
役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⽩根雅⼦ 広島

副会⻑3名 ⼩沢忠彦 広報、乳幼児・学校保健、学術 茨城

野中隆久 経理、社会保険、医療対策 ⻑野

前⽥利根 総務管理、総務企画、公衆衛⽣、勤務医 東京

常任理事10名 井上賢治 公衆衛⽣ 東京

今本量久 総務企画 ⼤阪

柿⽥哲彦 社会保険 千葉

柏井眞理⼦ 乳幼児・学校保健 京都

加藤圭⼀ 広報 宮城

駒井潔 医療対策 滋賀

原祐⼦ 学術 愛媛

福⽥敏雅 総務管理 東京

益原奈美 勤務医 神奈川

柳⽥和夫 経理 静岡

理事13名 ⼤薮由布⼦ 乳幼児・学校保健、社会保険 ⼤分

近藤永⼦ 公衆衛⽣、勤務医 愛知

鈴⽊聡 公衆衛⽣、学術、勤務医 愛知

⽵⽥眞純 広報、学術 北海道

⻄村知久 乳幼児・学校保健、社会保険、医療対策 佐賀

野下純世 広報、勤務医 福岡

原信哉 総務企画、社会保険 ⻘森

平塚義宗 公衆衛⽣ 東京

丸⼭耕⼀ 公衆衛⽣、広報、乳幼児・学校保健 ⼤阪

盛隆興 社会保険、医療対策 徳島

⼭⽥昌和 公衆衛⽣、学術 東京

⼭本修⼠ 公衆衛⽣、社会保険 兵庫

渡辺英⾂ 経理、乳幼児・学校保健 岡⼭

監事3名 皆良⽥研介 福岡

松下卓郎 北海道

⼭岸直⽮ 奈良

代議員会議⻑ 川野晃嗣 ⿅児島

代議員会副議⻑ 坂⼝紀⼦ 岡⼭

2020(令2).6  〜2022(令4).6



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⽩根雅⼦ 広島

副会⻑3名 ⼩沢忠彦 広報、乳幼児・学校保健、学術 茨城

野中隆久 経理、社会保険、医療対策 ⻑野

前⽥利根 総務管理、総務企画、公衆衛⽣、勤務医 東京

常任理事10名 井上賢治 医療対策 東京

今本量久 勤務医 ⼤阪

皆良⽥研介 経理 福岡

柿⽥哲彦 社会保険 千葉

柏井眞理⼦ 学校保健 京都

加藤圭⼀ 広報 宮城

髙橋和博 公衆衛⽣ 岩⼿

福⽥敏雅 総務管理 東京

松下卓郎 総務企画 北海道

柳⽥和夫 学術 静岡

理事12名 淺井利通 公衆衛⽣、社会保険 兵庫

⼤薮由布⼦ 学校保健、社会保険 ⼤分

駒井潔 社会保険、医療対策 滋賀

杉浦寅男 総務企画 ⼤阪

⻑屋祥⼦ 社会保険、勤務医 愛知

原祐⼦ 医療対策、勤務医 愛媛

平塚義宗 公衆衛⽣ 東京

益原奈美 医療対策、勤務医 神奈川

丸⼭耕⼀ 広報、学校保健 ⼤阪

盛隆興 社会保険、医療対策 徳島

⼭⽥昌和 学術 東京

渡辺英⾂ 経理、学校保健 岡⼭

監事2名 安間哲史 愛知

⼭岸直⽮ 奈良

代議員会議⻑ 川野晃嗣 ⿅児島

代議員会副議⻑ ⿇薙薫 千葉

2018(平30).6 〜2020(令2).6



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⾼野繁 神奈川

副会⻑3名 神⿃⾼世 経理、広報、医療対策 ⿃取

⽩井正⼀郎 総務管理、総務企画、公衆衛⽣、勤務医 愛知

⼭岸直⽮ 学校保健、学術、社会保険 奈良

常任理事10名 皆良⽥研介 経理 福岡

柏井眞理⼦ 学校保健 京都

⼩沢忠彦 広報 茨城

⽩根雅⼦ 総務管理 広島

杉浦寅男 学術 ⼤阪

髙橋和博 医療対策 岩⼿

野中隆久 社会保険 ⻑野

福⽥敏雅 公衆衛⽣ 東京

