
支部 会員番号 氏名 所属

北海道 210012 ○ 青井陽  北海道教育大学札幌校 

北海道 213978 ○ 池田徹也  北海道立衛生研究所　食品科学部 

北海道 218128 ○ 大久保寅彦  北海道大学大学院保健科学研究院 感染制御検査学研究室

北海道 216022 ○ 奥村一彦  北海道医療大学歯学部生体機能・病 態学系組織再建口腔外科学分野

北海道 215348 ○ 奥村香世  帯広畜産大学 畜産衛生学研究部門 

北海道 217386 ○ 川口谷充代  札幌医科大学医学部衛生学講座 

北海道 215315 ○ 川崎武志  人と鳥の健康研究所 家禽診療センター

北海道 210887 ○ 菊池直哉  酪農学園大学獣医学部獣医学科獣医 感染・病理教育群獣医細菌学ﾕﾆｯﾄ

北海道 210931 ○ 木村浩一  北海道文教大学 

北海道 215512 ○ 楠本晃子  帯広畜産大学 動物・食品衛生研究センター

北海道 211003 ○ 倉園久生  帯広畜産大学畜産衛生学研究部門 食品衛生学分野

北海道 214020 ○ 黒澤篤  北海道釧路家畜保健衛生所 

北海道 214345 ○ 孝口裕一  北海道立衛生研究所 

北海道 214548 ○ 小林宣道  札幌医科大学医学部衛生学教室 

北海道 217475 ○ 佐伯歩  北海道大学大学院歯学研究科 口腔分子微生物学教室

北海道 218704 ○ 佐藤豊孝  札幌医科大学医学部微生物学講座 

北海道 218549 ○ 澤辺桃子  函館短期大学 食物栄養学科 

北海道 217530 ○ 澤辺智雄  北海道大学大学院水産科学研究院 

北海道 211331 ○ 柴田健一郎  北海道大学大学院歯学研究科 口腔病態学講座口腔分子微生学教室

北海道 218032 ○ 白石宗  北海道公立大学法人 札幌医科大学医学部微生物学講座

北海道 211428 ○ 杉本千尋  北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター

北海道 218728 ○ 鈴木恵子  北海道医療大学歯科クリニック 

北海道 211657 ○ 立花智  北海道農政部生産振興局畜産振興課

北海道 217573 ○ 玉村雪乃  動物衛生研究所 北海道支所

北海道 216686 ○ 豊留孝仁  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

北海道 217373 ○ 中尾亮  北海道大学大学院獣医学研究科 動物疾病制御学講座寄生虫学教室

北海道 211922 ○ 中澤太  北海道医療大学歯学部 口腔生物学系 微生物学分野

北海道 217896 ○ 中島千絵  北海道大学人獣共通感染症ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 国際疫学部門

北海道 218722 ○ 永島裕之  留萌市立病院 

北海道 213742 ○ 中野良宣   

北海道 216231 ○ 成田周平  ㈱応用医学研究所 

北海道 214287 ○ 西川武志  医療法人社団 潔志会 しずない皮フ科クリニック

北海道 216295 ○ 丹羽光一  東京農業大学生物産業学部 食品香粧学科

北海道 213590 ○ 根津尚史  北海道医療大学歯学部口腔機能修復 再建学系 生体材料工学分野

北海道 214059 ○ 長谷部晃  北海道大学大学院歯学研究科口腔病 態学講座 口腔分子微生物学教室

北海道 215593 ○ 秦英司  (独)農業・食品産業技術総合研究機 構　動物衛生研究所　北海道支所

北海道 217135  林泰弘  北海道大学病院 

北海道 218005 ○ 東秀明  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

北海道 217979 ○ 廣井豊子  帯広畜産大学畜産衛生学研究部門 

北海道 218127  福田昭  酪農学園大学獣医学群獣医学類 衛生・環境学分野 食品衛生学ﾕﾆｯﾄ

北海道 215417 ○ 藤田真理  北海道医療大学歯学部 口腔生物系微生物学分野

北海道 217443 ○ 古田芳一  北海道大学人獣共通感染症リサーチ センター

北海道 214883 ○ 前田伸司  北海道薬科大学 生命科学分野

北海道 217518  眞島いづみ  北海道医療大学歯学部微生物学分野 

北海道 216629 ○ 松尾淳司  北海道大学医学部保健学科 

北海道 212619 ○ 皆川知紀   

北海道 218342 ○ Meiji SoeAung  札幌医科大学医学部 衛生学講座

北海道 214252 ○ 森本洋  北海道立衛生研究所感染症センター 感染症部細菌グループ

北海道 218242  山口智之  北海道大学人獣共通感染症リサーチ センター バイオリソース部門

北海道 212853 ○ 山口博之  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

北海道 215919 ○ 山﨑栄樹  国立大学法人 帯広畜産大学 

北海道 213920 ○ 山田裕也  北海道渡島家畜保健衛生所 

北海道 218364 ○ 山本幸司 北海道大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科分野

北海道 212958 ○ 横田伸一  札幌医科大学医学部微生物学講座 

北海道 217804 ○ 横山敦郎  北海道大学大学院歯学研究科 口腔機能補綴学教室
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北海道 213022 ○ 吉水守  北海道大学大学院水産科学研究院 

北海道 213065 ○ 渡部俊弘  東京農業大学生物産業学部 食品香粧学科 生物化学研究室

東北 210024 ○ 赤池孝章  東北大学大学院医学系研究科 環境保健医学分野

東北 218200  赤司壮一郎  東北大学大学院医学系研究科 環境保健医学分野

東北 216924 ○ 浅野クリスナ  弘前大学大学院医学研究科 感染生体防御学講座

東北 216363 ○ 阿部由紀子  弘前大学大学院保健学科研究科 

東北 210090 ○ 天野憲一  秋田大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ教育・研究ｾﾝﾀｰ 

東北 214546 ○ 有田富和  宮城県保健環境センター 

東北 210179 ○ 石井恵子  東北大学大学院医学系研究科 感染分子病態解析学分野

東北 217904 ○ 石井直人  東北大学大学院医学系研究科 免疫学分野

東北 216430 ○ 石河太知  岩手医科大学微生物学講座 分子微生物学分野

東北 210232 ○ 磯貝恵美子  東北大学大学院農学研究科 動物微生物

東北 216440 ○ 一ノ渡学  岩手医科大学看護学部看護専門基礎講座

東北 214782 ○ 稲元民夫  秋田県立大学生物資源科学部 

東北 215263 ○ 猪瀬(丸山)敦史  東北医科薬科大学薬学部 微生物学教室

東北 210449 ○ 海老名卓三郎  財団法人 仙台微生物研究所 免疫療法センター

東北 216752 ○ 岡村雅史  北里大学獣医学部 人獣共通感染症学研究室

東北 216587 ○ 小野久弥  北里大学獣医学部獣医学科 人獣共通感染症学研究室

東北 210712 ○ 賀来満夫  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

東北 214895 ○ 角田勤  北里大学獣医学部獣医衛生学研究室 

東北 210790 ○ 金子淳  東北大学大学院農学研究科微生物機 能開発科学講座応用微生物学分野

東北 218427 ○ 川瀬三雄  東北大学大学院医工学研究科 

東北 216345 ○ 川村仁  一般社団法人 青森県薬剤師会 衛生検査センター

東北 218703 ○ 神田輝  東北医科薬科大学医学部 微生物学教室

東北 214979 ○ 清浦有祐  奥羽大学歯学部口腔細菌学講座 

東北 214209 ○ 熊谷学

東北 218588 ○ 児島征司  東北大学 学際科学フロンティア研究所

東北 215664 ○ 古玉芳豊  こだま歯科クリニック 

東北 218424 ○ 小寺拓也  ㈱ＴＢＡ 

東北 215065 ○ 小林美智代  奥羽大学歯学部口腔病態解析制御学 講座 口腔感染免疫学分野

東北 215363 ○ 齊藤志保子  秋田県健康環境センター 保健衛生部

東北 216619 ○ 嵯峨知生  秋田大学医学部附属病院 中央検査部

東北 211252 ○ 佐々木実  岩手医科大学微生物学講座 分子微生物学分野

東北 214807 ○ 差波拓志  医療法人 白生会 胃腸病院 

東北 211266 ○ 佐藤成大   

東北 211279 ○ 佐藤久聡  北里大学獣医学部 獣医微生物学研究室

東北 216312 ○ 志村洋一郎  秋田県立大学生物資源科学部 応用生物科学科　微生物学

東北 211475 ○ 須藤恒久  介護老人保健施設 栄寿苑 

東北 211515 ○ 髙井伸二  北里大学獣医学部 獣医衛生学研究室

東北 214878 ○ 多田浩之  東北大学大学院歯学研究科 口腔生物学講座口腔微生物学分野

東北 217553 ○ 田邊太志  北里大学獣医学部獣医学科 獣医微生物学研究室

東北 214777 ○ 玉井利代子  奥羽大学歯学部 口腔病態解析制御学講座

東北 213682 ○ 田村晴希  岩手医科大学薬理学講座 (病態制御学)

東北 211792 ○ 津田雅孝  東北大学大学院生命科学研究科 

東北 217842 ○ 富永國比古  ロマリンダクリニック 

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

東北 217747 ○ 中村晃 東北医科薬科大学免疫学教室

東北 218001 ○ 中村修一  東北大学大学院工学研究科 応用物理学専攻生物物理工学分野

東北 216325 ○ 成田浩司  弘前大学大学院医学研究科 感染生体防御学講座

東北 215244 ○ 成田新一郎  盛岡大学栄養科学部 

東北 218090 ○ 西村順子  八戸工業大学 バイオ環境工学科 

東北 218698 ○ 野地智法  東北大学大学院農学研究科 機能形態学分野

東北 214172 ○ 芳賀嘉久  日本全薬工業㈱ 中央研究所 

東北 218561 ○ 彦野弘一  岩手大学農学部共同獣医学科 獣医微生物学研究室

東北 215309 ○ 胡東良  北里大学獣医学部 人獣共通感染症学研究室

東北 218307 ○ 福田真嗣  慶應義塾大学先端生命科学研究所 
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東北 214126 ○ 藤井重元  東北大学大学院医学系研究科 環境保健医学分野

東北 216291 ○ 藤岡美幸  弘前大学大学院保健学研究科 病態解析科学講座

東北 218315 ○ 古瀬祐気  東北大学大学院医学系研究科 微生物学分野

東北 212553 ○ 松本達二   

東北 212582 ○ 三上健  東北女子短期大学 生活科 

東北 216923 ○ 三ツ井敏仁  (独)国立病院機構 青森病院

東北 212651 ○ 宮崎大  岩手県県南家畜保健衛生所 

東北 217321 ○ 村木靖  岩手医科大学微生物学講座 感染症学・免疫学分野

東北 212712 ○ 村田和子  いわき明星大学薬学部 医療薬学部門

東北 217755 ○ 八重柏隆  岩手医科大学歯学部 歯科保存学講座 歯周療法学分野

東北 218295 ○ 山谷睦雄  東北大学大学院医学系研究科 先進感染症予防学寄附講座

東北 213033 ○ 米山裕  東北大学大学院農学研究科 

関東 217873 ○ 相羽由詞  自治医科大学医学部 感染・免疫学講座(細菌学部門)

関東 218312  青木弘太郎  東邦大学医学部 微生物・感染症学講座

関東 210015 ○ 青木宙  早稲田大学 先端科学・健康医療融合研究機構

関東 215726 ○ 赤倉麗子  東京大学医科学研究所 感染免疫大部門細菌感染分野

関東 218237 ○ 赤瀬悟  東京都健康安全研究センター 微生物部食品微生物研究科

関東 210033 ○ 縣邦雄  アクアス㈱　つくば総合研究所 

関東 213468 ○ 秋庭正人  動物衛生研究所 

関東 210040 ○ 秋山徹  国立国際医療研究センター研究所 感染症制御研究部

関東 214705 ○ 朝倉宏  国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部

関東 213435 ○ 朝原崇  ㈱ヤクルト本社 中央研究所

関東 212001 ○ 浅見好郎  ゼリア新薬工業㈱埼玉工場 

関東 216357 ○ 芦田浩  千葉大学真菌医学研究センター 

関東 218230 ○ 芦野滋  東京女子医科大学 微生物免疫学教室

関東 213780 ○ 安達禎之  東京薬科大学薬学部免疫学教室 

関東 216149 ○ 安住郁  東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科細菌検査室

関東 216926 ○ 阿戸学  国立感染症研究所 免疫部 

関東 210076 ○ 阿部章夫  北里大学大学院感染制御科学府・ 細菌感染制御学研究室

関東 215846 ○ 阿部和正  医療法人社団 友愛会 友愛歯科クリニック

関東 210079 ○ 安部茂  帝京大学医真菌研究センター 

関東 218371  安部佐  日本歯科大学微生物学講座 

関東 218020 ○ 阿部文明  森永乳業㈱ 食品基盤研究所

関東 210091 ○ 天野滋  明海大学歯学部 口腔生物再生医工学講座

関東 217918 ○ 新井沙倉  東京大学農学生命科学研究科 獣医学専攻食品病原微生物研究室

関東 218012  荒井俊明  日本大学松戸歯学部顎顔面外科 

関東 210104 ○ 新井俊彦  恵仁会 セントマーガレット病院 健康管理センター

関東 217935 ○ 新崎恒平  東京薬科大学生命科学部 分子細胞学研究室

関東 216300 ○ 有本隆文  昭和大学歯学部口腔微生物学教室 

関東 214014 ○ 按田宗浩  ハリウッドコスメティックス 多摩研究所

関東 217313 ○ 安藤秀二  国立感染症研究所 ウイルス第一部

関東 217887 ○ 庵原啓司  マルハニチロ㈱中央研究所 リサーチ ー課

関東 216685 ○ 五十嵐ありさ  (独)国立成育医療研究センター 

関東 218225 ○ 五十嵐庸  順天堂大学大学院医学研究科 生化学・生体防御学講座

関東 217680 ○ 池郁生  国立研究開発法人理化学研究所 ﾊﾞｲｵｿｰｽｾﾝﾀｰ実験動物開発室

関東 210170 ○ 池田玲子  明治薬科大学感染制御学教室 

関東 215040 ○ 池辺忠義  国立感染症研究所 細菌第一部

関東 210183 ○ 石井良和  東邦大学医学部 微生物・感染症学講座

関東 213873 ○ 石島早苗  帝京大学医真菌研究センター 

関東 217070 ○ 石嶋希  国立感染症研究所 細菌第一部

関東 217503 ○ 石田祐一  ワクチノーバ㈱ 手岡研究所 開発統括部

関東 216937 ○ 石野敬子  昭和大学薬学部薬物療法学講座 感染制御薬学部門

関東 210210 ○ 石原和幸  東京歯科大学歯学部微生物学教室 

関東 214996 ○ 石原朋子  国立感染症研究所 細菌第一部

関東 215243 ○ 泉庄太郎  東海大学海洋学部水産学科 

関東 214016 ○ 泉谷秀昌  国立感染症研究所細菌第一部 



支部 会員番号 氏名 所属

関東 214541 ○ 市川智恵  明治薬科大学感染制御学教室 

関東 218351 ○ 市川めぐみ  東京都健康安全研究センター 

関東 210251 ○ 一幡良利  筑波技術大学 保健科学部　微生物学

関東 218013  市村公敏  千葉大学大学院医学研究院 病原細菌制御学

関東 210256 ○ 一色恭徳  城西大学薬学部病原微生物学講座 

関東 210262 ○ 伊藤健一郎   

関東 210265 ○ 伊藤武  一般財団法人 東京顕微鏡院 食と環境の科学センター

関東 213101 ○ 伊藤修子  サノフィ㈱ 

関東 210273 ○ 伊藤博哉  動物衛生研究所 

関東 216872 ○ 伊藤雅訓  伊藤歯科医院 

関東 215699 ○ 伊藤雅彦  ㈱ヤクルト本社 中央研究所 食品研究所

関東 216841 ○ 伊藤政博  東洋大学生命科学部生命科学科 

関東 217604 ○ 伊藤美沙絵   

関東 210284 ○ 稲福全昌  湘央医学技術専門学校 湘央生命科学技術専門学校

関東 210285 ○ 稲松孝思  東京都健康長寿医療センター 

関東 210288 ○ 猪野毅

関東 214064 ○ 井上智  国立感染症研究所獣医科学部 第二室(感染制御研究室)

