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一般社団法人 日本性感染症学会 更新日：2017年2月22日

理事・監事・幹事・代議員 一覧 [計145名]

【任期】

2016年12月の第29回学術大会時の定時社員総会(2016/12/3)終結直後 ～
2018年11月の第31回学術大会時の定時社員総会(2018/11/24)終結の時までの約2年

理事12名 （50音順）

氏名 都道府県 所属

理事長 荒川　創一 兵庫県 三田市民病院 泌尿器科 001

副理事長 石地　尚興 東京都 東京慈恵会医科大学 皮膚科学講座 002

岩破　一博 京都府 京都府立医科大学 医学部看護学科医学講座　産婦人科学 003

川名　敬 東京都 日本大学 医学部産婦人科学系産婦人科学分野 004

岸本　寿男 岡山県 岡山県環境保健センター 内科 005

清田　浩 東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 泌尿器科 006

白井　千香 大阪府 枚方市保健所 健康部 007

高橋　聡 北海道 札幌医科大学 医学部感染制御・臨床検査医学講座 008

出口　隆 岐阜県 岐阜大学病院 泌尿器科 009

濵砂　良一 福岡県 産業医科大学 医学部泌尿器科 010

本田　まりこ 神奈川県 まりこの皮フ科 皮膚科 011

副理事長 三鴨　廣繁 愛知県 愛知医科大学大学院 医学研究科臨床感染症学 012

監事2名 （50音順）

氏名 都道府県 所属

齋藤　益子 東京都 帝京科学大学 医療科学部看護学科母性看護学 013

中川　秀己 東京都 東京慈恵会医科大学 皮膚科 014

幹事25名 （50音順）

氏名 都道府県 所属

秋元　義弘 岩手県 岩手県立二戸病院 産婦人科 015

伊藤　晋 宮城県 あいクリニック 泌尿器科 016

岡　慎一 東京都 国立国際医療研究センター病院 エイズ治療・研究開発センター 017

金山　博臣 徳島県 徳島大学大学院 ＨＢＳ研究部泌尿器科学分野 018

加納　武夫 愛知県 加納産婦人科 産婦人科 019

川島　眞 東京都 東京女子医科大学 皮膚科 020

北村　唯一 東京都 自靖会　親水クリニック 腎泌尿器科 021

木原　正博 京都府 京都大学大学院 医学研究科　社会健康医学系専攻　社会疫学分野 022

木村　正 大阪府 大阪大学 産科学婦人科学講座 023

小林　寅喆 東京都 東邦大学 看護学部感染制御学 024

笹川　寿之 石川県 金沢医科大学 産婦人科学 025

白木　公康 富山県 富山大学大学院 医学薬学部ウイルス学講座 026

田中　正利 福岡県 福岡大学 医学部泌尿器科学教室 027

塚本　泰司 北海道 札幌医科大学医学部附属病院 泌尿器科 028

西井　修 神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院 産婦人科 029

西澤　理 長野県 北アルプス医療センターあづみ病院 泌尿器科 030

野口　靖之 愛知県 愛知医科大学 医学部産婦人科学教室 031

原　勲 和歌山県 和歌山県立医科大学 医学部泌尿器科学教室 032

広瀬　崇興 北海道 ＪＣＨＯ北海道病院 泌尿器科 033

藤澤　正人 兵庫県 神戸大学大学院 医学研究科　腎泌尿器科学分野 034

藤原　道久 岡山県 川崎医科大学総合医療センター 産婦人科 035

藤原　葉一郎 京都府 京都市立病院 産婦人科 036

八重樫　伸生 宮城県 東北大学 医学部産婦人科教室 037

安田　満 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 泌尿器科 038

渡辺　晋一 東京都 帝京大学 医学部皮膚科 039
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代議員106名（1/2） （50音順）