前⽥利根 勤務医 東京

松下卓郎 総務企画 北海道

理事12名 今本量久 勤務医 ⼤阪

⼤薮由布⼦ 学校保健、社会保険 ⼤分

柿⽥哲彦 社会保険、医療対策 千葉

加藤圭⼀ 総務管理、公衆衛⽣ 宮城

草野良明 広報、医療対策 神奈川

駒井潔 社会保険、医療対策 滋賀

⻑屋祥⼦ 総務企画、社会保険、勤務医 愛知

平塚義宗 公衆衛⽣、勤務医 東京

宮浦徹 学校保健 ⼤阪

柳⽥和夫 社会保険 静岡

⼭下秀明 学校保健 兵庫

⼭⽥昌和 公衆衛⽣、勤務医 東京

監事2名 福下公⼦ 東京

吉⽥博 愛媛

代議員会議⻑ 川野晃嗣 ⿅児島

代議員会副議⻑ ⿇薙薫 千葉

2016(平28).6 〜2018(平30).6



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⾼野繁 神奈川

副会⻑3名 ⽩井正⼀郎 総務管理、総務企画、公衆衛⽣、勤務医 愛知

福下公⼦ 経理、広報、医療対策 東京

⼭岸直⽮ 学校保健、学術、社会保険 奈良

常任理事10名 柏井眞理⼦ 学校保健 京都

神⿃⾼世 経理 ⿃取

⼩沢忠彦 広報 茨城

⽩根雅⼦ 総務管理 広島

杉浦寅男 学術 ⼤阪

髙橋和博 医療対策 岩⼿

野中隆久 社会保険 ⻑野

福⽥敏雅 公衆衛⽣ 東京

前⽥利根 勤務医 東京

松下卓郎 総務企画 北海道

理事11名 宇津⾒義⼀ 学校保健 神奈川

皆良⽥研介 総務管理、社会保険 福岡

柿⽥哲彦 社会保険、医療対策 千葉

近藤聖⼀ 経理、社会保険 福島

⽥中康裕 広報、勤務医 和歌⼭

⻑屋祥⼦ 総務企画、社会保険 愛知

平塚義宗 公衆衛⽣、広報 東京

宮浦徹 学校保健 ⼤阪

柳⽥和夫 学術、社会保険 静岡

⼭下秀明 学術、医療対策 兵庫

⼭⽥昌和 公衆衛⽣、勤務医 東京

監事2名 吉⽥博 愛媛

中⼭貞之 沖縄

代議員会議⻑ ⼊江純⼆ 千葉

代議員会副議⻑ 川野晃嗣 ⿅児島

2014(平26).6 〜2016(平28).4



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⾼野繁 神奈川

副会⻑3名 ⽩井正⼀郎 総務管理、総務企画、公衆衛⽣、勤務医 愛知

福下公⼦ 経理、広報、医療対策 東京

⼭岸直⽮ 学校保健、学術、社会保険 奈良

常任理事10名 宇津⾒義⼀ 学校保健 神奈川

⼩沢忠彦 総務管理 茨城

近藤聖⼀ 経理 福島

杉浦寅男 学術 ⼤阪

髙橋和博 医療対策 岩⼿

種⽥芳郎 広報 神奈川

野中隆久 社会保険 ⻑野

福⽥敏雅 公衆衛⽣ 東京

前⽥利根 勤務医 東京

松下卓郎 総務企画 北海道

理事11名 ⿂⾕純 医療対策 ⿃取

柏井眞理⼦ 総務管理、学校保健 京都

⽩根雅⼦ 経理、社会保険 広島

⽥中康裕 広報、勤務医 和歌⼭

天神光充 社会保険 静岡

⻑屋祥⼦ 総務企画 愛知

鍋島種信 社会保険 福岡

平塚義宗 公衆衛⽣、学術 東京

宮浦徹 学校保健 ⼤阪

⼭下秀明 学術、医療対策 兵庫

⼭⽥昌和 公衆衛⽣、勤務医 東京

監事2名 吉⽥博 愛媛

荒川哲夫 福岡

代議員会議⻑ ⼊江純⼆ 千葉

代議員会副議⻑ 川野晃嗣 ⿅児島

2012(平24).4 〜2014(平26).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⾼野繁 神奈川

