
支部 会員名 分野 所属

1 北海道 岩野英知 農獣医 酪農学園大学・獣医学類獣医生化学ユニット

2 北海道 豊留孝仁 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

3 北海道 東 秀明 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

4 北海道 山口博之 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

5 北海道 横田伸一 医学 札幌医科大学医学部微生物学講座

6 東北 赤池孝章 医学 東北大学大学院医学系研究科環境医学分野

7 東北 賀来満夫 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

8 東北 髙井伸二 農獣医 北里大学獣医学部獣医衛生学研究室

9 東北 寺嶋 淳 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

10 東北 中根明夫 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

11 関東 明田幸宏 医学 国立感染症研究所

12 関東 石井良和 医学 東邦大学医学部微生物・感染症学講座

13 関東 石原和幸 歯学 東京歯科大学歯学部微生物学教室

14 関東 大﨑敬子 医学 杏林大学医学部感染症学講座

15 関東 岡田信彦 薬学 北里大学薬学部微生物学教室

16 関東 小川道永 医学 国立感染症研究所細菌第一部 第三室

17 関東 斧 康雄 医学 帝京平成大学健康メディカル学部

18 関東 川岸郁朗 理工学 法政大学生命科学部生命機能学科

19 関東 川原一芳 理工学 関東学院大学理工学部理工学科 生命学系

20 関東 菊池 賢 医学 東京女子医科大学感染症科

21 関東 切替照雄 医学 順天堂大学大学院医学研究科微生物学講座

22 関東 笹川千尋 医学 千葉大学真菌医学研究センター

23 関東 菅井基行 医学 国立感染症研究所薬剤耐性研究センター

24 関東 杉田 隆 薬学 明治薬科大学微生物学教室

25 関東 鈴木敏彦 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

26 関東 関崎 勉 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

27 関東 泉福英信 歯学 日本大学松戸歯学部感染免疫学講座

28 関東 舘田一博 医学 東邦大学医学部微生物学感染症学講座

29 関東 知花博治 理工学 千葉大学真菌医学研究センター

30 関東 富田治芳 医学 群馬大学大学院医学系研究科細菌学教室

31 関東 長岡 功 医学 順天堂大学保健医療学部

32 関東 野村暢彦 農獣医 筑波大学生命環境系

33 関東 松井英則 理工学 国立感染症研究所細菌第二部

34 関東 松本靖彦 薬学 明治薬科大学微生物学

35 関東 柳沢直子 医学 東京女子医科大学医学部微生物学免疫学講座

36 関東 吉田明弘 歯学 松本歯科大学口腔細菌学講座

37 中部 荒川宜親 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

38 中部 河村好章 薬学 愛知学院大学薬学部微生物学講座

39 中部 柴山恵吾 医学 名古屋大学大学院医学系研究科微生物・免疫学講座 分子病原細菌学

40 中部 杉山剛志 薬学 岐阜医療科学大学

41 中部 寺尾 豊 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

42 中部 藤永由佳子 医学 金沢大学医薬保健学総合研究域医学系細菌学

43 中部 松本壮吉 医学 新潟大学大学院医歯学総合研究科細菌学分野

44 関西 飯田哲也 医学 大阪大学微生物病研究所細菌感染分野

45 関西 小田真隆 薬学

46 関西 川端重忠 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

47 関西 中川一路 医学 京都大学大学院医学研究科微生物感染症学分野

48 関西 堀口安彦 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

49 関西 三宅眞実 農獣医 大阪公立大学大学院 獣医学研究科獣医公衆衛生学教室

50 関西 宮田真人 理工学 大阪市立大学大学院理学研究科

51 関西 矢野寿一 医学 奈良県立医科大学微生物感染症学講座

52 関西 八尋錦之助 医学 京都薬科大学微生物・感染制御学教室

53 関西 山崎伸二 農獣医
大阪公立大学大学院獣医学研究科　獣医学専攻　獣医環境科学分野

感染症制御学領域　獣医国際防疫学教室

日本細菌学会　評議員（2021-2023年）



支部 会員名 分野 所属

54 中国・四国 大原直也 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

55 中国・四国 小松澤 均 歯学 広島大学大学院医系学研究科細菌学教室

56 中国・四国 四宮博人 医学 愛媛県立衛生環境研究所 所長

57 中国・四国 高橋 章 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

58 中国・四国 長宗秀明 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

59 中国・四国 藤猪英樹 歯学 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔微生物学分野

60 中国・四国 松下 治 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

61 九州 大西 真 医学 中部保健所

62 九州 小椋義俊 医学 久留米大学医学部感染医学講座 基礎感染医学部門

63 九州 児玉年央 医学 長崎大学熱帯医学研究所細菌学分野

64 九州 齋藤光正 医学 産業医科大学医学部微生物学教室

65 九州 内藤真理子 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

66 九州 林 哲也 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

67 九州 三室仁美 医学 大分大学グローカル感染症研究センター

68 九州 山下喜久 歯学 九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座