関東 214940 ○ 今井康之  静岡県立大学薬学部 免疫微生物学教室

関東 210322 ○ 今西健一  日本保健医療大学 保健医療学部看護学科

関東 214360 ○ 伊豫田淳  国立感染症研究所細菌第一部 

関東 216680 ○ 祝弘樹  国立国際医療研究センター研究所・ 感染症制御研究部

関東 214159 ○ 岩城正昭  国立感染症研究所 細菌第二部 第三室

関東 216025 ○ 岩瀬忠行  東京慈恵会医科大学 細菌学講座

関東 218372 ○ 岩森暁  東海大学工学部機械工学科 

関東 210360 ○ 上芝秀博  東京女子医科大学実験動物中央施設 

関東 215090 ○ 上島潤一  医療法人社団 ＯＪ会 うえしま歯科西大宮デンタルケア

関東 210366 ○ 上田成子  女子栄養大学栄養学部衛生学教室 

関東 216946 ○ 上田たかね  帝京大学医学部微生物学講座 

関東 218525 ○ 上塚浩司  茨城大学農学部生物生産科学科 動物保健衛生学研究室

関東 215939  上野圭吾  国立感染症研究所 生物活性物質部 第三室

関東 217538 ○ 上野勇一  (独)農研機構 動物衛生研究所 細菌・寄生虫研究領域

関東 216596 ○ 植松智  東京大学医科学研究所国際粘膜ﾜｸﾁﾝ 開発研究センター自然免疫制御分野

関東 210385 ○ 碓井之雄  東京医療保健大学医療栄養学科 

関東 210390 ○ 内田郁夫  動物衛生研究所 

関東 213751 ○ 内田寛  内田こどもクリニック 

関東 218088 ○ 内堀勝典  極東製薬工業㈱ 製品開発部

関東 216621  内山伊代  麻布大学獣医学部微生物第一研究室 

関東 216247  内山淳平  麻布大学獣医学部 微生物学第一研究室

関東 210410 ○ 采 孟  第一三共㈱ 取締役 専務執行役員 

関東 216124 ○ 祖母井庸之  帝京大学医学部微生物学講座 

関東 210415 ○ 生方公子  慶應義塾大学医学部感染症学教室 

関東 210418 ○ 梅﨑良則  ㈱ヤクルト本社中央研究所 

関東 213108 ○ 梅澤和夫  東海大学医学部総合診療部 救命救急医学

関東 218566 ○ 海野雄加  帝京大学医学部微生物学講座 

関東 210433 ○ 江石義信  東京医科歯科大学大学院医歯学総合 研究科 人体病理学分野

関東 214892 ○ 江口正浩  独立行政法人 農業・食品産業技術 総合機構 動物衛生研究所

関東 213733 ○ 江原進  さいたま赤十字病院検査部 

関東 210451 ○ 江本正志  地域・国際生体環境情報検査学分野 生体防御学

関東 213498 ○ 遠藤美代子  NPO法人 ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ研究会 

関東 210468 ○ 大石和徳  国立感染症研究所 感染症疫学センター

関東 210477 ○ 大草明美  大草会大草医院 

関東 215953 ○ 大倉正稔  独立行政法人 農業・食品産業技術 総合研究機構 動物衛生研究所

関東 217545 ○ 大坂利文  東京女子医科大学医学部 微生物学免疫学教室

関東 210483 ○ 大﨑敬子  杏林大学医学部感染症学講座 

関東 213763 ○ 大崎慎人  (独)農業・食品産業技術総合研究機 構　動物衛生研究所細菌・寄生虫病

関東 217480 ○ 大澤弘宜  全薬工業株式会社 研究本部 中央研究所安全性研究部



支部 会員番号 氏名 所属

関東 210490 ○ 大島朋子  鶴見大学歯学部細菌学教室 

関東 215105 ○ 大薗英一  越谷大袋クリニック 

関東 210497 ○ 太田建爾  株式会社 町田予防衛生研究所 検査部

関東 210503 ○ 太田敏子  宇宙航空研究開発機構 宇宙飛行士 運用技術部 宇宙医学生物学研究室

関東 213113 ○ 大谷郁 東海大学医学部

関東 214450 ○ 大谷正彦  ライオン㈱分析技術センター 

関東 216151 ○ 大塚菜緒  国立感染症研究所 細菌第二部 

関東 217912 ○ 大塚裕一  獨協医科大学医学部微生物学講座 

関東 213440 ○ 大西貴弘  国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部

関東 210524 ○ 大西真  国立感染症研究所 細菌第一部

関東 210530 ○ 大野尚仁  東京薬科大学薬学部免疫学教室 

関東 217263 ○ 大森深雪  東京女子医科大学 微生物学免疫学教室

関東 216871 ○ 大屋日登美  神奈川県衛生研究所 微生物部 

関東 217937  大屋学  日本大学歯学部細菌学教室 

関東 216553 ○ 岡健太郎  ミヤリサン製薬㈱ 東京研究部

関東 210565 ○ 岡沢豊  極東製薬株式会社 営業学術部

関東 217381 ○ 岡田圭祐  わかもと製薬㈱ ヘルスケア研究室

関東 210570 ○ 岡田信彦  北里大学薬学部微生物学教室 

関東 216307 ○ 緒方正裕  東京薬科大学 

関東 210577 ○ 岡田由美子  国立医薬品衛生研究所 食品衛生管理部

関東 215097 ○ 岡田義清  防衛医科大学校内科学第２ 

関東 215594 ○ 岡部真裕子  国立感染症研究所 

関東 210583 ○ 岡村登  東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科

関東 214071 ○ 岡本清美  第一三共株式会社 研究開発本部

関東 216489 ○ 岡本能弘  千葉科学大学薬学部 免疫微生物学研究室

関東 214187 ○ 小川道永  国立感染症研究所 細菌第一部 第三室

関東 216985 ○ 小川基彦  国立感染症研究所 

関東 217871 ○ 小川洋介  (独)農研機構 動物衛生研究所 

関東 210620 ○ 奥住捷子  獨協医科大学病院感染制御センター 

関東 217764 ○ 奥田賢一  東京慈恵会医科大学医学部 医学研究科細菌学講座

関東 210623 ○ 奥田研爾  奥田内科・ワクチン研究所 

関東 214250 ○ 奥谷晶子  国立感染症研究所 獣医科学部 第二室

関東 210628 ○ 奥野ルミ  東京都健康安全研究センター 

関東 217543 ○ 小倉康平  国立国際医療研究センター研究所 感染症制御研究部

関東 214398 ○ 小沢綾子  西武学園医学技術専門学校 

関東 218420 ○ 小澤忠弘  花王㈱生物科学研究所 

関東 215441  小澤美幸  わかもと製薬㈱ 相模研究所ヘルスケア研究室

関東 216835 ○ 忍足和浩  三敬会 忍足眼科医院 

関東 216311 ○ 小田みどり  静岡県東部健康福祉センター 細菌検査課

関東 210666 ○ 落合邦康  日本大学歯学部細菌学講座 

関東 211010 ○ 落合智子  日本大学松戸歯学部 感染・免疫学講座

関東 214108 ○ 落合由嗣  日本獣医生命科学大学獣医学部 獣医学科獣医公衆衛生学教室

関東 210673 ○ 小野彰   

関東 210684 ○ 斧康雄  帝京大学医学部微生物学講座 

関東 210689 ○ 尾之上さくら  関東学院大学 

関東 210693 ○ 小野川傑  杏林大学保健学部 臨床検査技術学科免疫科学

関東 215884 ○ 小野崎正修  関東化学株式会社 

関東 214778 ○ 小畠真奈  筑波大学医学医療系総合周産期医学 

関東 217795 ○ 尾花望  筑波大学大学院生命環境科学研究科 微生物生理化学研究室

関東 210704 ○ 甲斐明美  東京医科大学微生物学分野 

関東 210706 ○ 甲斐雅規  国立感染症研究所ハンセン病研究セ ンター 感染制御部

関東 215885 ○ 垣内力  東京大学大学院薬学系研究科 微生物薬品化学

関東 216603  鹿毛宏一  フリードリヒ・シラー大学 イエーナ研究室

関東 217459 ○ 笠井大司  法政大学生命科学部 

関東 214744 ○ 梶浦工  吉田製薬㈱ 研究開発本部 

関東 214577 ○ 柏原嘉子   



支部 会員番号 氏名 所属

関東 217324 ○ 梶原将  東京工業大学大学院 生命理工学研究科

関東 210731 ○ 片岡弘毅   

関東 215908 ○ 片岡嗣雄  昭和大学歯学部口腔微生物学教室 

関東 214095 ○ 片山由紀  順天堂大学医学部細菌学教室 

関東 214063 ○ 勝田賢  独立行政法人　農業・食品産業技術 総合研究機構　動物衛生研究所

関東 218441 ○ 加藤健吾  国立感染症研究所 病原体ゲノム解析研究センター

関東 218599 ○ 加藤誠也  公益財団法人 結核予防会結核研究所

関東 210763 ○ 加藤哲男  東京歯科大学さいかち坂校舎 化学研究室

関東 213126 ○ 加藤はる  国立感染症研究所 

関東 210766 ○ 加藤秀人  東京女子医科大学 微生物学免疫学教室

関東 210774 ○ 加藤安朗  ㈱エスアールエル ＭＵＱＳ検査課 (Ｗ細菌)

