
支部 氏名 専門学系 所属

北海道 倉園久生 農獣医  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 柴田健一郎 歯  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 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

北海道 山口博之 医  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 横田伸一 医  札幌医科大学医学部微生物学講座 

東北 赤池孝章 医  東北大学大学院医学系研究科 環境保健医学分野

東北 賀来満夫 医  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 髙井伸二 農獣医  北里大学獣医学部 獣医衛生学研究室

東北 中根明夫 医  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 胡 東良 農獣医  北里大学獣医学部 人獣共通感染症学研究室

関東 秋庭正人 農獣医  動物衛生研究所 

関東 秋山 徹 医  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 阿部章夫 薬  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 石井良和 医  東邦大学医学部 微生物・感染症学講座

関東 石原和幸 歯  東京歯科大学歯学部微生物学教室 

関東 今西健一 医  日本保健医療大学 保健医療学部看護学科

関東 大西 真 医  国立感染症研究所 細菌第一部

関東 斧 康雄 医  帝京大学医学部微生物学講座 

関東 神谷 茂 医  杏林大学医学部感染症学教室 

関東 川岸郁朗 理工学  法政大学生命科学部生命機能学科 

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

関東 川本 進 医  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 菊池 賢 医  東京女子医科大学感染症科 

関東 切替照雄 医  順天堂大学大学院医学研究科微生物学

関東 桑江朝臣 医  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 笹川千尋 医  千葉大学真菌医学研究センター 

関東 柴山恵吾 医  国立感染症研究所 細菌第二部

関東 清水 健 医  千葉大学大学院医学研究院 病原細菌制御学

関東 菅井基行 医  国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター

関東 鈴木敏彦 歯  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 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

関東 泉福英信 歯  国立感染症研究所 細菌第一部 

関東 髙屋明子 薬  千葉大学大学院薬学研究院 微生物薬品化学研究室

関東 舘田一博 医  東邦大学医学部 微生物学感染症学講座

関東 知花博治 理工学  千葉大学真菌医学研究センター 

関東 富田治芳 医  群馬大学大学院医学系研究科 細菌学教室

関東 長岡 功 医  順天堂大学大学院医学研究科 生化学・生体防御学

関東 野田公俊 医  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 濱端 崇 医  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 松井英則 理工学  北里大学・北里生命科学研究所 感染症学研究室

関東 八尋錦之助 医  千葉大学大学院医学研究院 病原細菌制御学

関東 吉田明弘 歯  松本歯科大学口腔細菌学講座 
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中部 荒川宜親 医  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 江崎孝行 医  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 河村好章 薬  愛知学院大学薬学部微生物学講座 

中部 杉山剛志 薬 岐阜医療科学大学保健科学部臨床検査学科

中部 寺尾 豊 歯  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 本間道夫 理工学  名古屋大学大学院理学研究科 生命理学専攻

中部 松本壮吉 医  新潟大学大学院医歯学総合研究科 細菌学分野

関西 飯田哲也 医  大阪大学微生物病研究所 細菌感染分野

関西 大澤 朗 農獣医  神戸大学大学院農学研究科 資源生命科学専攻

関西 川端重忠 歯  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 児玉年央 医  大阪大学微生物病研究所 病原微生物資源室

関西 中川一路 医  京都大学大学院医学研究科 微生物感染症学分野

関西 西川喜代孝 薬  同志社大学生命医科学部

関西 西川禎一 農獣医  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 西野邦彦 薬  大阪大学大学院薬学研究科細胞生物学分野

関西 堀口安彦 医  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 三室仁美 医  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

関西 三宅眞実 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

関西 宮田真人 理工学  大阪市立大学大学院理学研究科 

関西 山崎伸二 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

中国・四国 大原直也 歯  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 黒田照夫 薬  広島大学大学院医歯薬保健学研究院 

中国・四国 桑原知巳 医  国立大学法人 香川大学医学部分子微生物

中国・四国 小松澤 均 歯  広島大学大学院医系科学研究科細菌学教室

中国・四国 四宮博人 医  愛媛県立衛生環境研究所

中国・四国 高橋 章 医  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 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

中国・四国 松下 治 医  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 度会雅久 農獣医  山口大学大学院連合獣医研究科 

九州 内藤真理子 歯  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 中山浩次 歯  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 林 哲也 医  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 松﨑吾朗 医  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 三澤尚明 農獣医  宮崎大学農学部獣医学科 獣医公衆衛生学教室

九州 山下喜久 歯  九州大学大学院歯学研究院 口腔保健推進学講座


