
一般社団法人日本アレルギー学会 代議員名簿 

【任期：2019年 6月 14日～2021年定時社員総会終了の日まで】 

 

（五十音順・敬称略） 

相原 道子  青木 昭子  赤司 賢一  明石 真幸  縣 裕篤   阿久津郁夫 

浅井 一久  朝子 幹也  浅田 秀夫  浅野浩一郎  足立 雄一   吾妻 雅彦

阿野 哲士  阿部名美子  天谷 雅行  荒川 浩一 荒川裕佳子  有信洋二郎

有馬 孝恭  安東 優   飯倉 克人  飯倉 元保  飯島 弘晃  飯沼 智久

飯野 晃   井川 健   池田 浩己  石井 寛   石井 幸雄  石浦 嘉久

石川 博一  石川 良子  石黒 直子  石塚 全   石野 岳志  出原 賢治

磯崎 淳   板澤 寿子  伊藤 浩明  伊藤 理   伊藤 友章  伊藤 靖典

伊藤 玲子  井上 隆志  井上 徳浩  井上 博雅  井上祐三朗  猪又 直子

今井 孝成  今泉 和良  岩永 賢司  岩本 和真 植木 重治  上田 哲也 

植田 穣   内尾 英一  宇津木光克  内海 裕   梅林 芳弘  海野 浩寿

江田 良輔  海老澤元宏  海老原伸行  遠藤 健夫  尾内 一信  大石 拓 

大久保ゆかり 大柴 晃洋  大嶋 勇成  太田 伸男 大塚 篤司  大矢 幸弘

岡田 壮令  岡田 千春  岡田 直子  岡田 正人  緒方 美佳  岡野 光博

岡藤 郁夫  岡山 吉道  小川 博久  沖山奈緒子  小熊 剛   小笹 浩二

小野 昭浩  尾長谷 靖  梶本 和宏  片岡 葉子 勝沼 俊雄  加藤 則人

加藤 政彦  加藤 雪彦  金子 栄   金子 猛   金子 英雄  金子 美子 

金廣 有彦  金光 禎寛  椛島 健治  上條 篤   神沼 修   神谷 太郎

亀田 誠   川上 民裕  川口 未央  川島佳代子  川部 勤   川本 典生

神田 晃   神田奈緒子  蒲原 毅   北沢 博   北林 耐   木村 五郎

木村 智樹  木村 孔一  清益 功浩  楠 隆    工藤 誠   國近 尚美  

熊澤 文雄  倉沢 和宏  桑原 和伸  小荒井 晃  古賀 康彦  児玉 孝秀  

後藤 綾子  後藤 穣   小林 茂俊  小林 威仁  小林 信明  小林 良樹  

駒瀬 裕子  小屋 俊之  権 寧博   近藤 光子  近藤 康人  近藤りえ子  

今野 哲   斎藤 純平  佐伯 秀久  坂上 拓郎  相良 博典  櫻井 大樹  

佐藤さくら  佐藤 貴浩  佐野安希子  佐野 博幸  佐野 正明  澤口博千代  

重田 誠   七条孝三郎  島 正之   清水 薫子  清水 猛史  清水 泰生  

少路 誠一  白井 敏博  白川 清吾  白崎 英明  杉浦 一充  杉浦 久敏  

杉山公美弥  杉山 温人  鈴川 真穂  鈴木 修一  鈴木慎太郎  鈴木 元彦  

鈴木 祐輔  須藤 明   住本 真一  瀬尾友佳子  杣 知行   高井 敏朗  

髙取 宏昌  髙梨 信吾  高橋 一夫  髙橋浩一郎  高増 哲也  多賀谷悦子  

滝沢 琢己  竹内 万彦  竹内 裕美  竹中 基   竹野 幸夫  武政 聡浩  

竹村 昌也  竹村 豊   武山 廉   田尻 智子  只木 弘美  田知本 寛  



立石 知也  田中 暁生  田中 明彦  田中 宏幸  谷本 安   玉岡 明洋  

玉置 伸二  玉利真由美  知花 和行  土屋 邦彦  堤 信    椿 俊和   

粒来 崇博  釣木澤尚実  鶴田 大輔  手塚純一郎  寺田 哲也  黨 雅子   

黨 康夫   土肥 眞   冨板美奈子  冨田 桂公  豊嶋 幹生  中江 進   

中尾 篤人  長尾みづほ  永倉 顕一  中込 一之  中島 裕史  長島 広相  

長瀬 洋之  中田 潤子  中田 誠一  永田 智   永田 真   中野 恭幸  

中原 剛士  中原真希子  中丸 裕爾  中村 俊紀  仲村 秀俊  中村 政志  

中村 陽一  中山 勝敏  中山 俊憲  夏目 統   成田 雅美  南部 光彦  

新実 彰男  西岡 安彦  西川 正憲  西川 裕作  西田 光宏  西村 善博  

西本 創   西山 理   布村 聡   沼田 尊功  野中 学   野々村和男  

野村伊知郎  野村 孝泰  橋本 光司  羽白 高   長谷川俊史  長谷川好規  

濱田 聡子  林 大輔   原 健一郎  原 丈介   原 肇秀   原 悠    

原口 龍太  原田 紀宏  原渕 保明  Ruby Pawankar 久田 剛志  檜澤 伸之  

秀 道広   兵 行義   平井 康太  平居 義裕  平口 雪子  平田 博国  

平沼 久人  平原 潔   平松 哲夫  廣瀬 晃一  廣瀬 正裕  福家 辰樹  

福島 敦樹  福島 康次  福田 勉   福冨 友馬  福永 興壱  藤井 一彦  

藤枝 重治  藤倉 輝道  藤澤 隆夫  藤田 昌樹  藤森 勝也  二村 恭子  

二村 昌樹  古江 増隆  放生 雅章  星岡 明   星野 友昭  堀江 健夫  

堀口 高彦  堀野 智史  堀向 健太  前田 嘉信  増子 裕典  増田 敬   

益田 浩司  増田佐和子  松井 聖   松岡 悠美  松倉 節子  松瀬 厚人  

松田 明生  松永 和人  松原 篤   松原 知代  松村竜太郎  松本 健治  

松元幸一郎  松本 久子  松本 裕   丸岡秀一郎  丸山 伸之  三浦 克志  

三浦 太郎  峠岡 理沙  三原 祥嗣  三村 達哉  宮坂 智充  宮崎 泰成  

宮沢 篤生  宮沢 直幹  宮地裕美子  宮田 純   宮原 信明  三輪 高喜  

村木 正人  室田 浩之  本村知華子  森 晶夫   森川 みき  森島 祐子  

盛田 英司  森田 栄伸  森田久美子  森田 英明  矢上 晶子  安戸 裕貴  

安冨 素子  安永晋一郎  柳田 紀之  山出 晶子  山出 史也  山縣 俊之  

山口 正雄  山口 将史  山口 由衣  山下 直美  山田武千代  山田 秀和  

山田 英恵  山田 裕美  山田 佳之  山本 勝丸  山本貴和子  湯田 厚司  

横江 琢也  横山 彰仁  吉川 貴仁  吉川 雅則  吉川 衛   吉田 幸一  

吉原 重美  吉村 千恵  善本 知広  米倉 修二  若原 恵子  和田 泰三  

渡辺 徹也  渡邉 直人  渡部 仁成  渡邊 庸平 

 

以上 

 