関東 217298 ○ 加藤行男  麻布大学獣医学部獣医学科 公衆衛生学第２研究室

関東 214723 ○ 金子孝昌  関東化学㈱　試薬事業本部 

関東 216029 ○ 金子健彦  和洋女子大学健康栄養学類 

関東 215165 ○ 金子正裕  横浜薬科大学 

関東 216376 ○ 神尾宜昌  日本大学歯学部細菌学講座 

関東 218511 ○ 上岡尚代  了徳寺大学健康科学部 整復医療トレーナー学科

関東 210818 ○ 神谷茂  杏林大学医学部感染症学教室 

関東 210819 ○ 亀井克彦  千葉大学真菌医学研究センター 臨床感染症分野

関東 218572 ○ 鴨志田剛  帝京大学医学部微生物学講座 

関東 210827 ○ 唐澤忠宏  ＪＡ長野厚生連 富士見高原病院

関東 218254  河合祐人  早稲田大学大学院先進理工学研究科 生命医科学専攻 常田研究室

関東 214594 ○ 川岸郁朗  法政大学生命科学部生命機能学科 

関東 214627 ○ 川口公平  栄研化学㈱ 生物化学研究所 第３部

関東 210854 ○ 河内章   

関東 216884 ○ 川戸貴行  日本大学歯学部衛生学教室 

関東 213128 ○ 川端寛樹  国立感染症研究所細菌第一部 

関東 210864 ○ 川原一芳  関東学院大学理工学部 理工学科 生命学系

関東 217284 ○ 川村俊彦  北里大学医療衛生学部医療検査学科免疫学

関東 210875 ○ 川本進  千葉大学真菌医学研究センター 真菌症研究部門病原機能分野

関東 217090 ○ 河原井武人  日本大学生物資源科学部 食品生命学科食品衛生学研究室

関東 214439 ○ 神田隆  静岡県東部健康福祉センター 

関東 210202 ○ 神田裕子  第一三共㈱ 生物医学研究所 第三グループ

関東 218082  菅野菜々子  首都大学東京 理工学研究科 生命科学専攻

関東 218455 ○ 氣駕恒太朗  自治医科大学 医学部 感染･免疫学講座 細菌学部門

関東 213556 ○ 菊池賢  東京女子医科大学感染症科 

関東 215290 ○ 菊池有一郎  東京歯科大学微生物学講座 

関東 216343 ○ 菊野理津子  財団法人 北里環境科学センター 

関東 215894 ○ 木嶋伸行  (独)農業・食品産業技術総合研究機 構 野菜茶業研究所

関東 214949 ○ 北里英郎  北里大学医療衛生学部 微生物学研究室

関東 210906 ○ 北里正治   

関東 218089  北村拓也  東京慈恵会医科大学細菌学講座 

関東 210923 ○ 木藤伸夫  松本大学人間健康学部 

関東 217919 ○ 金 玄  国立感染症研究所細菌第２部 第４室

関東 218290 ○ 木村勝紀  明治㈱ 食機能科学研究所 乳酸菌研究部 菌叢解析Ｇ

関東 210937 ○ 木村太門  ＴＯＴＯ株式会社 総合研究所

関東 217785  清川達則  筑波大学生命環境科学研究科 生物機能科学専攻微生物機能利用学

関東 210952 ○ 切替照雄  国立国際医療研究センター研究所 感染症制御研究部

関東 210953 ○ 切替富美子  国立国際医療研究センター研究所 感染症制御研究部

関東 217991 ○ Cueno Marni  日本大学歯学部細菌学 

関東 214323 ○ 楠本正博  動物衛生研究所 

関東 210971 ○ 工藤由起子  国立医薬品食品衛生研究所 

関東 217674  國井麻依子  昭和大学歯科病院 

関東 218118 ○ 久保田寛顕  東京都健康安全研究センター 微生物部

関東 218677 ○ 久保田浩美  花王㈱ 安全性科学研究所 

関東 210993 ○ 熊沢義雄  株式会社 Vino Science Japan 



支部 会員番号 氏名 所属

関東 211002 ○ 倉文明  国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室

関東 218320 ○ 倉門早苗  明治薬科大学微生物学教室 

関東 217175 ○ 倉川尚  ヤクルト中央研究所 基礎研究二部

関東 211004 ○ 蔵田訓  杏林大学医学部感染症学講座 

関東 218429 ○ 倉林久美子  群馬大学先端科学研究指導者 育成ユニット

関東 211020 ○ 黒木俊郎  神奈川県衛生研究所 

関東 215063 ○ 黒坂勇一  第一三共株式会社 研究開発本部 生物医学研究所

関東 218649 ○ 黒沢則夫  創価大学理工学部共生創造理工学科 極限環境微生物学研究室

関東 218280  黒田英介  東京大学医科学研究所 細菌学分野

関東 213637 ○ 黒田誠  国立感染症研究所 病原体ゲノム解析センター

関東 214366 ○ 桑江朝臣  北里大学北里生命科学研究所 細菌感染制御学研究室

関東 214318 ○ 桑田啓貴  昭和大学歯学部口腔微生物 

関東 211031 ○ 桑原京子  順天堂大学医学部　細菌学教室 

関東 213862 ○ 桒原(篠崎)紀子  日本大学松戸歯学部口腔微生物学 

関東 213647 ○ 見理剛  国立感染症研究所 細菌第二部

関東 216426 ○ 胡偉民  帝京大学医真菌研究センター 

関東 217821 ○ 胡忠双  順天堂大学医学部生化学第二講座 

関東 211037 ○ 小池和子  植草学園大学保健医療学部 

関東 215038 ○ 小泉信夫  国立感染症研究所 細菌第一部 

関東 214796 ○ 小板橋努  株式会社 ゼンショー 

関東 211045 ○ 小出幸夫  国立大学法人 浜松医科大学 

関東 214536 ○ 幸田力  昭和大学医学部微生物学 

関東 217484  香本晃良  ブリストル・マイヤーズ株式会社 

関東 217514 ○ 国分栄仁  東京歯科大学微生物学講座 

関東 214148 ○ 木暮一啓  東京大学大気海洋研究所 附属地球表層圏変動研究センター

関東 210013 ○ 小島明美  農林水産省動物医薬品検査所 検査第一部細菌学的検査領域

関東 217344 ○ 後藤義幸  東京大学医科学研究所 感染・免疫部門 炎症免疫学分野

関東 213668 ○ 古西清司  日本歯科大学生命歯学部 微生物学講座

関東 214502 ○ 小西典子  東京都健康安全研究センター 

関東 211102 ○ 小林一三  東京大学大学院新領域創成科学研究 科ﾒﾃﾞｨｶﾙｹﾞﾉﾑ専攻ﾊﾞｲｵ医療知財分野

関東 211113 ○ 小林信春  埼玉医科大学医学部微生物学教室 

関東 211114 ○ 小林秀樹  動物衛生研究所 

関東 218528 ○ 小林良喜  日本大学松戸歯学部微生物免疫学 

関東 211136 ○ 小宮貴子  国立感染症研究所 細菌第二部 第三室

関東 215009 ○ 小安重夫  (独)理化学研究所 統合生命医科学研究センター

関東 217513  児矢野早穂  東京医科歯科大学大学院保健衛生学 研究科生体防御検査学分野

関東 214494 ○ 小山博  小山クリニック 

関東 211143 ○ 小山泰正   

関東 211147 ○ 近藤瑩子   

関東 211148 ○ 近藤誠一  城西大学薬学部病原微生物学講座 

関東 214399 ○ 崔龍洙  自治医科大学 医学部 感染･免疫学講座 細菌学部門

関東 214230 ○ 才木桂太郎  日本歯科大学生命歯学部 微生物学講座

関東 218266 ○ 西條政幸  国立感染症研究所 (ウイルス第一部)

関東 211179 ○ 斎藤和子  介護老人保健施設 ケアピース 

関東 216394 ○ 齊藤剛仁  国立感染症研究所 感染症疫学センター

関東 216439 ○ 齋藤真規  日本大学松戸歯学部口腔微生物学 

関東 217241 ○ 齊藤祐樹  株式会社ヤクルト本社 

関東 211199 ○ 佐伯洋二  ㈱ロッテ 中央研究所 口腔科学研究室

関東 218557 ○ 阪口雅弘  麻布大学獣医学部獣医学科 微生物第１研究室

関東 214237 ○ 阪口義彦  北里大学医学部微生物学単位 

関東 214251 ○ 坂本光央  独立行政法人 理化学研究所バイオ リソースセンター微生物材料開発室

関東 215955 ○ 作田圭亮  小川香料㈱ フレグランス研究開発部

関東 215956 ○ 佐久間克也  小川香料㈱ 機能研究所

関東 213146 ○ 桜井直美  茨城県立医療大学 

関東 211236 ○ 笹川千尋  千葉大学真菌医学研究センター 

関東 211245 ○ 佐々木武二   



支部 会員番号 氏名 所属

関東 216153 ○ 佐々木啓  順天堂大学スポーツ健康科学部 健康学科 環境保健学研究室

関東 211255 ○ 笹津備規  東京薬科大学 学長 

関東 217540 ○ 笹原鉄平  自治医科大学医学部感染免疫学講座 細菌学部門

関東 214828 ○ 指田玲子  ㈱三菱化学科学技術研究センター バイオ技術研究所

関東 214147 ○ 佐多辰  神奈川県衛生研究所 地域調査部

関東 218304 ○ 貞升健志  東京都健康安全研究センター 微生物部

関東 216959 ○ 佐藤一朗  帝京大学医療共通教育センター 

関東 211269 ○ 佐藤純一  (株)文洋社 

関東 217498  佐藤武則  神奈川歯科大学大学院歯学研究科 微生物感染学講座

関東 217426 ○ 佐藤直哉  北里大学医学部皮膚科学 

関東 217393 ○ 佐藤祐介  自治医科大学医学部感染免疫学講座 細菌学部門

関東 217822 ○ 真田貴人  東京大学医科学研究所 細菌感染分野

関東 217145 ○ 塩見大輔  立教大学理学部生命理学科 

関東 218504 ○ 塩屋幸樹  松本歯科大学歯学部口腔細菌学講座 

関東 218176  芝多佳彦  東京医科歯科大学歯周病学分野 

関東 217878 ○ 柴山和子  東京歯科大学微生物学講座 

関東 213744 ○ 柴山恵吾  国立感染症研究所 細菌第二部

関東 215486 ○ 渋谷泰寛  渋谷歯科医院 

関東 216784 ○ 島綾香  国立感染症研究所・村山庁舎 

関東 213593 ○ 嶋崎智史  東亜薬品工業㈱ バイオ事業本部 バイオ開発部

関東 211350 ○ 清水克実  富山化学工業㈱ 開発企画部

関東 211355 ○ 清水旬  城西大学薬学部微生物学教室 

関東 213695 ○ 清水健  千葉大学大学院医学研究院 病原細菌制御学

関東 213567 ○ 清水可方  岡谷市民病院 麻酔科 

関東 211369 ○ 下地善弘  独立行政法人 動物衛生研究所 

関東 214678 ○ 下島優香子  東京都健康安全研究センター 微生物部食品微生物研究科

関東 214151 ○ 新良一  ㈱エイ・エル・エイ中央研究所 

関東 217052 ○ シンシア　ザマン  杏林大学医学部感染症学教室 

関東 215122 ○ 新谷英滋  日本医科大学微生物学免疫学教室 

関東 211422 ○ 杉田隆  明治薬科大学微生物学教室 

関東 217605 ○ 杉本真也  東京慈恵会医科大学医学研究科 細菌学講座

関東 217213 ○ 鈴木香  順天堂大学医学部 生化学第二講座

関東 215472 ○ 鈴木幸一  帝京大学医療技術学部 臨床検査学科

関東 216036 ○ 鈴木里和  国立感染症研究所 細菌第２部 

関東 217162 ○ 鈴木志穂  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

関東 211453 ○ 鈴木達夫  ㈱予防医学推進センター 

関東 213160 ○ 鈴木敏彦  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

関東 215521 ○ 鈴木智典  東京農業大学応用生物科学部 食品安全健康学科食品安全解析学

関東 215372 ○ 鈴木仁人  国立感染症研究所 細菌第２部

関東 218287  鈴木雄祐  国立感染症研究所 

関東 218329  鈴木好美  東京医科歯科大学大学院医歯学総合 研究科 人体病理学分野

関東 218577 ○ 須藤直樹  立教大学大学院理学研究科 生命理学専攻分子生物学研究室

関東 211486 ○ 瀬尾元一郎  東亜薬品工業㈱ 開発部 

関東 218080  関啓介  日本大学歯学部付属歯科病院 総合診療科

関東 216108 ○ 関みつ子  日本大学医学部病態病理学系 微生物学分野

関東 214757 ○ 関口純一朗  コージンバイオ㈱ 

関東 211491 ○ 関崎勉  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

関東 212039 ○ 関田晋吾  ㈱近代出版 

関東 215674 ○ 関塚剛史  国立感染症研究所 病原体ｹﾞﾉﾑ解析研究ｾﾝﾀｰ第3室

関東 215887 ○ 関水和久  帝京大学 医真菌研究センター 

関東 211493 ○ 関矢加智子   

関東 216127 ○ 瀬戸真太郎  公益財団法人 結核予防会 結核研究所 生体防御部

関東 215730 ○ 瀬戸幸路  栃木県畜産試験場 

関東 215911 ○ 妹尾充敏  国立感染症研究所 細菌第２部 

関東 211502 ○ 泉福英信  国立感染症研究所 細菌第一部 

関東 218226 ○ 染谷明正  順天堂大学医学部 生化学・生体防御学



支部 会員番号 氏名 所属

関東 218335 ○ Turner Peter  ㈱セントラル科学貿易 バイオメディカルサイエンス部

関東 211519 ○ 高尾亞由子  鶴見大学歯学部口腔微生物学教室 

関東 218272 ○ 髙木明子  結核予防会 結核研究所 抗酸菌部細菌科

関東 211530 ○ 高崎智彦  神奈川県衛生研究所 

関東 214566 ○ 高田敏彦  ㈱ヤクルト本社　中央研究所 基礎研究二部

関東 217758 ○ 髙橋梓  千葉大学真菌医学研究センター 

関東 211562 ○ 高橋紘一  千葉県血清研究所 

関東 218686 ○ 高橋聖童  コープネット事業連合 商品検査センター

関東 214499 ○ 高橋秀実  日本医科大学医学部 微生物学・免疫学教室

関東 214891 ○ 高橋英之  国立感染症研究所 細菌第一 

関東 214211 ○ 高橋志達  ミヤリサン製薬㈱ 

関東 213769 ○ 高橋幸裕  微生物学講座 

関東 214593 ○ 高松大輔  構 動物衛生研究所細菌・寄生虫研 究領域

関東 215083 ○ 髙屋明子  千葉大学大学院薬学研究院 微生物薬品化学研究室

関東 215588 ○ 宝田恭子  宝田歯科 

関東 216762 ○ 瀧井猛将  結核予防会 結核研究所 

関東 214885 ○ 滝本博明  北里大学理学部免疫学講座 

関東 211609 ○ 田口晴彦  杏林大学保健学部免疫学研究室 

関東 215252 ○ 竹内修  北里研究所病院・研究部 

関東 216466 ○ 竹内香純  独立行政法人 農業生物資源研究所 

関東 215484 ○ 武下文彦   

関東 211634 ○ 竹田宏  東京慈恵会医科大学附属第三病院 感染制御部

関東 216315 ○ 立里臨  ㈱テクノスルガ・ラボ 技術部

関東 214784 ○ 田嶌亜紀子  東京慈恵会医科大学 細菌学講座

関東 216777 ○ 多治見守泰  総和中央病院 

関東 216630 ○ 田代有美子  日本歯科大学生命歯学部 微生物学講座

関東 217980 ○ 多田達哉  国立国際医療研究センター・研究所 

関東 216546 ○ 多田納豊  国際医療福祉大学薬学部 

関東 211661 ○ 舘田一博  東邦大学医学部 微生物学感染症学講座

関東 213500 ○ 田中和生  昭和大学医学部微生物学教室 

関東 211687 ○ 田中一  日本大学歯学部　細菌学教室 

関東 216858 ○ 田中文子  柴田科学㈱ 開発２課 

関東 211699 ○ 田中隆一郎  ㈱ヤクルト本社中央研究所 

関東 211700 ○ 田中倫  鶴見大学歯学部　解剖学教室 

関東 213430 ○ 田辺文憲  山梨大学医学部看護学科 基礎・臨床看護学講座

関東 218708 ○ 田辺幹雄  高エネルギー加速器研究機構 物質 構造科学研究所構造生物学研究ｾﾝﾀｰ

関東 211703 ○ 棚元憲一  武蔵野大学薬学部 

関東 217978  谷千尋  国立感染症研究所 

関東 217098 ○ 谷口誠  昭和大学歯学部口腔微生物学教室 

関東 211723 ○ 谷本弘一  群馬大学大学院医学系研究科附属 薬剤耐性菌実験施設

関東 216601  田渕史晃  東京大学大学院薬学系研究科 微生物薬品化学教室

関東 218418 ○ 玉井清子  ㈱ミロクメディカルラボラトリー 

関東 216514 ○ 田村敏生  国立感染症研究所 ハンセン病研究センター

関東 211753 ○ 田村弘志  LPS(Labolatory Program Support) コンサルティング事務所

関東 215553 ○ 田村宗明  日本大学歯学部細菌学講座 

関東 217892 ○ 千葉明生  東京慈恵会医科大学細菌学講座 

関東 215269 ○ 千葉めぐみ  北里第一三共ワクチン㈱葛西RDｾﾝﾀｰ ワクチン研究所研究第一グループ

関東 213172 ○ 知花博治  千葉大学真菌医学研究センター 

関東 214240 ○ 常 彬  国立感染症研究所・細菌第一部 

関東 217963 ○ 張音実  明治薬科大学微生物学教室 

関東 217445 ○ 塚本裕美子  国立感染症研究所 ハンセン病研究センター

関東 215602 ○ 津川仁  慶応義塾大学医学部 医化学教室

関東 215680 ○ 辻 勉  星薬科大学薬学部微生物学教室 

関東 215434 ○ 土崎尚史  日本微生物クリニック㈱ 

関東 217546 ○ 土屋佳紀  動物衛生研究所 動物疾病対策センター

関東 216421 ○ 續橋治  日本大学松戸歯学部 口腔微生物学講座



支部 会員番号 氏名 所属

関東 218322  堤千明  東京医科歯科大学大学院医歯学研究 科 部分床義歯補綴学分野

関東 217541 ○ 常田聡  早稲田大学先進理工学部 生命医科学科

関東 216449 ○ 出来尾格  東京女子医科大学東医療センター 皮膚科学教室

関東 211826 ○ 寺嶋淳  国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部

関東 218515 ○ 寺村哉  ＪＮＣ㈱ 横浜研究所 

関東 217917  遠矢真理  東京大学農学生命科学研究科 食品病原微生物学研究室

関東 218122  戸根一哉  帝京大学医学部宇宙環境医学研究室 

関東 214254 ○ 外崎美香  日本歯科大学歯学部微生物学講座 

関東 213181 ○ 富田治芳  群馬大学大学院医学系研究科 細菌学教室

関東 215392 ○ 供田洋  北里大学薬学部 微生物薬品製造学教室

関東 214524 ○ 鳥居恭司  東京農業大学農学部畜産学科 

関東 211892 ○ 内藤誠之郎  国立感染症研究所 検定検査品質保証室

関東 211896 ○ 内藤博敬  静岡県立大学環境科学研究所 環境微生物学研究室

関東 211899 ○ 内藤祐子  国士舘大学体育学部 スポーツ医科学科

関東 216510 ○ 永井重徳  東京医科歯科大学大学院医歯学総合 研究科 分子免疫学分野

関東 211997 ○ 長井伸也  日生研 

関東 215900 ○ 永井武  慶應大学医学部微生物学免疫学教室 

関東 211905 ○ 中江太治  北里研究所・北里大学 

関東 216045 ○ 中尾龍馬  国立感染症研究所 

関東 215632 ○ 長岡功  順天堂大学大学院医学研究科 生化学・生体防御学

関東 211758 ○ 永川茂  帝京大学医学部微生物学講座 

関東 217125 ○ 中島琢磨  了徳寺大学健康科学部 医学教育センター

関東 215451 ○ 中島三博  ㈱ミナヘルス 

関東 217934 ○ 中瀬恵亮  東京薬科大学薬学部 病原微生物学教室

関東 214340 ○ 永田年  浜松医科大学医学部 看護学科健康科学講座

関東 211938 ○ 中田登  国立感染症研究所 ハンセン病研究センター

関東 215906 ○ 永田礼子  機構 動物衛生研究所 細菌・寄生虫研究領域

関東 216855  中西生美  日本歯科大学附属病院 総合診療科

関東 216760 ○ 中根大介  学習院大学理学部物理学科 

関東 213708 ○ 永野哲司  一般財団法人 日本生物科学研究所 研究部

関東 213786 ○ 中野善夫  日本大学歯学部化学 

関東 216374 ○ 中南秀将  東京薬科大学薬学部 病原微生物学教室

関東 211964 ○ 中村明子   

関東 216996 ○ 中村文子  順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部

関東 211966 ○ 中村磐男

関東 217735 ○ 中村茂樹  国立感染症研究所 真菌部 

関東 216972 ○ 中村眞二  順天堂大学大学院 細胞病理イメージング研究室

関東 211987 ○ 中村幸伸  葛飾つばさ医院 

関東 211992 ○ 中山周一  国立感染症研究所細菌部 

関東 213738 ○ 並松孝憲  全農家畜衛生研究所ｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ 