副会⻑3名 ⽩井正⼀郎 総務管理、総務企画、公衆衛⽣、勤務医 愛知

⽵内忍 広報、学術、社会保険 東京

福下公⼦ 経理、学校保健、医療対策 東京

常任理事10名 宇津⾒義⼀ 学校保健、医療対策 神奈川

⼩沢忠彦 総務管理、総務企画 茨城

近藤聖⼀ 経理、社会保険 福島

杉浦寅男 公衆衛⽣、学術 ⼤阪

髙橋和博 医療対策、学校保健 岩⼿

種⽥芳郎 広報、経理 神奈川

前⽥利根 学術、勤務医 東京

松下卓郎 総務企画、総務管理 北海道

⼭岸直⽮ 社会保険、公衆衛⽣ 奈良

⼭⽥昌和 勤務医、広報 東京

理事10名 ⿂⾕純 医療対策 ⿃取

千原悦夫 学術 京都

天神光充 社会保険 静岡

藤堂勝⺒ 医療対策 兵庫

⻑屋祥⼦ 勤務医 愛知

鍋島種信 社会保険 福岡

野中隆久 公衆衛⽣ ⻑野

平塚義宗 公衆衛⽣ 東京

福⽥敏雅 広報 東京

宮浦徹 学校保健 ⼤阪

監事2名 吉⽥博 愛媛

荒川哲夫 福岡

代議員会議⻑ 出⽥秀尚 熊本

代議員会副議⻑ ⼊江純⼆ 千葉

下線は主任常任理事

2010(平22).4 〜2012(平24).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 三宅謙作 愛知

副会⻑3名 伊藤信⼀ 総務管理、総務企画、公衆衛⽣、社会保険 ⻘森

北原健⼆※1 広報、学術、勤務医 東京

吉⽥博 経理、学校保健、医療対策 愛媛

常任理事10名 植⽥喜⼀ 医療対策、学校保健 ⼭⼝

宇津⾒義⼀ 学校保健、医療対策 神奈川

杉浦寅男 公衆衛⽣、総務管理 ⼤阪

⾼野繁 総務管理、総務企画、公衆衛⽣ 神奈川

種⽥芳郎 広報、経理 神奈川

福下公⼦ 経理、社会保険 東京

前⽥利根 学術、勤務医 東京

松下卓郎 総務企画、総務管理、学術 北海道

⼭岸直⽮ 社会保険、公衆衛⽣ 奈良

⼭⽥昌和 勤務医、広報 東京

理事10名 荒川哲夫 広報 福岡

⼩沢忠彦 社会保険 茨城

近藤聖⼀ 総務企画、社会保険 福島

佐野研⼆ 社会保険、医療対策 千葉

⾼村悦⼦ 勤務医 東京

千原悦夫 学術 京都

藤堂勝⺒ 医療対策 兵庫

中村好邦 学術 静岡

平塚義宗 公衆衛⽣ 東京

宮浦徹 学校保健 ⼤阪

監事2名 ⻤⽊信乃夫 福岡

舩橋正員 愛知

代議員会議⻑ 出⽥秀尚 熊本

代議員会副議⻑ ⼊江純⼆ 千葉

下線は主任常任理事
※1北原健⼆2008(平20).10.28逝去。

2008(平20).4 〜2010(平22).4



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 三宅謙作 愛知

副会⻑3名 伊藤信⼀ 総務、公衆衛⽣、社会保険 ⻘森

北原健⼆ 広報、学術、勤務医 東京

吉⽥博 経理、学校保健、医療対策 愛媛

常任理事9名 植⽥喜⼀ 医療対策、学校保健 ⼭⼝

⾼野繁 総務、学術 神奈川

種⽥芳郎 広報、経理 神奈川

福下公⼦ 経理、総務 東京

古野史郎 公衆衛⽣、社会保険 東京

松下卓郎 学術、勤務医 北海道

宮浦徹 学校保健、医療対策 ⼤阪

⼭岸直⽮ 社会保険、公衆衛⽣ 奈良

⼭⽥昌和 勤務医、広報 東京

理事9名 荒川哲夫 医療対策 福岡

⼊江純⼆ 社会保険 千葉

宇津⾒義⼀ 学校保健、医療対策 神奈川

杉浦寅男 学術 ⼤阪

⾼村悦⼦ 勤務医 東京

⾕藤泰寛 広報 岩⼿

千原悦夫 学術 京都

中村好邦 社会保険 静岡

武藤興紀 公衆衛⽣ 熊本

監事2名 ⻤⽊信乃夫 福岡

舩橋正員 愛知

代議員会議⻑ 関公 千葉

代議員会副議⻑ 有本秀樹 東京

下線は主任常任理事

2006(平18).4 〜2008(平20).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 三宅謙作 愛知