氏名 都道府県 所属

青木　九里 東京都 東邦大学医療センター大森病院 泌尿器科 040

青山　航也 石川県 市立輪島病院 産婦人科 041

綾部　琢哉 東京都 帝京大学 医学部産婦人科 042

安藤　由起子 福岡県 安藤ゆきこレディースクリニック 産婦人科 043

五十嵐　辰男 千葉県 千葉大学フロンティア医工学センター 044

石井　則久 東京都 国立感染症研究所 ハンセン病研究センター 045

石川　清仁 愛知県 藤田保健衛生大学病院 腎泌尿器外科 046

石橋　啓 福島県 福島県立医科大学 泌尿器科 047

伊東　文行 神奈川県 伊東皮フ科クリニック 皮膚科 048

今中　基晴 大阪府 大阪市立大学 医学部看護学科 049

苛原　稔 徳島県 徳島大学大学院 ヘルスバイオ研究部産科婦人科分野 050

岩佐　剛 岐阜県 ＪＡ岐阜厚生連　久美愛厚生病院 産婦人科 051

岩澤　晶彦 北海道 岩澤クリニック 泌尿器科 052

岩永　成晃 大分県 岩永レディスクリニック 産婦人科 053

岩原　邦夫 東京都 江東病院 皮膚科 054

岩室　紳也 神奈川県 ヘルスプロモーション推進センター / 厚木市立病院 泌尿器科 055

宇津野　栄 東京都 宇津野レディスクリニック 産婦人科 056

遠藤　勝久 東京都 ＪＲ東京総合病院 泌尿器科 057

大西　真 東京都 国立感染症研究所 細菌第一部 058

大村　浩 東京都 産婦人科コンチェルト 産婦人科 059

岡田　弘 埼玉県 獨協医科大学越谷病院 泌尿器科 060

甲斐　信幸 熊本県 ひらやまクリニック 泌尿器科 061

筧　善行 香川県 香川大学 医学部泌尿器科 062

影山　進 滋賀県 滋賀医科大学 泌尿器科 063

金山　明子 東京都 東邦大学 看護学部感染制御学 064

上村　茂仁 岡山県 ウィメンズクリニック・かみむら 産婦人科 065

川端　岳 兵庫県 関西労災病院 泌尿器科 066

木原　雅子 京都府 京都大学大学院 医学研究科　社会疫学分野 067

木村　文則 滋賀県 滋賀医科大学 産婦人科学講座学講座 068

倉島　雅子 福岡県 さとうレディスクリニック 産婦人科 069

甲村　弘子 大阪府 こうむら女性クリニック 産婦人科 070

小島　宗門 愛知県 名古屋泌尿器科病院 泌尿器科 071

米田　尚生 岐阜県 岐阜市民病院 泌尿器科 072

斉藤　十一 青森県  073

鷺山　和幸 福岡県 さぎやま泌尿器クリニック 泌尿器科 074

佐藤　武幸 千葉県 船橋ベイサイド小児科 小児科 075

佐道　俊幸 奈良県 奈良県立医科大学 産婦人科 076

真井　康博 北海道 慶愛病院 産婦人科 077

澤田　益臣 大阪府 レディースクリニックさわだ 産婦人科 078

澤村　正之 東京都 新宿さくらクリニック 泌尿器科 079

重原　一慶 石川県 金沢大学附属病院 泌尿器科 080

重村　克巳 兵庫県 神戸大学大学院医学系研究科 腎泌尿器科学分野 081

柴原　浩章 兵庫県 兵庫医科大学 産科婦人科 082

島野　敏司 北海道 町立中標津病院 産婦人科 083

鈴木　博雄 神奈川県 湘南病院 泌尿器科 084

高桑　好一 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 産科婦人科 085

高波　真佐治 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 泌尿器科 086

高橋　敬一 千葉県 高橋ウイメンズクリニック 産婦人科 087

高橋　健太郎 滋賀県 滋賀医科大学総合周産期母子医療センター 地域周産期医学講座 088

高橋　康一 福岡県 福岡新水巻病院 泌尿器科 089

武中　篤 鳥取県 鳥取大学 医学部器官制御外科学講座腎泌尿器科学分野 090

立川　夏夫 神奈川県 横浜市立市民病院 感染症内科 091

田中　一志 兵庫県 北播磨総合医療センター 先端医療センター（ロボット手術部門） 092
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代議員106名（2/2） （50音順）