関東 213193 ○ 成島聖子  (独)理化学研究所 統合生命医科学研究センター

関東 212048 ○ 難波希三子  フローラサービスジャパン株式会社 

関東 216831 ○ 難波成任  東京大学大学院農学生命科学研究科 植物病理学研究室

関東 216560 ○ 新村貴子  ㈱コーセー 

関東 217955 ○ 西川明芳  農研機構 動物衛生研究部門 細菌・寄生虫研究領域

関東 212092 ○ 西森敬  動物衛生研究所 

関東 214595 ○ 西山宗一郎  法政大学生命科学部生命機能学科 細胞機能学研究室

関東 216472  西山宏幸  駿河台日本大学病院 臨床検査部

関東 212094 ○ 西山彌生  帝京大学医真菌研究センター 

関東 214654 ○ 丹羽秀和  日本中央競馬会競走馬総合研究所 微生物研究室

関東 212109 ○ 額賀路嘉  城西国際大学薬学部 

関東 218087  根岸好男  群馬大学大学院保健学研究科 

関東 212121 ○ 野口雅久  東京薬科大学薬学部 病原微生物学教室

関東 212125 ○ 野田公俊  千葉大学大学院医学研究院病態制御 治療学講座 病原細菌制御学(F1)

関東 216697 ○ 野中里佐  獨協医科大学医学部 

関東 210725 ○ 延明美  高砂香料工業㈱ 研究開発本部 開発推進部



支部 会員番号 氏名 所属

関東 214655 ○ 野村隆浩  群馬大学医学部微生物学講座 

関東 216208 ○ 野村暢彦  筑波大学生命環境系 

関東 216988 ○ 野村陽恵  城西大学 

関東 212138 ○ 野本康二  ㈱ヤクルト本社中央研究所 

関東 212140 ○ 野呂瀬嘉彦  日本医科大学医学部 微生物学免疫学教室

関東 212141 ○ 蓜島由二  国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部第一室

関東 215343 ○ 橋川真之介  名糖産業㈱ 東京研究所 

関東 217954 ○ 橋野正紀  国立感染症研究所病原体ゲノム解析 研究センター 第３室

関東 218379  橋本佑輔  群馬大学大学院医学系研究科 生体防御機構学細菌学

関東 217682 ○ 蓮沼裕也  桐蔭横浜大学医用工学部 生命医工学科

関東 213968 ○ 蓮沼良一  昭和学院短期大学 ヘルスケア栄養学科

関東 217405 ○ 長谷川直樹  慶應義塾大学医学部 感染制御センター

関東 215620 ○ 花岡希  国立感染症研究所 感染症疫学センター・第４室

関東 213457 ○ 花木秀明  北里研究所 抗感染症薬研究センター

関東 212188 ○ 花田信弘  鶴見大学歯学部探索歯学講座 

関東 212189 ○ 花輪智子  杏林大学医学部感染症学 （微生物）

関東 214477 ○ 羽田健  北里大学薬学部微生物学教室 

関東 214745 ○ 馬場理  順天堂大学医学部細菌学教室 

関東 212193 ○ 濱島肇  昭和薬科大学薬品作用学教育研究室 

関東 212198 ○ 浜田信城  神奈川歯科大学感染制御学講座 微生物学分野

関東 217766 ○ 濱田将風  東邦大学医学部微生物感染症学講座 

関東 213697 ○ 濱端崇  独立行政法人 国立国際医療研究セ ンター研究所 感染症制御研究部

関東 216753 ○ 浜本洋  帝京大学医真菌研究センター 

関東 212204 ○ 林俊治  北里大学医学部微生物学単位 

関東 215144 ○ 林秀謙  前橋工科大学 

関東 212212 ○ 林谷秀樹  東京農工大学大学院　共生科学技術 研究院　動物生命科学部門

関東 217447 ○ 羽山和美  帝京大学医真菌研究センター 

関東 215725 ○ 原口義信  特定非営利活動法人 環境生物工学研究所

関東 214028 ○ 春木宏介  獨協医大越谷病院 臨床検査科学部

関東 214786 ○ 東出正人  ㈱江東微生物研究所 

関東 218247  樋口智昭  陸上自衛隊衛生学校

関東 212259 ○ 平井昭彦  東京都健康安全研究センター 微生物部

関東 217765 ○ 平井晋一郎  千葉県衛生研究所 細菌研究室

関東 215509 ○ 平川秀忠  群馬大学 先端科学研究指導者育成ユニット

関東 213992 ○ 平田隆弘  城西国際大学薬学部医療薬学科 生体防御学研究室

関東 212282 ○ 平塚浩一  日本大学松戸歯学部 生化学・分子生物学講座

関東 212285 ○ 平松啓一  順天堂大学院ＣＯＥ感染制御科学 および医学部細菌学教室

関東 212299 ○ 廣野育生  東京水産大学遺伝生化学講座 

関東 217615 ○ 深田智子  東京女子医科大学麻酔科 

関東 215407 ○ 深町はるか  昭和大学歯学部口腔微生物 

関東 215652 ○ 福井貴史  千葉科学大学薬学部 

関東 212312 ○ 福士主計   

関東 212329 ○ 福田秀行  杏林製薬㈱ 創薬企画戦略部 

関東 212337 ○ 福本裕  (独)国立精神・神経医療研究センタ ー病院 歯科

関東 212351 ○ 藤井儀夫  横浜薬科大学 

関東 215940 ○ 藤崎竜一  帝京大学医学部救急医学講座 

関東 212358 ○ 藤澤倫彦  日本獣医生命科学大学 応用生命科学部

関東 215334 ○ 藤浪良仁  科学警察研究所法科学第一部 生物第五研究室

関東 212377 ○ 藤巻わかえ  女子栄養大学栄養学部 人間医科学研究室

関東 212379 ○ 藤村響男  北里大学医学部皮膚科 

関東 212383 ○ 藤本修平  東海大学医学部基礎医学系 生体防御学

関東 216424 ○ 藤本ゆかり  慶應義塾大学理工学部 

関東 212390 ○ 布藤聡  ㈱ファスマック 

関東 212392 ○ 舩渡川圭次  栃木県保健環境センター 微生物部

関東 212400 ○ 辨野義己  (独)理化学研究所・イノベーション 推進センター 辨野特別研究室

関東 217257  北条史  杏林大学大学院医学研究科 共同研究施設部門実験動物施設部門



支部 会員番号 氏名 所属

関東 215013 ○ 保坂美生  いです病院 内科 

関東 215425 ○ 星野泰隆  国立感染症研究所 真菌部 第四室

関東 216229 ○ 星野尾歌織  動物衛生研究所 細菌・寄生虫研究領域

関東 216778 ○ 細井知弘  東京都立食品技術センター 

関東 216890 ○ 細田浩司  順天堂大学医学部 生化学･生体防御学講座

関東 213670 ○ 堀田国元  一般財団法人 機能水研究振興財団 

関東 213213 ○ 堀井俊伸  浜松医科大学医学部感染症学講座 

関東 215153 ○ 堀野敦子  国立感染症研究所 細菌第２部 

関東 217140 ○ 本田尚子  国立感染症研究所 放射能管理室

関東 212449 ○ 前川純子  国立感染症研究所細菌第一部 

関東 218659 ○ 前田勇  宇都宮大学農学部応用生命化学科 応用微生物学研究室

関東 212458 ○ 前田伸子  鶴見大学歯学部口腔微生物学講座 

関東 212467 ○ 前山順一  国立感染症研究所 血液・安全性研究部

関東 213216 ○ 槇村浩一  帝京大学大学院医学研究科 

関東 214858 ○ 正木春彦  東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻分子育種学研究室

関東 212479 ○ 政本多美子  微生物学教室 

関東 212487 ○ 増澤俊幸  千葉科学大学 薬学部 

関東 212496 ○ 松井勝彦  明治薬科大学感染制御学教室 

関東 212500 ○ 松井英則  北里大学・北里生命科学研究所 感染症学研究室

関東 218045 ○ 松井秀仁  北里大学北里生命科学研究所 抗感染症薬研究センター

関東 216166 ○ 松井真理  国立感染症研究所 細菌第二部一室

関東 216434  松浦玄  千葉大学医学部病原分子制御学 

関東 213770 ○ 松尾英一  MATSUO MEDICAL LABORATORY(MML) 

関東 212514 ○ 松岡正典  国立感染症研究所　ハンセン病研究 センター　生体防御部第１研究室

関東 214208 ○ 松木隆広  ㈱ヤクルト本社 中央研究所 

関東 217627 ○ 松下典子  東京女子医科大学病院 

関東 217483 ○ 松田和洋  亥鼻ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ ｴﾑﾊﾞｲｵﾃｯｸ㈱ ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ感染症研究ｾﾝﾀｰ

関東 214089 ○ 松永直子  武田薬品工業㈱ 医薬研究炎症創薬ユニット

関東 214771 ○ 松丸和郎  (医）皓歯会 松丸・歯科・矯正歯科・医院

関東 217296 ○ 松村隆之  国立感染症研究所 免疫部 

関東 212550 ○ 松本敏  ヤクルト本社中央研究所 

関東 216056 ○ 松本大輔  松本小児歯科医院 

関東 215888 ○ 松本靖彦  帝京大学医真菌研究センター 

関東 212569 ○ 丸茂健治  昭和大学医学部附属藤が丘病院 臨床病理科

関東 212571 ○ 丸山総一  日本大学生物資源科学部 獣医学科 獣医公衆衛生学研究室

関東 216706 ○ 丸山奈保  帝京大学医真菌研究センター 

関東 215113 ○ 三木剛志  北里大学薬学部微生物学教室 

関東 212591 ○ 三毛明人  ㈱ヤクルト本社 広報室 

関東 217419 ○ 水谷麻紀  関東学院大学理工学部理工学科 生命学系生命科学コース

関東 214226 ○ 水之江義充  東京慈恵会医科大学細菌学講座 

関東 212606 ○ 三瀬勝利  (独)医薬品医療機器総合機構 

関東 215209 ○ 満田年宏 東京女子医科大学病院　総合感染症・感染制御部感染制御科

関東 215039 ○ 三戸部治郎  国立感染症研究所細菌部 

関東 214313 ○ 三室仁美  東京大学医科学研究所 感染症国際研究センター細菌学分野

関東 212639 ○ 宮川洋三  山梨大学生命環境学部 

関東 213226 ○ 三宅正紀  静岡県立大学薬学部 生命薬科学大講座免疫微生物学分野

関東 214779 ○ 宮崎淳  筑波大学医学医療系臨床医学域 腎泌尿器外科

関東 212682 ○ 向井徹  国立感染症研究所 ハンセン病研究 センター 感染制御部

関東 212696 ○ 村井美代  埼玉県立大学保健医療福祉学部 健康開発学科　検査技術科学専攻

関東 215668 ○ 村上聡  東京工業大学大学院・生命理工学 研究科・分子生命科学専攻

関東 216362 ○ 村上泰介  順天堂大学医学部 生化学･生体防御学

関東 213230 ○ 村田敬寛  帝京大学医学部附属溝口病院 小児科

関東 216484 ○ 村山敬一  東ソー㈱　東京研究所 

関東 212721 ○ 村山琮明  日本大学薬学部 病原微生物学研究室

関東 214549 ○ 室井正志  武蔵野大学薬学部環境衛生 

関東 216589 ○ 室井正旨  むろい歯科医院 



支部 会員番号 氏名 所属

関東 217159 ○ 百瀬愛佳  国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 第三室

関東 216834 ○ 森茂太郎  国立感染症研究所 

関東 215282 ○ 森川一也  筑波大学医学医療系 生命医科学域

関東 215052 ○ 森崎弘史  昭和大学歯学部口腔微生物学教室 

関東 215754 ○ 森嶋清二  公益財団法人 ライオン歯科衛生研究所

関東 212761 ○ 森田耕司  杏林大学保健学部 臨床微生物学教室

関東 216447 ○ 森田昌知  国立感染症研究所 細菌第一部

関東 215752  森本ゆふ  順天堂大学大学院医学研究科 感染制御科学研究センター

関東 212785 ○ 門間千枝  東京都健康安全研究センター 微生物部食品微生物研究科

関東 212789 ○ 八木淳二  東京女子医科大学 微生物学免疫学教室

関東 218697 ○ 安間(水戸部)恵子  慶應義塾大学医学部 微生物学免疫学教室

関東 213934 ○ 安室操  日本ゼトック㈱ 相模原事業所 研究部門

関東 217441 ○ 柳沢直子  東京女子医科大学微生物学免疫学 

関東 216878 ○ 柳沢英二  ㈱ミロクメディカルラボラトリー 

関東 212817 ○ 柳原保武   

関東 217999 ○ 矢野大和  筑波大学生命環境系 

関東 217959 ○ 矢原耕史  国立感染症研究所 細菌第二部 第六室

関東 214135 ○ 八尋錦之助  千葉大学大学院医学研究院 病原細菌制御学

関東 212838 ○ 山岸純一  日本薬科大学 

関東 210224 ○ 山岸業弘  山岸内科クリニック 

関東 216612 ○ 山口孝治  学校法人相模女子大学短期大学部食物栄養学科

関東 218002 ○ 山崎丘  帝京大学医療共通教育センター 

関東 215066 ○ 山崎利雄  国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室

関東 218143 ○ 山下明史  国立感染症研究所 病原体ゲノム解析研究センター

関東 212905 ○ 山下知成  ㈱ＬＳＩメディエンス 感染症検査部 臨床微生物グループ

関東 212907 ○ 山下雅嗣   

関東 215768 ○ 山田剛  帝京大学医真菌研究センター 

関東 212878 ○ 山田俊彦  新渡戸文化短期大学 

関東 217620 ○ 山田博之  公益財団法人 結核予防会 結核研究所

関東 213491 ○ 山田文也  埼玉県衛生研究所 

関東 218145  山中大輔  東京薬科大学免疫学教室 

関東 215342 ○ 山西愼吾  日本医科大学附属病院 小児科 

関東 213477 ○ 山本明彦  国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室

関東 212918 ○ 山本三郎  日本ビーシージー製造㈱ 日本ＢＣＧ研究所

関東 216918 ○ 山本章治  国立感染症研究所　細菌第一部 

関東 212927 ○ 山本十糸子  日本ＢＣＧ製造株式会社 中央研究所 第一研究部

関東 212928 ○ 山本友子  千葉大学真菌医学研究センター 

関東 214865 ○ 山本徳栄

関東 212933 ○ 山本啓之  海洋研究開発機構 海洋極限環境生物圏領域

関東 216783 ○ 山本松男  昭和大学歯学部歯周病学講座 

関東 217787  楊佳約  筑波大学生命環境学群生物資源学類 微生物機能利用学研究室

関東 213938 ○ 横山栄二  千葉県衛生研究所 

関東 218298  吉井悠  東京慈恵会医科大学細菌学講座 

関東 216909 ○ 吉川悠子  日本獣医生命科学大学医学部獣医学 科 衛生・公衆衛生学分野

関東 214701 ○ 吉田明弘  松本歯科大学口腔細菌学講座 

関東 213486 ○ 吉田徹也  長野県長野保健福祉事務所

関東 217383 ○ 吉田春乃  北里研究所北里生命科学研究所 感染症学研究室

関東 213017 ○ 良原栄策  東海大学医学部分子生命科学１ 

関東 218435  吉益由莉  日本大学生物資源科学部 食品生命学科

関東 214242 ○ 米澤英雄  杏林大学医学部感染症微生物 

関東 213030 ○ 米沢実  Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａファルマ㈱ 医薬研究所