副会⻑3名 伊藤信⼀ 総務、公衆衛⽣、社会保険 ⻘森

北原健⼆ 広報、学術、勤務医 東京

吉⽥博 経理、学校保健、医療対策 愛媛

常任理事9名 秋澤尉⼦ 勤務医、広報 東京

⽯川まり⼦ 経理、総務 東京

出⽥秀尚 学術、勤務医 熊本

⼊江純⼆ 医療対策、社会保険 千葉

⾼野繁 総務、学校保健 神奈川

種⽥芳郎 公衆衛⽣、経理 神奈川

松下卓郎 広報、学術 北海道

宮浦徹 学校保健、医療対策 ⼤阪

⼭岸直⽮ 社会保険、公衆衛⽣ 奈良

理事9名 荒川哲夫 医療対策 福岡

宇津⾒義⼀ 学校保健 神奈川

⾺詰良⽐古 広報 東京

⾕藤泰寛 学術 岩⼿

中村好邦 社会保険 静岡

⻄麗⼦ 勤務医 ⼤阪

⽇⾕博光 社会保険 広島

舩橋正員 公衆衛⽣ 愛知

⼭元⼒雄 学術 滋賀

監事2名 ⻤⽊信乃夫 福岡

倉⽥浩⼆ 東京

代議員会議⻑ 関公 千葉

代議員会副議⻑ 藤岡憲三 北海道
下線は主任常任理事

2004(平16).4 〜2006(平18).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 佐野七郎 東京

副会⻑3名 向井章 総務、社会保険、医療対策 兵庫

北原健⼆ 広報、学校保健、勤務医 東京

三宅謙作 経理、公衆衛⽣、学術 愛知

常任理事9名 秋澤尉⼦ 勤務医、学術 東京

⽯川まり⼦ 経理、広報 東京

出⽥秀尚 学術、勤務医 熊本

⼊江純⼆ 広報、社会保険 千葉

宇津⾒義⼀ 学校保健、経理 神奈川

⾼野繁 総務、学校保健 神奈川

種⽥芳郎 公衆衛⽣、医療対策 神奈川

宮浦康兒 社会保険、公衆衛⽣ ⼤阪

吉⽥博 医療対策、総務 愛媛

理事9名 ⻤⽊信乃夫 学術 福岡

鈴⽊稔 学校保健 静岡

⾕藤泰寛 勤務医 岩⼿

濱井保名 公衆衛⽣ ⼭形

⽇⾕博光 社会保険 広島

松下卓郎 学術 北海道

儘⽥直久 広報 東京

元村武夫 医療対策 ⼤分

⼭元⼒雄 社会保険 滋賀

監事2名 富井宏 京都

丹⽻巽 愛知

代議員会議⻑ 関公 千葉

代議員会副議⻑ 藤岡憲三 北海道
下線は主任常任理事

2002(平14).4 〜2004(平16).4



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 佐野七郎 東京

副会⻑3名 向井章 総務、広報、社会保険、医療対策 兵庫

井上治郎 経理、公衆衛⽣、学校保健、学術 東京

北原健⼆ 勤務医 東京

常任理事9名 朝広信彦 総務、社会保険 東京

⼊江純⼆ 広報、学校保健 千葉

種⽥芳郎 公衆衛⽣、勤務医 神奈川

常松美登⾥⼦ 経理、広報 東京

野近英幸 医療対策、総務 東京

濱崎陞 社会保険、公衆衛⽣ 東京

三宅謙作 学術、経理 愛知

⼭⼝達夫 勤務医、学術 東京

吉⽥博 学校保健、医療対策 愛媛

理事9名 伊藤信⼀ 社会保険 ⻘森

宇津⾒義⼀ 勤務医 神奈川

⻤⽊信乃夫 学術 福岡

嶋本壽 医療対策 和歌⼭

鈴⽊稔 学校保健 静岡

濱井保名 公衆衛⽣ ⼭形

⽇⾕博光 社会保険 広島

藤岡憲三 学校保健 北海道

元村武夫 広報 ⼤分

監事2名 塚本尚 ⼤阪

丹⽻巽 愛知

代議員会議⻑ 富井宏 京都

代議員会副議⻑ 関公 千葉
下線は主任常任理事

2000(平12).4 〜2002(平14).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 佐野七郎 東京