氏名 都道府県 所属

谷口　武 大阪府 谷口病院 産婦人科 093

種部　恭子 富山県 女性クリニックＷｅ富山 ウィメンズヘルス 094

塚原　優己 東京都 国立成育医療研究センター 周産期診療部産科 095

津川　昌也 岡山県 岡山市立市民病院 泌尿器科 096

対馬　ルリ子 東京都 対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座 産婦人科 097

永井　宣隆 広島県 広島女性クリニック 産婦人科 098

中川　尚 東京都 徳島診療所 眼科 099

中瀬　克己 岡山県 岡山大学医療教育統合開発センター GIMセンター 100

中部　健 京都府 中部産婦人科 産婦人科 101

中村　はるね 東京都 はるねクリニック銀座 産婦人科 102

新美　茂樹 東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 産婦人科 103

能登　宏光 秋田県 秋田泌尿器科クリニック 泌尿器科 104

野々山　未希子 栃木県 自治医科大学 看護学部母性看護学 105

野村　博之 福岡県 原三信病院 泌尿器科 106

長谷川　ともみ 富山県 富山大学 医学部看護学科母性看護学教室 107

馬場　長 京都府 京都大学医学部附属病院 産科婦人科 108

林　謙治 北海道 苫小牧泌尿器科・循環器内科 泌尿器科 109

速見　浩士 鹿児島県 鹿児島大学医学部附属病院 血液浄化療法部 110

檜垣　祐子 東京都 東京女子医科大学附属女性生涯健康センター 皮膚科 111

飛田　収一 京都府 飛田医院 泌尿器科 112

平山　英雄 熊本県 平山泌尿器科医院 泌尿器科 113

藤本　清秀 奈良県 奈良県立医科大学 泌尿器科学研究室 114

古堅　善亮 沖縄県 古堅ウィメンズクリニック 産婦人科 115

古林　敬一 大阪府 そねざき古林診療所 皮膚科/性感染症皮膚科 116

保科　眞二 京都府 保科医院 産婦人科 117

堀　成美 東京都 国立国際医療研究センター病院　国際感染症センター トラベルクリニック 118

前田　信彦 北海道 札幌東豊病院 産婦人科 119

前田　眞 三重県 三重中央医療センター 産婦人科 120

前濱　俊之 沖縄県 豊見城中央病院 婦人科 121

松井　隆 兵庫県 まついクリニック 泌尿器科 122

松尾　幸城 山形県 山形大学病院 産婦人科 123

松尾　光馬 東京都 中野皮膚科クリニック 皮膚科 124

松川　雅則 北海道 滝川市立病院 泌尿器科 125

松原　昭郎 広島県 広島大学大学院 腎泌尿器科学 126

松本　孝夫 東京都 東京臨海病院 内科 127

溝口　二郎 宮城県  128

皆見　春生 東京都 河北総合病院 皮膚科 129

宮崎　亮一郎 東京都 江東病院 婦人科 130

村谷　哲郎 福岡県 株式会社キューリン 検査部 131

森屋　恭爾 東京都 東京大学大学院 医学系研究科病因病理学専攻感染制御学 132

安元　慎一郎 福岡県 安元ひふ科クリニック 皮膚科 133

山岸　由佳 愛知県 愛知医科大学病院 感染症科 134

山崎　勉 埼玉県 若葉こどもクリニック 小児科 135

山﨑　誠 東京都 誠和クリニック 泌尿器科 136

山田　孝之 佐賀県 レディースクリニック山田産婦人科 産婦人科 137

山元　貴雄 京都府 山元病院 産婦人科 138

吉田　昭三 大阪府 大阪暁明館病院 産婦人科 139

吉田　弘之 兵庫県 兵庫県臨床検査研究所 検査部　微生物検査 140

吉田　正樹 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 感染制御部 141

余田　敬子 東京都 東京女子医科大学東医療センター 耳鼻咽喉科 142

和田　秀穂 岡山県 川崎医科大学 血液内科 143

渡辺　大輔 愛知県 愛知医科大学病院 皮膚科 144

渡會　睦子 東京都 東京医療保健大学 医療保健学部看護学科 145
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