関東 218098 ○ 李謙一  国立感染症研究所 細菌第一部第一室

関東 217922 ○ 梁明秀  横浜市立大学医学部微生物学教室 

関東 218278  呂宇傑  順天堂大学医学研究科 感染制御科学

関東 216537 ○ 渡辺哲  千葉大学医学部附属病院感染症管理 治療部 千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ

関東 213252 ○ 渡辺篤史  太子堂デンタルクリニック 



支部 会員番号 氏名 所属

関東 215708 ○ 渡邊真弥  自治医科大学感染・免疫学講座 細菌学部門

関東 217606  渡辺孝康  東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全センター食品病原微生物学

関東 213066 ○ 渡辺登  杏林大学保健学部 臨床微生物学教室

関東 213067 ○ 渡邉治雄  国立感染症研究所 名誉所員 

関東 213074 ○ 渡邉峰雄  北里大学北里生命科学研究所 

中部 216304 ○ 赤座誠文  日本メナード化粧品㈱ 総合研究所 保証研究部

中部 217369 ○ 浅井鉄夫  岐阜大学大学院連合獣医医学研究科 応用獣医学連合講座

中部 218334  阿松翔  金沢大学医薬保健学域 医学類細菌感染症制御学

中部 210111 ○ 荒川宜親  名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学/耐性菌制御学分野

中部 214532 ○ 安藤洋子  ㈱愛研 

中部 210158 ○ 池田周紹   

中部 210160 ○ 池田健  愛知学院大学教養部生物学教室 

中部 213458 ○ 井坂雅徳  名古屋市立大学医学部細菌学教室 

中部 216605  石原由華  椙山女学園大学 

中部 210223 ○ 石丸幹夫  ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 

中部 213883 ○ 磯部順子  富山県衛生研究所 細菌部 

中部 216316 ○ 伊藤正幸  わしづか歯科 

中部 217737 ○ 猪俣恵  朝日大学歯学部口腔感染医療学講座 口腔微生物学分野

中部 215033 ○ 今川正良  名古屋市立大学大学院薬学研究科 分子生物薬学分野

中部 214836 ○ 引頭毅  朝日大学歯学部口腔感染医療学講座 口腔微生物学分野

中部 210401 ○ 打矢惠一  名城大学薬学部 微生物学研究室 

中部 218117 ○ 内山聡  Microbioloss Inhoffenstr 7 Braumschneis GARMANY

中部 210429 ○ 浦上弘  新潟薬科大学応用生命科学部 食品安全学研究室

中部 210440 ○ 江崎孝行  岐阜大学大学院医学研究科再生分子 統御学講座病原体統御学分野

中部 216497 ○ 大桑孝子  金沢医科大学微生物学講座 

中部 210501 ○ 太田達夫  新潟薬科大学応用生命科学部 化学・生物学研究室

中部 210507 ○ 太田美智男  椙山女学園大学看護学部 

中部 216230 ○ 大屋賢司  岐阜大学応用生物科学部 獣医微生物学分野

中部 210580 ○ 岡部孝一  おかべ歯科医院 

中部 216018 ○ 岡本陽  愛知教育大学教育学部 養護教育講座

中部 214733 ○ 岡本成史  金沢大学医薬保健研究域保健学系 病態検査学講座

中部 217167 ○ 奥村欣由  松浦薬業㈱ 

中部 216795  尾崎京子  新潟医療福祉大学臨床技術学科 

中部 213611 ○ 尾関百合子  新潟大学大学院医歯学総合研究科 細菌学分野

中部 215031 ○ 小田真隆  新潟大学大学院医歯学総合研究科 微生物感染症学分野

中部 210665 ○ 越智定幸  藤田保健衛生大学医学部 微生物学教室

中部 210753 ○ 葛城啓彰  日本歯科大学新潟生命歯学部 微生物学講座

中部 214999 ○ 金子昇  新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔健康科学講座予防歯科学分野

中部 214829 ○ 河村晶江  小林化工㈱ 研究開発本部 薬事分析部

中部 213904 ○ 川村久美子  名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学講座

中部 210873 ○ 河村好章  愛知学院大学薬学部微生物学講座 

中部 217777 ○ 北井則行  朝日大学歯学部口腔構造機能発育学 講座 歯科矯正学分野

中部 215873 ○ 木全恵子  富山県衛生研究所 

中部 213842 ○ 木村幸司  名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学/耐性菌制御学

中部 217031 ○ 金万春  名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学

中部 217941  黒澤美絵  新潟大学大学院医歯学総合研究科 微生物感染症学分野

中部 213840 ○ 小出直樹  愛知医科大学感染・免疫 

中部 216406 ○ 小嶋誠司  名古屋大学大学院理学研究科生命理 学専攻超分子機能学講座生体膜機能

中部 214107 ○ 後藤隆次  岐阜大学生命科学総合研究支援セン ター 嫌気性菌研究分野

中部 217119 ○ 小松孝行  愛知医科大学 

中部 211140 ○ 小森由美子  名城大学薬学部微生物学研究室 

中部 215275 ○ 佐々木靖之  名古屋大学医学部附属病院 

中部 211275 ○ 佐藤拓一  新潟大学医学部保健学科 (検査技術科学)

中部 211304 ○ 澤村治樹  愛知医科大学病院 

中部 218450 ○ 杉浦亙  (独)国立病院機構 名古屋医療ｾﾝﾀｰ 臨床研究センター感染・免疫研究部

中部 211433 ○ 杉山剛志  岐阜薬科大学生命薬学大講座 感染制御学研究室



支部 会員番号 氏名 所属

中部 217950 ○ 鈴木一史  新潟大学農学部応用生物化学科 応用微生物学研究室

中部 215351 ○ 鈴木匡弘  愛知県衛生研究所 

中部 217225 ○ 田岡東  金沢大学理工研究域 自然システム学系生物学コース

中部 211555 ○ 高橋和子  愛知医科大学感染・免疫学教室 

中部 216830 ○ 髙橋圭太  岐阜薬科大学薬学部薬学科 生命薬学大講座感染制御学研究室

中部 216609 ○ 立野一郎  名古屋市立大学医学部細菌学分野 

中部 211666 ○ 田中香お里  岐阜大学生命科学総合研究支援ｾﾝﾀｰ 嫌気性菌研究分野

中部 211779 ○ 塚本喜久雄  金城学院大学薬学部 感染制御学研究室

中部 214983 ○ 塚本健太郎  藤田保健衛生大学医学部 微生物学講座

中部 211786 ○ 辻孝雄  藤田保健衛生大学医学部 微生物学教室

中部 211820 ○ 寺尾通徳   

中部 214106 ○ 寺尾豊  新潟大学大学院医歯学総合研究科 微生物感染症学分野

中部 216967 ○ 富田純子  愛知学院大学薬学部 微生物学講座

中部 216623  冨田ゆうか  名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学・耐性菌制御学

中部 218097 ○ 土門久哲  新潟大学大学院医歯学総合研究科 微生物感染症学分野

中部 214415 ○ 内記良一  愛知医科大学 

中部 211904 ○ 仲井雄一  (医)光の道 

中部 215466 ○ 中川沙織  新潟薬科大学薬学部 薬品分析化学教室

中部 211918 ○ 中川善之  名古屋大学大学院医学系研究科 分子標的治療学

中部 214798 ○ 中口義次  石川県立大学生物資源環境学部 

中部 218637 ○ 中根一恵  中部大学応用生物学部 食品栄養科学科

中部 214232 ○ 永野恵司  愛知学院大学歯学部微生物学講座 

中部 215394 ○ 中村辰之介  新潟薬科大学薬学部微生物学教室 

中部 212055 ○ 二改俊章  名城大学薬学部微生物学研究室 

中部 216820 ○ 西山晃史  新潟大学大学院医歯学総合研究科 細菌学分野

中部 212108 ○ 庭山昌俊  木戸病院 医局 

中部 217027 ○ 野杁由一郎  新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔健康科学講座う蝕学分野

中部 214144 ○ 野尻孝司  野尻歯科医院 

中部 216353 ○ 野田万希子  岐阜県保健環境研究所 保健科学部

中部 214818 ○ 長谷川忠男  名古屋市立大学大学院医学研究科 細菌学

中部 212177 ○ 長谷川義典  福井県済生会病院 

中部 217740  服部達也  名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻微生物学研究室

中部 218663 ○ 林佐代子  岐阜医療科学大学 

中部 216146 ○ 林将大  岐阜大学大学院医学系研究科 病原体制御学分野

中部 218243  林美智子  名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻

中部 218050  坂野弘嗣  名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学・耐性菌制御学

中部 212242 ○ 檜垣修一  ひがき皮フ科 

中部 218702 ○ 樋口雅也  金沢医科大学医学部微生物学 

中部 216508 ○ 樋口渉  デンカ生研㈱ 

中部 215289 ○ 姫田敏樹  金沢医科大学医学部微生物学講座 

中部 212261 ○ 平井要  平井歯科医院 

中部 212313 ○ 福士秀人  岐阜大学応用生物科学部 獣医微生物

中部 218261 ○ 福田雅夫  長岡技術科学大学生物系 

中部 212336 ○ 福原正博  新潟薬科大学薬学部微生物学研究室 

中部 212371 ○ 藤田雅  新潟大学医学部細菌学教室 

中部 210546 ○ 星野真理  岐阜医療科学大学 保健学部臨床検査学科

中部 218014  堀江俊  朝日大学歯学部口腔構造機能発育学 講座 歯科矯正学分野

中部 212431 ○ 堀場直樹  愛知学院大学歯学部歯内治療学講座 

中部 212444 ○ 本間道夫  名古屋大学大学院理学研究科 生命理学専攻

中部 215297 ○ 松井秀之  名古屋市立大学医学部細菌学教室 

中部 212535 ○ 松原完也  松原歯科医院 

中部 214010 ○ 松原京子  北陸大学薬学部生命薬学講座 

中部 215446 ○ 松本壮吉  新潟大学大学院医歯学総合研究科 細菌学分野

中部 212556 ○ 松本享  愛知学院大学歯学部 歯内治療学講座

中部 212559 ○ 松本昌門  愛知県衛生研究所 

中部 217251 ○ 松山治義  天野エンザイム株式会社 岐阜研究所
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中部 212583 ○ 三上正人  日本歯科大学新潟生命歯学部 微生物学講座

中部 212585 ○ 三鴨廣繁  愛知医科大学大学院医学研究科 臨床感染症学

中部 217611  水野卓也  岐阜県保健環境研究所 食品安全検査センター

中部 212617 ○ 満山順一  富山化学工業㈱総合研究所 第３研究部

中部 216644 ○ 皆川洋子  愛知県衛生研究所 

中部 216120 ○ 南正明  名古屋市立大学大学院医学研究科 細菌学

中部 214764 ○ 宮田茂  中部大学応用生物学部 

中部 212658 ○ 宮田勝  石川県立中央病院 歯科口腔外科 

中部 214067 ○ 宮田町子  岐阜大学大学院医学研究科 病原体制御学分野

中部 216490  三輪一博  金沢社会保険病院 

中部 214801 ○ 村上啓雄  岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター(NST/ICT）