副会⻑2名 向井章 総務、広報、社会保険、医療対策、勤務医 兵庫

井上治郎 経理、公衆衛⽣、学校保健、学術、福祉 東京

常任理事10名 朝広信彦 総務、学校保健 東京

伊藤信⼀ 社会保険、経理 ⻘森

⻤⽊信乃夫 学術、公衆衛⽣ 福岡

⾼野繁 公衆衛⽣、勤務医 神奈川

常松美登⾥⼦ 経理、広報 東京

野近英幸 医療対策、総務 東京

濱崎陞 福祉、社会保険 東京

宮地誠⼆ 広報、福祉 神奈川

⼭⼝達夫 勤務医、学術 東京

吉⽥博 学校保健、医療対策 愛媛

理事9名 加藤昌義 社会保険 千葉

嶋本壽 医療対策 和歌⼭

濱井保名 公衆衛⽣ ⼭形

⽇⾕博光 学術 広島

藤岡憲三 学校保健 北海道

宮浦康児 福祉 ⼤阪

三宅謙作 社会保険 愛知

元村武夫 広報 ⼤分

⼭下敏⾏ 学校保健 静岡

監事2名 丹⽻巽 愛知

⽔⽥茂 ⼤阪

代議員会議⻑ 富井宏 京都

代議員会副議⻑ 関公 千葉
下線は主任常任理事

1998(平10).4 〜2000(平12).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 佐野七郎 東京

副会⻑2名 向井章 総務、経理、広報、学術、社会保険 兵庫

平⽥敏夫 公衆衛⽣、学校保健、医療対策、福祉 広島

常任理事9名 朝広信彦 学校保健、総務 東京

伊藤信⼀ 社会保険、医療対策 ⻘森

井上治郎 総務、福祉 東京

⻤⽊信乃夫 学術、公衆衛⽣ 福岡

⼩島靖郎 福祉、学校保健 愛知

⾼野繁 公衆衛⽣、学術 神奈川

常松美登⾥⼦ 広報、経理 東京

野近英幸 医療対策、社会保険 東京

脇⽥茂 経理、広報 東京

理事10名 井上愼三 福祉 ⾹川

⼤⽉博視 福祉 ⼤阪

⼩暮⽂雄 学術 東京

畠⼭昭三 学校保健 奈良

濱井保名 公衆衛⽣ ⼭形

藤岡憲三 社会保険 北海道

松⽥才忠 医療対策 ⻑野

三宅謙作 社会保険 愛知

元村武夫 広報 ⼤分

⽶村温夫 学校保健 熊本

監事3名 兼⼦喜男 静岡

津⽥進 神奈川

⽔⽥茂 ⼤阪

代議員会議⻑ 富井宏 京都

代議員会副議⻑ 関公 千葉

下線は主任常任理事

1996(平8).4  〜1998(平10).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 佐野七郎 東京

