研究所薬剤耐性研究センター

杉田 隆 ｽｷﾞﾀ ﾀｶｼ 211422 関東 薬学 明治薬科大学微生物学教室

鈴木敏彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 213160 関東 歯学 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科細菌感染制御学分野

関崎 勉 ｾｷｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 211491 関東 農獣医 東京大学大学院農学生命科学研究科附属食の安全研究センター

泉福英信 ｾﾝﾌﾟｸ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 211502 関東 歯学 国立感染症研究所 細菌第一部

舘田一博 ﾀﾃﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 211661 関東 医学 東邦大学医学部微生物学感染症学講座

知花博治 ﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛｼﾞ 213172 関東 理工学 千葉大学真菌医学研究センター

富田治芳 ﾄﾐﾀ ﾊﾙﾖｼ 213181 関東 医学 群馬大学大学院医学系研究科細菌学教室

長岡 功 ﾅｶﾞｵｶ ｲｻｵ 215632 関東 医学 順天堂大学大学院医学研究科生化学・生体防御学

野村暢彦 ﾉﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ 216208 関東 農獣医 筑波大学生命環境系

松井英則 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 212500 関東 理工学 北里大学・北里生命科学研究所感染症学研究室

松本靖彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 215888 関東 薬学 明治薬科大学微生物学

柳沢直子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｺ 217441 関東 医学 東京女子医科大学微生物学免疫学

八尋錦之助 ﾔﾋﾛ ｷﾝﾉｽｹ 214135 関東 医学 千葉大学大学院医学研究院病原細菌制御学

吉田明弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 214701 関東 歯学 松本歯科大学口腔細菌学講座

荒川宜親 ｱﾗｶﾜ ﾖｼﾁｶ 210111 中部 医学 学校法人 修文学院修文大学医療科学部臨床検査学科細菌学教室

河村好章 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｱｷ 210873 中部 薬学 愛知学院大学薬学部微生物学講座

杉山剛志 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 211433 中部 薬学 岐阜医療科学大学

寺尾 豊 ﾃﾗｵ ﾕﾀｶ 214106 中部 歯学 新潟大学大学院医歯学総合研究科微生物感染症学分野

藤永由佳子 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾕｶｺ 212375 中部 医学 金沢大学医薬保健学総合研究域医学系細菌学

松本壮吉 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｷﾁ 215446 中部 医学 新潟大学大学院医歯学総合研究科細菌学分野

明田幸宏 ｱｹﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 213665 関西 医学 大阪大学微生物病研究所

飯田哲也 ｲｲﾀﾞ ﾃﾂﾔ 210139 関西 医学 大阪大学微生物病研究所細菌感染分野

小田真隆 ｵﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 215031 関西 薬学 京都薬科大学微生物・感染制御学分野

川端重忠 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾀﾀﾞ 213962 関西 歯学 大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座細菌学教室

中川一路 ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾁﾛ 211913 関西 医学 京都大学大学院医学研究科微生物感染症学分野

堀口安彦 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾔｽﾋｺ 212428 関西 医学 大阪大学微生物病研究所感染機構研究部門 分子細菌学分野

三室仁美 ﾐﾑﾛ ﾋﾄﾐ 214313 関西 医学 大阪大学微生物病研究所感染機構研究部門感染微生物分野

三宅眞実 ﾐﾔｹ ﾏｻﾐ 212644 関西 農獣医 大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 獣医公衆衛生学教室

宮田真人 ﾐﾔﾀ ﾏｺﾄ 214552 関西 理工学 大阪市立大学大学院理学研究科

矢野寿一 ﾔﾉ ﾋｻｶｽﾞ 214667 関西 医学 奈良県立医科大学微生物感染症学講座

山崎伸二 ﾔﾏｻｷ ｼﾝｼﾞ 213526 関西 農獣医 大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 獣医国際防疫学教室

大原直也 ｵｵﾊﾗ ﾅｵﾔ 210536 中国・四国 歯学 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔微生物学分野

小松澤 均 ｺﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 211134 中国・四国 歯学 広島大学大学院医系学研究科細菌学教室

四宮博人 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾄ 211328 中国・四国 医学 愛媛県立衛生環境研究所 所長

高橋 章 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 214517 中国・四国 医学 徳島大学大学院医歯薬学研究部予防環境栄養学分野

長宗秀明 ﾅｶﾞﾑﾈ ﾋﾃﾞｱｷ 212028 中国・四国 理工学 徳島大学大学院社会産業理工学研究部 生体分子機能学分野

藤猪英樹 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 218883 中国・四国 歯学 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔微生物学分野

松下 治 ﾏﾂｼﾀ ｵｻﾑ 212522 中国・四国 医学 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病原細菌学分野

小椋義俊 ｵｸﾞﾗ ﾖｼﾄｼ 215764 九州 医学 久留米大学医学部感染医学講座基礎感染医学部門

児玉年央 ｺﾀﾞﾏ ﾄｼｵ 214463 九州 医学 長崎大学熱帯医学研究所細菌学分野

齋藤光正 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾏｻ 214205 九州 医学 産業医科大学医学部微生物学教室

内藤真理子 ﾅｲﾄｳ ﾏﾘｺ 211898 九州 歯学 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病原微生物学

林 哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 212205 九州 医学 九州大学大学院医学研究院基礎医学部門 細菌学分野

山下喜久 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋｻ 212857 九州 歯学 九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座
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