中部 214770 ○ 村上幸孝  朝日大学歯学部口腔感染医療学講座 口腔微生物学分野

中部 212722 ○ 村山次哉  北陸大学薬学部生体防御薬学分野 

中部 212724 ○ 室木俊美  室木歯科口腔外科医院 室木口腔インプラントセンター

中部 212740 ○ 森裕志  岐阜薬科大学 

中部 214914 ○ 森田雄二  愛知学院大学薬学部微生物学講座 

中部 218684 ○ 安田満  岐阜大学医学部附属病院 泌尿器科

中部 212836 ○ 山木健市  (医)杏嶺会 一宮西病院 副院長・内科

中部 218147 ○ 山口利男  新潟薬科大学薬学部薬学科 微生物学研究室

中部 218414 ○ 山田和弘  愛知県衛生研究所 

中部 212924 ○ 山本達男  国際医学教育研究センター 

中部 217952 ○ 油谷雅広  金沢大学医薬保健研究域 医学系細菌学分野

中部 212963 ○ 横地高志  愛知医科大学医学部 感染・免疫学講座

中部 217767  横山覚  名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学/耐性菌制御学分野

中部 216104 ○ 吉井美穂  富山大学大学院医学薬学研究部 (医)基礎看護学

中部 213000 ○ 吉田友昭  藤田保健衛生大学医学部生物学 

中部 213784 ○ 吉田康夫  愛知学院大学歯学部微生物学講座 

中部 213024 ○ 吉村文信  愛知学院大学歯学部微生物学講座 

中部 213054 ○ 渡邉邦友   

中部 214852 ○ 綿引正則  富山県衛生研究所 細菌部 

中部 215330 ○ 和知野純一  名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学

関西 216584 ○ 相川知宏  京都大学大学院医学研究科 微生物感染症学

関西 214310 ○ 赤地重宏  三重県科学技術振興センター 保健環境研究部

関西 213665 ○ 明田幸宏  大阪大学微生物病研究所 感染症国際研究センター

関西 215856 ○ 朝倉昌博  扶桑薬品工業㈱ 研究開発センター

関西 213521 ○ 朝日信雄  和光純薬工業㈱臨床検査薬研究所 

関西 210072 ○ 足立裕亮  太成学院大学 

関西 212323 ○ 安部加奈子  扶桑薬品工業㈱ 研究開発センター

関西 214419 ○ 天野敦雄  大阪大学大学院歯学研究科 予防歯科学教室

関西 210092 ○ 天野富美夫  大阪薬科大学生体防御学研究室 

関西 210096 ○ 網本勝彦  ㈱微生物化学研究所 

関西 215391 ○ 荒井雅吉  大阪大学薬学研究科 天然物化学分野

関西 215494 ○ 有川健太郎  神戸環境保健研究所感染症部 

関西 214977 ○ 有満秀幸  兵庫県立大学環境人間学部

関西 213378 ○ 飯島義雄  神戸市環境保健研究所 

関西 210139 ○ 飯田哲也  大阪大学微生物病研究所 細菌感染分野

関西 210149 ○ 生貝初  国立鈴鹿工業高等専門学校 生物応用化学科

関西 216351 ○ 石井誠志  大阪医科大学生化学教室 

関西 218374  石垣佳祐  大阪大学微生物病研究所 分子細菌学分野

関西 216738 ○ 磯田竜太朗   

関西 216934 ○ 一條知昭  大阪大学大学院薬学研究科 衛生・微生物学分野

関西 216578 ○ 井津上典洋  いづがみ歯科医院 

関西 210271 ○ 伊藤秀明  大日本住友製薬㈱ 

関西 218239  犬飼達也  鈴鹿医療科学大学薬学部薬学科 医薬品開発学

関西 210346 ○ 岩出義人  三重県保健環境研究所 

関西 210348 ○ 岩永正明  晴風園　今井病院　医局 



支部 会員番号 氏名 所属

関西 215321 ○ 岩本朋忠  神戸市環境保健研究所 

関西 218488 ○ 上原啓嗣  扶桑薬品工業㈱ 

関西 215859 ○ 内山良介  兵庫医科大学医学部病原微生物学 

関西 215050 ○ 梅田薫  大阪市立環境科学研究所 微生物保健課

関西 210421 ○ 梅田誠  大阪歯科大学歯周病学講座 

関西 210438 ○ 江口徹  サンスター㈱ 研究開発部

関西 215992 ○ 江田宗司  扶桑薬品工業㈱研究開発センター 

関西 210467 ○ 大石英司  ㈱微生物化学研究所 

関西 218449 ○ 大上浩司  生活協同組合コープこうべ 商品検査センター

関西 218189 ○ 扇田隆司  京都薬科大学薬品物理化学分野 

関西 214837 ○ 大倉一人  鈴鹿医療科学大学薬学部 薬剤学研究室

関西 214746 ○ 大澤佳代  神戸大学大学院保健学研究科 

関西 210485 ○ 大澤朗  神戸大学大学院農学研究科 資源生命科学専攻

関西 218023 ○ 太田圭介  和歌山県立医科大学医学部 微生物学教室

関西 210597 ○ 小笠原準  大阪市立環境科学研究所 微生物保健担当

関西 210599 ○ 緒方出   

関西 215361 ○ 岡田和久  大阪大学微生物病研究所 日本・タイ感染症共同研究ｾﾝﾀｰ

関西 210578 ○ 岡橋暢夫  大阪大学大学院歯学研究科 

関西 216552 ○ 岡山加奈  大阪市立大学 

関西 210604 ○ 小川知彦  京都大学再生医科学研究所・再生医 学応用研究部門 器官形成応用分野

関西 215980 ○ 尾崎徹  ビオフェルミン製薬㈱ 神戸研究所　創薬グループ

関西 215301 ○ 小幡登  (医)小幡歯科クリニック 

関西 217699 ○ 勝圓進  倉敷紡績㈱ 技術部開発課

関西 216832 ○ 加藤明宣  近畿大学農学部 

関西 216709 ○ 金子郁子  医療法人 進正会 寺下病院 

関西 218296 ○ 金子幸弘  大阪市立大学大学院 医学研究科細菌学

関西 210797 ○ 金下桂三  金下歯科医院 

関西 218229 ○ 兼松秀行  鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科

関西 216032 ○ 神谷重樹  大阪府立大学 総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学類 栄養療法学専攻

関西 213962 ○ 川端重忠  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

関西 217413 ○ 顔宏哲  大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 分子病原微生物学

関西 210927 ○ 木下タロウ  大阪大学微生物病研究所 免疫不全疾患研究分野

関西 215610  木邊量子   

関西 217700 ○ Kim Minsoo  京都大学医学研究科 細胞機能制御学

関西 210933 ○ 木村重信  関西女子短期大学 歯科衛生学科

関西 210964 ○ 楠本豊  大阪大谷大学薬学部免疫学講座 

関西 214547 ○ 久保庭雅恵  大阪大学大学院歯学研究科口腔分子 免疫制御学講座 予防歯科学教室

関西 216195 ○ 久堀智子  大阪大学微生物病研究所 

関西 210992 ○ 熊澤教眞   

関西 211000 ○ 久米満  久米歯科医院 

関西 216164 ○ 見坂武彦  大阪大谷大学 薬学部 

関西 214430 ○ 呉 紅  大阪医科大学微生物学教室 

関西 216997  呉恒寧  大阪府立母子保健総合医療センター 研究所 免疫部門

関西 215210 ○ 幸田知子  大阪府立大学大学院 生命環境科学 研究科 獣医感染症研究室

関西 218718 ○ 合田学剛  本部三慶㈱ 

関西 215379 ○ 河野享子  京都薬科大学教育研究総合センター 学生実習支援センター

関西 211071 ○ 小崎俊司  大阪府立大学大学院 生命環境科学 研究科 獣医感染症学教室

関西 215012 ○ 小高得央  ㈱アテクト 

関西 214463 ○ 児玉年央  大阪大学微生物病研究所 病原微生物資源室

関西 213421 ○ 小林常吉  白井松新薬㈱ 開発部 

関西 217319 ○ 小村智美  奈良女子大学 

関西 213747 ○ 斎藤高雄  大塚製薬㈱ 大津栄養製品研究所 

関西 216281 ○ 酒井俊祐  京都大学大学院医学研究科 微生物感染症学

関西 213790 ○ 坂口育代  ㈱クラブコスメチックス 

関西 216585 ○ 佐々木正大  大阪大学微生物病研究所 

関西 211257 ○ 笹平達男  笹平診療所 



支部 会員番号 氏名 所属

関西 216382 ○ 佐和貞治  京都府立医科大学 麻酔科学教室 

関西 216044 ○ 志村敏史  大手前病院 

関西 216954 ○ 菅原庸  大阪大学微生物病研究所 日本･ﾀｲ感染症共同研究ｾﾝﾀｰ

関西 216511 ○ 杉本典彦  扶桑薬品工業株式会社 

関西 218215 ○ 杉本光伸  堺市衛生研究所 細菌検査 

関西 218300 ○ 鈴木孝一朗  一般財団法人 阪大微生物病研究会 

関西 218179 ○ 鈴木守  大阪大学 蛋白質研究所 

関西 216628 ○ 住友倫子  大阪大学大学院歯学研究科 口腔細菌学教室

関西 211496 ○ 勢戸和子  大阪府立公衆衛生研究所 感染症部細菌課

関西 217550 ○ 染谷梓  京都産業大学 

関西 214485 ○ 高澤伸  奈良県立医科大学生化学講座 

関西 216070  高橋彰  洛西ニュータウン病院 

関西 217449 ○ 髙橋美帆  同志社大学生命医科学部医生命シス テム学科 分子生命化学研究室

関西 216324 ○ 田島優  大阪大学医学部附属動物実験施設 

関西 216767 ○ 巽良之  科研製薬㈱ 総合研究所薬理研究部

関西 216722 ○ 立石善隆  大阪市立大学大学院医学研究科 細菌学分野

関西 218541 ○ 田中忍  神戸市環境保健研究所 

関西 211716 ○ 谷口暢  サラヤ㈱ バイオケミカル研究所 サテライトラボ

関西 218633 ○ 谷本武史  (一財)阪大微生物病研究会 研究開発部門 研究部 基礎研究課

関西 217996 ○ 田原悠平  大阪市立大学大学院理学研究科 細胞機能学研究室

関西 211749 ○ 田村俊秀   

関西 211755 ○ 為定誠  小林製薬㈱ 中央研究所 

関西 216558 ○ 旦部幸博  滋賀医科大学病理学講座 微生物感染部門

関西 217939 ○ 津下英明  京都産業大学総合生命科学部 

関西 211787 ○ 辻雅克  塩野義製薬㈱ 医薬研究センター 

関西 215995 ○ 辻坊裕  大阪薬科大学微生物学研究室 

関西 211789 ○ 辻本雅哉   

関西 216443 ○ 土屋孝弘  大阪薬科大学微生物学研究室 

関西 211823 ○ 寺坂邦広  大阪府結核予防会 

関西 211827 ○ 寺杣文男  岩出保健所 

関西 218375  照屋志帆乃  大阪大学微生物病研究所 分子細菌学分野

関西 214830 ○ 徳田雅治  増養殖研究所 

関西 217781 ○ 戸谷孝洋  大阪市立大学医学部細菌学研究科 

関西 211863 ○ 戸邉亨  大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻生体情報科学講座

関西 213795 ○ 中 崇  帝塚山大学現代生活学部 食物栄養学科

関西 216194 ○ 永井宏樹  大阪大学微生物病研究所 感染症国際研究センター

関西 215686  長尾美紀  京都大学医学部附属病院 検査部

関西 211913 ○ 中川一路  京都大学大学院医学研究科 微生物感染症学分野

関西 218071  中島慎太郎 京都大学大学院医学研究科微生物感染症学

関西 216678 ○ 永田英樹  関西女子短期大学歯科衛生学科 

関西 214607 ○ 中田匡宣  大阪大学大学院歯学研究科 口腔細菌学教室

関西 216591 ○ 中田裕二  藍野大学医療保健学部 看護学科(微生物)

関西 218431 ○ 中台(鹿毛)枝里子  大阪市立大学 複合先端研究機構/生活科学研究科

関西 216192  中西典子  神戸市環境保健研究所 感染症部

関西 211950 ○ 中野隆史  大阪医科大学微生物学教室 

関西 215067 ○ 中野竜一  奈良県立医科大学 微生物感染症学講座

関西 218644 ○ 中村昇太  大阪大学微生物病研究所 

関西 211980 ○ 中村長隆  中村歯科医院 

関西 214735 ○ 中村久江  ㈱微生物化学研究所 

関西 214184 ○ 中村寛海  大阪市立環境科学研究所 調査研究課 微生物保健グループ

関西 215929 ○ 中山浩伸  鈴鹿医療科学大学薬学部 

関西 212032 ○ 那須正夫  大阪大学大学院薬学研究科 

関西 216776 ○ 仁木誠  大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部

関西 212061 ○ 西内由紀子  大阪市立大学医学部附属 刀根山結核研究所

関西 217771 ○ 西尾真智子  和歌山県立医科大学医学部 微生物学教室

関西 216610 ○ 西川喜代孝  同志社大学生命医科学部 



支部 会員番号 氏名 所属

関西 212073 ○ 西川文子  奈良県立医科大学 微生物感染症学教室

関西 212076 ○ 西川禎一  大阪市立大学大学院生活科学研究科 食・健康科学分野

関西 217687 ○ 西田菜々  兵庫医科大学病院 臨床検査技術部 

関西 214625 ○ 西野邦彦  大阪大学産業科学研究所 感染制御学研究分野

関西 217239 ○ 西野美都子  大阪大学産業科学研究所 

関西 214414 ○ 西畑秀一  千寿製薬㈱ 

関西 212085 ○ 西渕光昭  京都大学東南アジア研究所 人間生態相関研究部門

関西 216215 ○ 西村和彦  大阪府立大学大学院生命環境科学 研究科 毒性学教室

関西 212087 ○ 西村公一  ㈱東邦微生物病研究所 

関西 212089 ○ 西村利朗  西村医院 

関西 212110 ○ 貫名正文

関西 218297 ○ 野崎剛徳  大阪大学大学院歯学研究科 口腔分子免疫制御学講座(口腔治療)

関西 216739 ○ 野呂太一  ㈱微生物化学研究所 

関西 212162 ○ 橋本博  東大阪市職員部職員健康室 

関西 215405 ○ 橋本渉  食品生物科学専攻 生物機能変換学分野

関西 212168 ○ 長谷篤  大阪市立環境科学研究所 

関西 213420 ○ 服部均  大阪歯科大学細菌学教室 

関西 217087 ○ 林直樹  京都薬科大学微生物感染制御学分野 

関西 214533 ○ 東伸岳  奈良県立医科大学 組換えＤＮＡ実験施設

関西 217402  東野美晴  大阪大学歯学部口腔細菌学教室 

関西 213204 ○ 一橋俊司  ハクゾウメディカル㈱ 

関西 216432 ○ 日根野谷淳  大阪府立大学生命環境科学研究科 獣医国際防疫学

関西 215773 ○ 朴貞玉  (一財)阪大微生物病研究会 研究部 基礎研究課

関西 216570 ○ 平井一行  鈴鹿医療科学大学薬学部薬学科 

関西 218291 ○ 平松征洋  大阪大学微生物病研究所 分子細菌学分野

関西 218373  広瀬雄二郎  大坂大学大学院歯学研究科 口腔細菌学教室

関西 212304 ○ 深瀬浩一  大阪大学大学院理学研究科 

関西 212346 ○ 藤居直樹  びわこ学院大学教育福祉学部 こども学科

関西 213650 ○ 藤澤順一  関西医科大学微生物学講座 

関西 216051 ○ 藤澤治男  熊野病院薬剤部 

関西 212381 ○ 藤本孝一  大日本住友製薬㈱ 薬理研究所 薬理第２研究部

関西 213607 ○ 藤原永年  帝塚山大学現代生活学部 食物栄養学科

関西 212413 ○ 堀田博  神戸大学大学院保健学研究科 経口ワクチン創薬研究開発講座

関西 212428 ○ 堀口安彦  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

関西 212436 ○ 本田俊一  医療法人 ほんだ歯科 

関西 217867  本多真理子  大阪大学大学院歯学研究科 分子病原口腔微生物学教室

関西 212451 ○ 前側恒男  デンカ生研㈱ 

関西 215020 ○ 前田拓也  兵庫医療大学薬学部 医療薬学科

関西 217945 ○ 牧美南世  藍野学院藍野大学医療保健学部 看護学科微生物学教室

関西 218409  松生大輝  大阪市立大学理学部 細胞機能学研究室

関西 217866 ○ 松尾栄子  神戸大学大学院農学研究科 資源生命科学専攻応用動物学講座

関西 214724 ○ 松澤健志  大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 獣医学専攻

関西 218625 ○ 松下瑠美  ロート製薬㈱ 製品開発部分析開発グループ

関西 216101 ○ 松瀬仁  丸石製薬㈱ 中央研究所 製剤研究部

関西 218643 ○ 松田広一  神戸学院大学栄養学部 生理・生化学部門

関西 215479 ○ 松田重輝  大阪大学微生物病研究所感染症国際 研究ｾﾝﾀｰ ｹﾞﾉﾑ病原細菌研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

関西 212532 ○ 松永勇  京都大学 ウィルス研究所 細胞制御分野

関西 212538 ○ 松久明生  扶桑薬品工業㈱研究開発センター 

関西 212543 ○ 松村治雄  近畿大学医学部基礎医学部門研究室 

関西 217372 ○ 松本拓也  株式会社 ユニオンバイテック 

関西 218053 ○ 松本智成  大阪府結核予防会 大阪病院 

関西 215051 ○ 丸山史人  京都大学大学院医学研究科 微生物感染症学

関西 218173 ○ 円山由郷  大阪歯科大学細菌学講座 

関西 218405  水谷雅希  大阪市立大学理学部 細胞機能学研究室

関西 212618 ○ 光山正雄  京都大学名誉教授(医学) 