副会⻑2名 向井章 総務、経理、広報、学術、※社会保険 兵庫

平⽥敏夫 公衆衛⽣、学校保健、医療対策、福祉 広島

常任理事9名 朝広信彦 学術、総務 東京

井上治郎 総務、社会保険 東京

⻤⽊信乃夫 公衆衛⽣、学術 福岡

⼩島靖郎 学校保健、公衆衛⽣ 愛知

常松美登⾥⼦ 経理、広報 東京

野近英幸 医療対策、学校保健 東京

福⼠克 福祉、医療対策 宮城

藤⽥靖※1 社会保険、経理 東京

脇⽥茂 広報、福祉 東京

理事10名 ⽯川哲 公衆衛⽣、広報 神奈川

伊藤信⼀ 社会保険、医療対策 ⻘森

井上愼三 医療対策、福祉 ⾹川

⼤⽉博視 学術、福祉 ⼤阪

⼩暮⽂雄 学術、広報 東京

畠⼭昭三 学校保健、福祉 奈良

早津尚夫※1 医療対策、福祉 栃⽊

藤岡憲三 公衆衛⽣、学校保健 北海道

三宅謙作 学術、社会保険 愛知

⽶村温夫 学校保健、社会保険 熊本

監事3名 兼⼦喜男 静岡

清沢晋 福岡

湖崎弘 ⼤阪

代議員会議⻑ 江⼝甲⼀郎 北海道

代議員会副議⻑ 富井宏 京都

1994(平6).4  〜1996(平8).3

下線は主任常任理事
※副会⻑が1994年6⽉まで社会保険主任を兼任。
※1役員⽋員のため1994年6⽉の役員補⽋選挙にて常任理事に藤⽥靖、理事に早津尚夫が当選。



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 上岡輝⽅ 神奈川

副会⻑2名 佐野七郎 総務、経理、学校保健、社会保険、医療対策 東京

林⽂彦 公衆衛⽣、広報、学術、福祉 福岡

常任理事9名 朝広信彦 学術、経理 東京

井上治郎 総務、社会保険 東京

⼩島靖郎 公衆衛⽣、学校保健 愛知

常松美登⾥⼦ 経理、広報 東京

野近英幸 医療対策、学校保健 東京

福⼠克 福祉、学術 宮城

宮本吉郎 公衆衛⽣、総務 千葉

向井章 社会保険、医療対策 兵庫

脇⽥茂 広報、福祉 東京

理事10名 ⽯川哲 公衆衛⽣、広報 神奈川

⽯橋博 社会保険、医療対策 ⻑崎

伊藤信⼀ 学術、社会保険 ⻘森

井上愼三 医療対策、福祉 ⾹川

⼤⽉博視 学校保健、福祉 ⼤阪

⼩暮⽂雄 広報、社会保険 東京

周⽥茂雄 総務、経理、福祉 神奈川

平⽥敏夫 公衆衛⽣、医療対策 広島

藤岡憲三 公衆衛⽣、学校保健 北海道

三宅謙作 学術、社会保険 愛知

監事3名 清沢晋 福岡

湖崎弘※ ⼤阪

佐々⽊芳岡 ⼭梨

代議員会議⻑ 江⼝甲⼀郎 北海道

代議員会副議⻑ 富井宏 京都

下線は主任常任理事
※湖崎弘1994(平 6).9.14逝去。

1992(平4).4  〜1994(平6).4



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⻑屋幸郎 愛知

副会⻑3名 佐野七郎 総務、経理、公衆衛⽣、社会保険 東京

三宅正夫 広報、学校保健、福祉 神奈川

湖崎弘 学術、医療対策 ⼤阪

常任理事9名 朝広信彦 学術、広報 東京

井上治郎 総務、社会保険 東京

植⽥謙次郎 医療対策、福祉 京都

神⽥尚忠 経理、広報 東京

周⽥茂雄 公衆衛⽣、福祉 神奈川

武⽥和夫 社会保険、医療対策 ⼭形

常松美登⾥⼦ 経理、学術 東京

宮本吉郎 公衆衛⽣、学校保健 千葉

吉⽥則明 学校保健、総務 愛知

理事9名 ⽯川哲 総務、公衆衛⽣、広報、学術 神奈川

⼩暮⽂雄 広報、学術、社会保険、医療対策 東京

中野淳⺒ 学校保健、医療対策、福祉 広島

林⽂彦 公衆衛⽣、学術、福祉 福岡

福⼠克 経理、福祉 宮城

藤岡憲三 公衆衛⽣、学校保健、社会保険 北海道

三宅謙作 学術、社会保険、福祉 愛知

村井正明 公衆衛⽣、医療対策、福祉 兵庫

脇⽥茂 総務、公衆衛⽣、広報 東京

監事3名 市川健三※ 静岡

上岡輝⽅ 神奈川

清沢晋 福岡

代議員会議⻑ 江⼝甲⼀郎 北海道

代議員会副議⻑ 岡⽥哲朗 ⼤分

下線は主任常任理事
※市川健三1990(平2).11.23逝去。

1990(平2).4  〜1992(平4).4



役職 ⽒名 担当 地区

会 ⻑ ⻑屋幸郎 愛知

副会⻑2名 上岡輝⽅ 経理、広報、学術、福祉 神奈川

佐野七郎 総務、公衆衛⽣、学校保健、社会保険、医療対策 東京

常任理事9名 朝広信彦 広報、学術 東京

井上治郎 福祉、総務 東京

植⽥謙次郎 医療対策、学校保健 京都

神吉和夫 社会保険、福祉 東京

湖崎弘 学術、公衆衛⽣ ⼤阪

武⽥和夫 学校保健、医療対策 ⼭形

常松美登⾥⼦ 経理、広報 東京

三宅正夫 総務、社会保険 神奈川

宮本吉郎 公衆衛⽣、経理 千葉

理事10名 ⽯川哲 総務 神奈川

梶ヶ⾕保⼀ 福祉 愛媛

⼩暮⽂雄 総務 東京

周⽥茂雄 経理 神奈川

林⽂彦 学術、福祉 福岡

福⼠克 社会保険、福祉 宮城

藤岡憲三 学校保健 北海道

由利嘉章 社会保険 ⼤阪

吉⽥則明 公衆衛⽣、広報、学校保健、医療対策 愛媛

脇⽥茂 総務、公衆衛⽣ 東京

監事3名 市川健三 静岡

⼤⻄⼒ ⼭⼝

坂梨隆⼆ 熊本

代議員会議⻑ 江⼝甲⼀郎 北海道

代議員会副議⻑ 岡⽥哲朗 ⼤分
下線は主任常任理事

1988(昭63).4 〜1990(平2).3



役職 ⽒名 担当 地区

会 ⻑ 有澤武 兵庫

副会⻑2名 佐野充 総務、経理、学術、公衆衛⽣、医療対策 東京

⻑屋幸郎 社会保険、広報、学校保健、福祉 愛知

常任理事9名 佐野七郎 総務 東京

倉⽥浩⼆ 経理 東京

神吉和夫 社会保険 東京

湖崎弘 学術 ⼤阪

中村陽 広報 東京

宮本吉郎 公衆衛⽣ 千葉

遠藤成美 医療対策 神奈川

中路博 学校保健 京都

井上治郎 福祉 東京

理事10名 ⽯川哲 総務 神奈川

⼩暮⽂雄 総務 東京

由利嘉章 社会保険 ⼤阪

林⽂彦 学術 福岡

三宅正夫 社会保険、学術 神奈川

常松美登⾥⼦ 広報、総務 東京

吉⽥則明 公衆衛⽣、医療対策 愛知

武⽥和夫 医療対策、公衆衛⽣ ⼭形

藤岡憲三 学校保健、公衆衛⽣ 北海道

梶ヶ⾕保⼀ 福祉 愛媛

監事3名 市川健三 静岡

出⽥邦夫 熊本

⼤⻄⼒ ⼭⼝

代議員会議⻑ 江⼝甲⼀郎 北海道

代議員会副議⻑ 岡⽥哲朗 ⼤分

1986(昭61).4 〜1988(昭63).4



役職 ⽒名 担当 地区

会 ⻑ ⽻⽣⽥進※ 群⾺

副会⻑3名 有澤武 学術、広報、福祉 兵庫

佐野充※ 総務、経理、公衆衛⽣ 東京

⻑屋幸郎 社会保険、公衆衛⽣、学校保健 愛知

常任理事9名 阿部信博 福祉、経理 宮城

井上治郎 社会保険、広報 東京

湖崎弘 公衆衛⽣ ⼤阪

佐野七郎 学術、学校保健 東京

中路博 学校保健、社会保険 京都

中村陽 広報、福祉 東京

野崎道雄 総務、学術 東京

⽻飼昭 経理、総務 東京

宮本吉郎 公衆衛⽣ 千葉

理事7名 ⼤塚秀勇 学校保健 北海道

梶ヶ⾕保⼀ 福祉 愛媛

武⽥和夫 公衆衛⽣ ⼭形

林⽂彦 学術 福岡

三宅正夫 公衆衛⽣ 神奈川

由利嘉章 社会保険 ⼤阪

吉⽥則明 広報 愛知

監事3名 市川健三 静岡

出⽥邦夫 熊本

兼⼦勉 ⼭⼝

代議員会議⻑ 江⼝甲⼀郎 北海道