関西 216869 ○ 翠川裕  鈴鹿医療科学大学 保健衛生学医療栄養学科



支部 会員番号 氏名 所属

関西 218331 ○ 南野徹  大阪大学大学院生命機能研究科 

関西 212644 ○ 三宅眞実  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

関西 214552 ○ 宮田真人  大阪市立大学大学院理学研究科 

関西 215110 ○ 宮本勝城  大阪薬科大学薬学部 微生物学研究室

関西 215214 ○ 向本雅郁  大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科獣医学専攻

関西 215388 ○ 村田幸作  摂南大学理工学部生命科学科 

関西 217025 ○ 目片秀明  ㈱マンダム 評価分析室 製品保証部

関西 212753 ○ 守先眞由美  千寿製薬株式会社 信頼性保証本部ﾌｧｰﾏｺｳﾞｨｼﾞﾗﾝｽ部

関西 217756 ○ 森重雄太  大阪薬科大学薬学部 生体防御学研究室

関西 218289 ○ 森田鉄兵  鈴鹿医療科学大学薬学部薬学科 

関西 213829 ○ 森松伸一  神戸常盤大学保健科学部看護学科 

関西 218653 ○ 森山美奈子  奈良県立家畜保健衛生所 業務第一課 病性鑑定係

関西 217916 ○ 安木真世  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

関西 214610 ○ 柳原格  大阪府立母子保健総合医療センター 研究所免疫部門

関西 216352 ○ 矢野貴人  大阪医科大学生化学教室 

関西 214667 ○ 矢野寿一  奈良県立医科大学 微生物感染症学講座

関西 212840 ○ 山口明人  大阪大学産業科学研究所 

関西 214084 ○ 山口進康  大阪府立公衆衛生研究所 

関西 216460 ○ 山口雅也  大阪大学大学院歯学研究科 口腔細菌学教室

関西 218700 ○ 山口良弘  大阪市立大学複合先端研究機構 山口研究室

関西 218092 ○ 山崎晶  大阪大学微生物病研究所・分子免疫制御分野

関西 213526 ○ 山崎伸二  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

関西 217479 ○ 山崎聖司  大阪大学産業科学研究所 生体分子制御科学研究分野

関西 215299 ○ 山中武志  大阪歯科大学細菌学講座 

関西 214293 ○ 山中盛正  ㈱微生物化学研究所 

関西 215303 ○ 山根一芳  大阪歯科大学細菌学講座 

関西 213523 ○ 山野佳則  塩野義製薬㈱ 創薬・疾患研究所 

関西 214445 ○ 山本新吾  兵庫医科大学泌尿器科 

関西 213386 ○ 山本容正  大阪府立公衆衛生研究所 

関西 217596  湯峯奈都子  和歌山県立医科大学微生物学教室 

関西 214265 ○ 横山佳子  京都女子大学 

関西 212826 ○ 横山晃一  ㈱目黒研究所 

関西 216921 ○ 吉田志緒美  ＮＨＯ近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター

関西 218330  和田聖史  大阪大学大学院歯学研究科 小児歯科学教室

中国・四国 218510 ○ 浅岡洋一  山口大学大学院医学系研究科 ゲノム・機能分子解析学分野

中国・四国 216378 ○ 阿座上弘行  山口大学大学院創生科学研究科 (農学系学域)生物機能科学分野

中国・四国 218352  天羽崇  徳島大学大学院口腔科学教育部 口腔微生物学分野

中国・四国 218657 ○ 荒川満枝  鳥取看護大学 

中国・四国 210119 ○ 有田美知子   

中国・四国 213094 ○ 有持秀喜  徳島大学大学院医歯薬学研究部 生体防御医学分野

中国・四国 210123 ○ 安西英明  安西番町薬局 

中国・四国 218187 ○ 飯笹久  島根大学医学部医学科 微生物・免疫学講座(微生物学)

中国・四国 218260  石川詩歩  高知大学農学部植物工学研究室 

中国・四国 210217 ○ 石橋治  ㈱エフイーエーシー 

中国・四国 214018 ○ 石村勝之  広島市衛生研究所 生物科学部 

中国・四国 216289 ○ 一瀬勇規  岡山大学大学院 環境生命科学研究科

中国・四国 218489 ○ 伊藤有紀  愛媛大学ﾌﾟﾛﾃｵｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ 病理学部門

中国・四国 213189 ○ 今大路治之  香川大学医学部分子微生物学講座 

中国・四国 217964 ○ 今村大輔  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 

中国・四国 217782  岩本優子  広島大学大学院医歯薬学総合研究科 小児歯科学研究室

中国・四国 210367 ○ 上田益巳   

中国・四国 218481 ○ 上番増 喬  徳島大学大学院医歯薬研究部 予防環境栄養学分野

中国・四国 215311 ○ 氏原隆子  高知大学総合研究センター ＲＩ実験施設

中国・四国 213254 ○ 大原直子  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科保存修復学分野

中国・四国 210536 ○ 大原直也  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔微生物学分野

中国・四国 210560 ○ 岡崎勝一郎  香川大学農学部応用生物科学科 



支部 会員番号 氏名 所属

中国・四国 210579 ○ 岡部昭延   

中国・四国 210586 ○ 岡本敬の介  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 薬学系 遺伝子機能化学分野

中国・四国 214689 ○ 岡本健志  山口大学大学院医学系研究科 消化器病態内科学

中国・四国 217589 ○ 荻野英賢  山口大学医学系研究科 ゲノム機能分子解析学分野

中国・四国 216943 ○ 奥 尚  広島大学生命環境学部生命科学科 植物病理学教室

中国・四国 213119 ○ 奥田潤  香川県立保健医療大学 

中国・四国 214181 ○ 小笹正三郎  医療法人社団 小笹皮膚科診療所

中国・四国 218062 ○ 尾鶴亮  鳥取大学医学部感染制御学講座 細菌学分野

中国・四国 215089 ○ 小原勝  広島大学病院･口腔総合診療科

中国・四国 212084 ○ 片岡佳子  徳島大学医歯薬学研究部 微生物・遺伝子解析学分野

中国・四国 210741 ○ 片山誠一  岡山理科大学理学部 臨床生命科学科分子微生物学研究室

中国・四国 216001 ○ 加藤文紀 広島大学大学院医歯薬保健学研究院

中国・四国 210782 ○ 金谷誠久  独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター

中国・四国 218106  加野小奈美  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科矯正学分野

中国・四国 215805 ○ 鹿山鎭男  広島大学医歯薬学総合研究科 

中国・四国 214802 ○ 狩山玲子  岡山学院大学 

中国・四国 218688 ○ 川瀬遵  島根県食肉衛生検査所 

中国・四国 218428 ○ 川野光興  川崎医科大学微生物学教室

中国・四国 210863 ○ 河原栄二郎  福山大学生命工学部海洋生物科学科 水族病理学研究室

中国・四国 218506 ○ 木村千鶴子  中予保健所 企画課検査係 

中国・四国 218107 ○ 久保裕子  鳥取市立病院 

中国・四国 210997 ○ 熊本隆之  武田薬品工業㈱ バイオ製造部

中国・四国 211012 ○ 栗原英見  広島大学大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分野

中国・四国 215408 ○ 黒田照夫  広島大学大学院医歯薬保健学研究院 

中国・四国 213528 ○ 桑原知巳  国立大学法人 香川大学医学部分子微生物

中国・四国 215398 ○ 香西克之  広島大学大学院医歯薬保健学研究院 (小児歯科学)

中国・四国 216557  甲田俊太郎  (独)国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

中国・四国 211069 ○ 苔口進  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔微生物学分野

中国・四国 211093 ○ 小西久典  小西耳鼻咽喉科医院 

中国・四国 211838 ○ 小林敬子  徳島文理大学薬学部 微生物学教室

中国・四国 215578 ○ 小林秀丈  広島国際大学薬学部 分子微生物科学教室

中国・四国 215677 ○ 酒井幸平  山口大学大学院医学系研究科 臨床検査腫瘍学分野

中国・四国 216891  佐藤法仁  岡山大学 

中国・四国 215413 ○ 佐野啓介  島根大学医学部医学科耳鼻咽喉科 

中国・四国 214006 ○ 佐野千晶  島根大学医学部医学科 微生物・免疫学教室

中国・四国 215790 ○ 澤田聡子   

中国・四国 214573 ○ 塩田澄子  就実大学薬学部病原微生物 

中国・四国 217527 ○ 繁本憲文  広島大学病院 

中国・四国 211328 ○ 四宮博人  愛媛県立衛生環境研究所 所長 

中国・四国 213529 ○ 島本整  広島大学大学院生物圏科学研究科 

中国・四国 214538 ○ 島本敏  広島大学大学院生物圏科学研究科 食品衛生学

中国・四国 216518 ○ 清水明美  国立療養所 長島愛生園 

中国・四国 214553 ○ 清水隆  山口大学農学部獣医学科 獣医公衆衛生学教室

中国・四国 214000 ○ 清水利朗  安田女子大学家政学部 管理栄養学科

中国・四国 217353 ○ 清水亘  (独)国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

中国・四国 217184 ○ 下畑隆明  徳島大学大学院栄養生命科学教育部 予防環境栄養学

中国・四国 216270  首藤公宏  バイオ科学㈱ 

中国・四国 216993 ○ 白井昭博  徳島大学大学院ソシオテクノサイエ ンス研究部 生物工学科

中国・四国 211385 ○ 白井睦訓  山口大学大学評価室・大学院医学系 研究科ゲノム・機能分子解析学分野

中国・四国 218164 ○ 末澤千草  香川県立保健医療大学 

中国・四国 211414 ○ 菅井基行  広島大学大学院医歯薬学総合研究科 創生医科学専攻探索医科学講座細菌

中国・四国 217555 ○ 鈴木聡  愛媛大学沿岸環境科学研究センター 

中国・四国 218480 ○ 鈴木崇  いしづち眼科 

中国・四国 216849 ○ 鈴木基生  香川大学医学部分子微生物学 

中国・四国 218108  清家総史  徳島文理大学薬学部微生物学教室 

中国・四国 215672 ○ 関谷洋志  松山大学薬学部感染症学 



支部 会員番号 氏名 所属

中国・四国 217370 ○ 大畑雅典  高知大学医学部微生物学講座 

中国・四国 214517 ○ 高橋章  徳島大学大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部 予防環境栄養学分野

中国・四国 216024 ○ 髙橋栄造  岡山大学インド感染症共同研究センター

中国・四国 215818  高畑宗明  ㈱バイオバンク 

中国・四国 214041 ○ 竹内啓晃  高知大学医学部附属病院検査部 臨床検査医学講座

中国・四国 218301 ○ 竹原正也  徳島文理大学薬学部微生物学教室 

中国・四国 218565 ○ 多田彩乃  香川大学医学部分子微生物学講座 

中国・四国 216347 ○ 橘理人  山口大学大学院 連合獣医学研究科

中国・四国 215127 ○ 田邊知孝  松山大学薬学部衛生化学研究室 

中国・四国 214033 ○ 谷本一郎  国立療養所 邑久光明園 

中国・四国 216175 ○ 田端厚之  徳島大学大学院ｿｼｵﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ研究部 ライフシステム部門

中国・四国 215027 ○ 田淵紀彦  福山大学薬学部分子微生物学教室 

中国・四国 215119 ○ 玉井栄治  松山大学薬学部感染症学研究室 

中国・四国 213175 ○ 筒井邦彦  香川大学医学部 

中国・四国 216716 ○ 常岡英弘  山口大学大学院医学系研究科 保健学系学域

中国・四国 217403 ○ 鶴田圭伊子  広島大学大学院医歯薬学総合研究科 

中国・四国 211865 ○ 冨岡治明  安田女子大学看護学部看護学科 基礎看護科

中国・四国 211872 ○ 友近健一   

中国・四国 215082 ○ 友安俊文  徳島大学大学院 生物資源産業学研究部

中国・四国 214054 ○ 中江英明  徳島大学歯学部歯科保存学第１講座 

中国・四国 212006 ○ 長崎浩  高知県家畜病性鑑定所 

中国・四国 211953 ○ 中野宏幸  広島大学大学院生物圏科学研究科 食資源科学講座　食品衛生学教室

中国・四国 212023 ○ 永浜政博  徳島文理大学薬学部微生物学教室 

中国・四国 218333 ○ 中原達雄  丸善製薬㈱ 研究開発本部

中国・四国 212024 ○ 長町榮子  吉備国際大学保健医療福祉学部 看護学科

中国・四国 212028 ○ 長宗秀明  徳島大学大学院ｿｼｵﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ研究部 (工学部生物工学科生物機能工学)

中国・四国 215914 ○ 中山真彰  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔微生物学分野

中国・四国 212034 ○ 那須良次  岡山労災病院 泌尿器科 

中国・四国 216813 ○ 成谷宏文  広島大学大学院生物圏科学研究科 食資源科学講座(食品衛生学)

中国・四国 212057 ○ 二川浩樹  広島大学大学院医歯薬保健学研究院 統合健康科学部門

中国・四国 212098 ○ 二宮昌樹  徳島文理大学香川薬学部 医療薬学講座

中国・四国 217104 ○ 野田正文  広島大学大学院医歯薬保健学研究院 臨床評価・予防医学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

中国・四国 212131 ○ 野村茂正   

中国・四国 214693 ○ 萩彰文  ㈱大塚製薬工場 研究開発センター

中国・四国 212161 ○ 橋本秀夫   

中国・四国 217461 ○ 長谷川明洋  山口大学大学院医学系研究科 ゲノム・機能分子解析学

中国・四国 214804 ○ 濱田正樹  総合病院三愛 

中国・四国 217169 ○ 林幾江  広島大学歯学部中央研究室 

中国・四国 213201 ○ 林龍之介  しま産婦人科 

中国・四国 216643 ○ 曵地康史  高知大学農学部 

中国・四国 215029 ○ 久恒順三  広島大学大学院医歯薬学総合研究科 創生医科学専攻・探索医科学講座

中国・四国 216337 ○ 櫃本泰雄  岡山理科大学理学部 臨床生命科学科

中国・四国 212296 ○ 弘田克彦  徳島大学大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部 口腔微生物学分野

中国・四国 212344 ○ 藤井潤  鳥取大学医学部医学科 感染制御学講座 細菌学分野

中国・四国 216992 ○ 藤本浩章  広島国際大学保健医療学部 医療技術学科 ５１５教室

中国・四国 214772 ○ 舟橋達也  松山大学薬学部医療薬学科 衛生化学研究室

中国・四国 214060 ○ 星野克明  香川大学医学部免疫学 

中国・四国 215241 ○ 堀江祐範  (独)産業技術総合研究所 健康工学研究部門

中国・四国 216265 ○ 牧　純  松山大学薬学部感染症学 

中国・四国 217108 ○ 増本純也  愛媛大学大学院医学系研究科 解析病理学講座

中国・四国 218325 ○ 松香芳三  徳島大学大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部 顎機能咬合再建学分野

中国・四国 212520 ○ 松﨑茂展  高知大学医学部 微生物学教室 

中国・四国 212522 ○ 松下治  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病原細菌学分野

中国・四国 214508 ○ 松葉隆司  鳥取大学医学部感染制御学講座 細菌学分野

中国・四国 214618 ○ 馬原文彦  馬原医院 

中国・四国 217216 ○ 馬渡一諭  徳島大学大学院医歯薬学研究部 予防環境栄養学分野
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中国・四国 216689 ○ 水野環  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 薬学系環境生物薬学研究室

中国・四国 212607 ○ 溝手朝子  山口県立大学看護栄養学部 

中国・四国 215410 ○ 美間健彦  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病原細菌学

中国・四国 212667 ○ 宮本和明  馬原医院 

中国・四国 212678 ○ 三好伸一  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 衛生微生物化学

中国・四国 214284 ○ 村上圭史  徳島大学大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部 口腔微生物学分野

中国・四国 217579 ○ 村上雅尚  高知学園短期大学医療衛生学科 医療検査専攻微生物学講座

中国・四国 212710 ○ 村瀬敏之  鳥取大学農学部共同獣医学科 獣医微生物学教室

中国・四国 216458  森有可   

中国・四国 218514 ○ 森田大地  岡山大学薬学部衛生微生物化学 (岡山大学ｲﾝﾄﾞ感染症共同研究ｾﾝﾀｰ)

中国・四国 217743  八木弘文  徳島大学保健科学教育学部 保健学専攻

中国・四国 215471 ○ 安田雅春  高知医科大学医学部医学科 泌尿器科学教室

中国・四国 216080 ○ 柳原正志  山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻 基礎検査学講座

中国・四国 218078 ○ 簗取いずみ  川崎医科大学分子生物学２ 

中国・四国 216119 ○ 矢作綾野  川崎医科大学 免疫学 

中国・四国 214385 ○ 山内明  川崎医科大学生化学教室 

中国・四国 212867 ○ 山田作夫  川崎医科大学微生物学教室・ 川崎医療福祉大学臨床栄養学科

中国・四国 215671 ○ 山田陽一  就実大学薬学部 

中国・四国 217750 ○ 山近英樹  岡山大学病院 

中国・四国 212891 ○ 山中浩泰  広島国際大学薬学部分子微生物科学 

中国・四国 212919 ○ 山本重雄   

中国・四国 217571  山本倫也  山口県庁 

中国・四国 216236 ○ 山本由弥子  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病原細菌学

中国・四国 213243 ○ 湯本浩通  徳島大学大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部 歯科保存学分野

中国・四国 212957 ○ 横田憲治  岡山大学大学院保健学研究科 検査専攻

中国・四国 213756 ○ 吉山裕規  島根大学医学部微生物・免疫学講座 微生物学分野

中国・四国 216889  渡辺朱理  徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔保健学講座口腔機能管理学分野

中国・四国 216349 ○ 渡邉健太  山口大学共同獣医学部 病態制御学講座

中国・四国 213251 ○ 度会雅久  山口大学大学院連合獣医研究科 

九州 213758 ○ 赤田純子  大分大学医学部環境・予防医学講座 

九州 215994 ○ 秋房住郎  九州歯科大学口腔保健学科 地域・多職種連携教育ユニット

九州 218509 ○ 新竜一郎  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 感染分子解析学

九州 217528 ○ 有吉渉  九州歯科大学感染分子生物学講座 

九州 215893 ○ 安細敏弘  九州歯科大学健康増進学講座 地域健康開発歯学分野

九州 218114 ○ 安藤匡子  鹿児島大学共同獣医学部獣医学科 獣医公衆衛生学分野

九州 215605 ○ 井口純  宮崎大学 

九州 210172 ○ 池脇信直  九州保健福祉大学薬学部 動物生命薬科学科

九州 214344 ○ 石橋史成  いしばし小児科 

九州 214081 ○ 石松維世  産業医科大学産業保健学部 作業環境計測制御学

九州 210248 ○ 一瀬休生  長崎大学熱帯医学研究所 アジア・アフリカ感染症研究施設

九州 210252 ○ 一宮朋来  大分医療センター 

九州 217389 ○ 伊藤竜太  福岡大学医学部微生物免疫学講座 

九州 215724 ○ 藺牟田直子  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 感染防御学講座微生物学分野

九州 214244 ○ 岩切章  宮崎大学配属家畜微生物学教室 

九州 217883 ○ 岩﨑啓子  長崎国際大学健康管理部 健康栄養学科

九州 216017 ○ 岩下真由美  鹿児島大学医学部小児科学教室 

九州 210416 ○ 馬田敏幸  産業医科大学 アイソトープ研究センター

九州 213709 ○ 梅村正幸  琉球大学熱帯生物研究センター 分子感染防御学分野

九州 216412 ○ 大石祐司  佐賀大学理工学部 機能物資化学科

九州 215802 ○ 大岡唯祐  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 微生物学分野

九州 216960 ○ 大貝悠一  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔微生物学分野

九州 210600 ○ 緒方喜久代  大分県衛生環境研究センター 

九州 210568 ○ 岡田賢司  福岡歯科大学総合医学講座 小児科学分野

九州 210609 ○ 小川みどり  産業医科大学医学部微生物学教室 

九州 210611 ○ 小川和加野  第一薬科大学 免疫薬品学分野 

九州 215972  沖永敏則  九州歯科大学感染分子生物学分野 
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九州 215764 ○ 小椋義俊  九州大学大学院医学研究院 細菌学分野

九州 210660 ○ 小田達也  長崎大学水産学部 海洋生物物理化学教室

九州 210662 ○ 小田紘   

九州 217609 ○ 小野勝彦  熊本大学生命科学研究部 微生物学分野

九州 216981 ○ 小野俊雄  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔分子生化学分野

九州 215415 ○ 於保孝彦  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 発生発達成育学講座予防歯科学分野

九州 217563 ○ 小山耕太  熊本大学医学部附属病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座

九州 210777 ○ 金井欣也  長崎大学水産学部魚病学研究室 

九州 213691 ○ 金田一秀  香蘭女子短期大学食物栄養学科

九州 210896 ○ 岸原健二  長崎国際大学薬学部薬学科 免疫学研究室

九州 213678 ○ 岸本隆  岸本歯科医院 

九州 214846 ○ 木田豊  久留米大学医学部感染医学講座 基礎感染医学部門

九州 210925 ○ 城野洋一郎  (財)化学及血清療法研究所 

九州 214299 ○ 久木田明子  佐賀大学医学部病因病態科学講座 微生物学・寄生虫学分野

九州 217796  久木田賢司   

九州 215886 ○ 黒川健児  長崎国際大学薬学部 

九州 211030  桑野剛一  久留米大学医学部感染医学講座 基礎感染医学部門

九州 217697 ○ 後藤恭宏  九州大学大学院 医学研究院 細菌学分野

九州 211172 ○ 後藤義孝  宮崎大学農学部獣医微生物学講座 

九州 213628 ○ 小林秀光  長崎国際大学薬学部薬学科 

九州 211134 ○ 小松澤均  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

九州 214205 ○ 齋藤光正  産業医科大学医学部微生物学教室 

九州 215977 ○ 坂井詠子  長崎大学大学院医歯薬総合研究科 口腔病態薬理学

九州 217960 ○ 坂本勇一  久留米大学医学部感染医学講座 基礎感染医学部門

九州 215389 ○ 佐藤啓子  長崎大学歯学部微生物学講座 

九州 211294 ○ 鮫島俊哉  動物衛生研究所 九州支所 

九州 217055 ○ 澤智裕  熊本大学大学院生命科学研究部(医) 微生物学分野

九州 217401 ○ 柴田健輔  九州大学生体防御学研究所 感染制御分野

九州 218210 ○ 柴田敏史  長崎大学大学院医歯薬総合研究科 口腔病原微生物学

九州 214075 ○ 柴田幸江  九州大学大学院歯学研究院 口腔保 健推進学講座 口腔予防医学分野

九州 213690 ○ 島内千恵子  宮崎県立看護大学 

九州 214542 ○ 下村裕史  尚絅大学 

九州 215091 ○ 庄子幹郎  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病原微生物学

九州 211401 ○ 新城敏晴   

九州 214702 ○ 鈴木奈央  福岡歯科大学総合歯科学講座 総合歯科学分野

九州 211474 ○ 隅田泰生  鹿児島大学大学院理工学研究科 

九州 215891 ○ 仙波和代  別府大学 

九州 211503 ○ 副島利紀  福岡大学医学部微生物･免疫学 

九州 211512 ○ 染谷孝  佐賀大学農学部生物環境科学科 

九州 217962 ○ 高江洲義一  琉球大学熱帯生物圏研究センター 分子感染防御学分野

九州 211539 ○ 高田徹  福岡大学病院感染制御 

九州 217471 ○ 竹下徹  九州大学大学院歯学研究院 口腔保 健推進学講座 口腔予防医学分野

九州 217002 ○ 田中賢二  近畿大学産業理工学部 生物環境科学科

九州 213788 ○ 田中省吾  動物衛生研究所 九州支所 

九州 217942 ○ 谷口喬子  宮﨑大学 産業動物防疫リサーチセンター

九州 211770 ○ 長 環  福岡歯科大学歯学部 感染生物学分野

九州 218234 ○ 塚本紀之  九州看護福祉大学看護福祉学部 鍼灸スポーツ学科

九州 217568 ○ 津々木博康  熊本大学大学院生命科学研究部(医) 微生物学分野

九州 213710 ○ トーマ　クラウディア  琉球大学医学研究科細菌学講座 

九州 211898 ○ 内藤真理子  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病原微生物学

九州 211908 ○ 中尾浩史  琉球大学医学部保健学科 分子遺伝学分野

九州 211935 ○ 仲宗根昇  琉球大学大学院医学研究科 細菌学講座

九州 218646 ○ 長友清冨  ㈱冨源 

九州 214709 ○ 中野政之  長崎大学熱帯医学研究所 国際保健学分野

九州 216608 ○ 中村佳司  九州大学大学院医学研究院 

九州 211985 ○ 中村三千男  長崎大学熱帯医学研究所　宿主病態 解析部門　炎症尖症細胞機構分野
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九州 211991 ○ 中山浩次  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病原微生物学分野

九州 218422 ○ 中山素一  九州産業大学生命科学部生命科学科

九州 216028 ○ 波平篤樹  伊良部中央歯科病院 

九州 217376 ○ 成田由香  福岡歯科大学機能生物化学講座 感染生物学分野

九州 212045 ○ 成松浩志  大分県衛生環境研究センター 微生物担当

九州 212056 ○ 二階堂義彦  二階堂内科呼吸器科クリニック 

九州 214974 ○ 西 順一郎  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 微生物学分野

九州 214197 ○ 西園晃  大分大学医学部微生物学教室 

九州 212082 ○ 西原達次  九州歯科大学健康増進学講座 感染分子生物学分野

九州 212111 ○ 布井博幸  宮崎大学医学部生殖発達医学講座 小児科学分野

九州 216982 ○ 根本孝幸  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔分子生化学分野

九州 212117 ○ 根本優子  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔分子生化学分野

九州 213959 ○ 野本摩利  免疫学部門 

九州 215253 ○ 萩原真理  あがりえクリニック 

九州 215016 ○ 橋本雅仁  鹿児島大学大学院理工学研究科 化学生命･化学工学専攻

九州 218401  畑野晋也  九州大学生体防御医学研究所 感染制御学分野

九州 218437  浜元宏太  琉球大学医学部保健学科 病原体検査学教室

九州 212205 ○ 林哲也  九州大学大学院医学研究院 基礎医学部門 細菌学分野

九州 212211 ○ 林田秀明  長崎大学医学部・歯学部附属病院 総合歯科

九州 218316 ○ 原博満  鹿児島大学医歯学総合研究科 感染防御学講座免疫学分野

九州 212241 ○ 比嘉直美  琉球大学大学院医学研究科 細菌学講座

九州 216624 ○ 平井到  琉球大学医学部保健学科 病原体検査学分野

九州 218396 ○ 廣藤卓雄  福岡歯科大学総合歯科学講座 総合歯科学分野

九州 212300 ○ 廣松賢治  福岡大学医学部微生物・免疫学 

九州 213207 ○ 福泉隆喜  公立大学法人 九州歯科大学 社会歯科学

九州 214783 ○ 福田和正  産業医科大学医学部微生物学教室 

九州 212355 ○ 藤尾裕宣  なおみ＆ふじおクリニック 

九州 212382 ○ 藤本秀士  九州大学大学院医学研究院 保健学部門

九州 212384 ○ 藤本保  大分こども病院 

九州 214119 ○ 星野倫範  長崎大学病院小児歯科 

九州 214083 ○ 保利一  産業医科大学産業保健学部 作業環境計測制御学

九州 216310 ○ 牧平清超  九州大学大学院歯学研究院口腔機能 修復学講座ｸﾗｳﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ補綴学分野

九州 212477 ○ 正木孝幸  熊本保健科学大学保健科学部 医学検査学科

九州 212519 ○ 松﨑吾朗  琉球大学熱帯生物圏研究ｾﾝﾀｰ 感染生物学部門分子感染防御学分野

九州 217505  松島加代子  長崎大学病院消化器内科 

九州 216562 ○ 松原大  第一薬科大学 免疫薬品学教室 

九州 212549 ○ 松本光希  医療法人 創起会 くまもと森都総合病院

九州 212576 ○ 見明史雄  福岡大学薬学部微生物薬品化学教室 

九州 212592 ○ 三澤尚明  宮崎大学農学部獣医学科 獣医公衆衛生学教室

九州 212626 ○ 南嶋洋一  社会医療法人 同心会 古賀総合病院

九州 214721 ○ 宮城和文  琉球大学医学部保健学科 病原体検査学分野

九州 213228 ○ 宮崎博章   

九州 212657 ○ 宮田正和  福岡教育大学健康科学センター 

九州 212671 ○ 宮本敬久  九州大学大学院農学研究院生命機能 科学部門 食品衛生化学分野

九州 212674 ○ 宮本比呂志  佐賀大学医学部病因病態科学講座 

九州 213589 ○ 村上光一  福岡県保健環境研究所 保健科学部 病理細菌課

九州 218240 ○ 村田昌之  九州大学病院総合診療科 

九州 212716 ○ 村谷哲郎  株式会社 キューリン　検査部 

九州 212726 ○ 目野郁子  西南女学院大学保健福祉学部 看護学科

九州 216355 ○ Mohammad Monir Shah  長崎大学熱帯医学研究所 ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ感染症研究施設 ｹﾆｱ拠点

九州 212749 ○ 森良一   

九州 217718  守下昌輝  九州歯科大学口腔機能学講座 歯周病学分野

九州 217126 ○ 栁原克紀  長崎大学病院 検査部 

九州 212844 ○ 山口泰平  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 発生発達成育講座予防歯科学分野

九州 218163 ○ 山崎渉  宮崎大学農学部獣医学科 公衆衛生学講座

九州 212857 ○ 山下喜久  九州大学大学院歯学研究院 口腔保健推進学講座



支部 会員番号 氏名 所属

九州 212858 ○ 山城哲  琉球大学大学院医学研究科細菌学講座

九州 217753 ○ 山中仁木  長崎大学先導生命科学研究支援セン ター 比較動物医学分野

九州 217839 ○ 山根隆史  鹿児島大学病院 泌尿器科 

九州 217318 ○ 山本武司  久留米大学医学部感染医学講座 基礎感染医学部門

九州 217817 ○ 山本太郎  長崎大学熱帯医学研究所 

九州 212946 ○ 雪竹英治  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病原微生物学分野

九州 212975 ○ 吉開泰信  九州大学生体防御医学研究所 感染ﾈｯﾄﾜｰｸ研究ｾﾝﾀｰ感染制御学分野

九州 212990 ○ 吉田眞一  福岡聖恵病院 

九州 214034 ○ 吉田照豊  宮崎大学農学部海洋生物環境学科 水産科学講座

九州 213004 ○ 吉田博  姫野病院 

九州 218540 ○ 吉野修司  宮崎県衛生環境研究所 微生物部

九州 213031 ○ 米田雅裕  福岡歯科大学総合歯科 

九州 213082 ○ 和田昭裕  長崎大学熱帯医学研究所 病原体解析分野病原因子機能解析

九州 214811 ○ 和田崇之  長崎大学熱帯医学研究所 国際保健学分野