代議員会副議⻑ 佐多正⺒ ⿅児島

1984(昭59).4 〜1985(昭61).4

※⽻⽣⽥進会⻑の辞職（9⽉30⽇）により佐野充副会⻑が次期改選まで代⾏、常任理事・理事は
そのまま。



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⽻⽣⽥進 群⾺

副会⻑4名 有澤武 学術、広報、調査 兵庫
佐野充 総務、経理 東京
中野公正 公衆衛⽣、福祉厚⽣ 福岡
⻑屋幸郎 社保、学校保健、医事対策 愛知

常任理事10名 阿部信博 福祉厚⽣、医事対策 宮城
岸⽥博公 学校保健、公衆衛⽣ 東京
⿊沢清 社保、経理 東京
湖崎弘 公衆衛⽣、福祉厚⽣ ⼤阪
古城⼒ 調査、社保 埼⽟
佐野七郎 学術、広報 東京
中村陽 広報、調査 東京
野崎道雄 総務、学術 東京
⽻飼昭 経理、総務 東京
宮本吉郎 医事対策、学校保健 千葉

理事14名 ⻘⽊豊 学術、広報 群⾺
⼤塚秀勇 社保、医事対策 北海道
岡⽥哲朗 学術、調査 ⼤分
梶ヶ⾕保⼀ 医事対策、福祉厚⽣ 愛媛
多⽥秀⼀ 公衆衛⽣、福祉厚⽣ 富⼭
⽥中重⾏ 社保、学校保健 広島
津⽥進 公衆衛⽣、調査 神奈川
中路博 社保、医事対策 京都
難波俊 公衆衛⽣、学校保健 新潟
⽇隈俊⼀ 社保、福祉厚⽣ 熊本
森寺保 学校保健、調査 滋賀
⼭⽥⾣之 社保、学術 秋⽥
由利嘉章 社保、広報 ⼤阪
吉⽥則明 学術、広報 愛知

監事3名 市川健三 静岡
今野信⼦ 東京
浜⽥忍 ⼤阪

代議員会議⻑ ⼭本尙武 兵庫
代議員会副議⻑ 吉村善郎 愛知

下線は主任常任理事

1982(昭57).4 〜1984(昭59).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⽥中強 東京

副会⻑4名 上野頴⼀ 庶務、会計、学術、企画・調査 東京
清沢⼜四郎 公衆衛⽣、学校保健 福岡
⾼橋幸男 医事対策、福祉厚⽣ ⼤阪
古野茂 社保、広報、 東京

常任理事10名 阿部信博 福祉厚⽣、庶務、会計、医事対策 宮城
有澤武 企画・調査、社保、学術、広報、医事対策 兵庫

宇津⾒義治 会計、庶務、公衆衛⽣、学校保健、医事対策 神奈川
岸⽥博公 学校保健、公衆衛⽣、福祉厚⽣ 東京
⿊沢清 社保、公衆衛⽣、福祉厚⽣ 東京
佐野充 庶務、会計、学術、広報、学校保健 東京
中村陽 広報、企画・調査、福祉厚⽣ 東京
⻑屋幸郎 医事対策、社保、学術、学校保健、企画・調査 愛知
野崎道雄 学術、広報、医事対策、企画・調査 東京
⽻飼昭 公衆衛⽣、学術、学校保健 東京

理事14名 出⽥邦夫 庶務、学校保健 熊本
上岡輝⽅ 庶務、会計 神奈川
⼤塚秀勇 社保、医事対策、福祉厚⽣ 北海道
梶ヶ⾕保⼀ 医事対策、企画・調査、福祉厚⽣ 愛媛
佐々⽊芳岡 会計 ⼭梨
杉本茂憲 庶務、企画・調査 広島
塚本⼀郎 公衆衛⽣、医事対策、企画・調査、福祉厚⽣ ⼤阪
中⻄定典 社保、公衆衛⽣ 京都
林脩 公衆衛⽣、学校保健 富⼭

早津尚夫 庶務、学術 栃⽊
⽦⽥篤太郎 社保、学校保健、福祉厚⽣ 福岡
森寺保 会計、医事対策、企画・調査 滋賀
⼭⽥⾣之 社保、学術、公衆衛⽣ 秋⽥
吉⽥則明 庶務、学術、広報、福祉厚⽣ 愛知

監事3名 ⽯⽥登 兵庫
市川健三 静岡
奥⽥観⼠ 岡⼭

代議員会議⻑ ⼭本尙武 兵庫
代議員会副議⻑ 吉村善郎 愛知

下線は主任常任理事

1981(昭56).4 〜1982(昭57).4



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 須⽥経宇 東京

副会⻑4名 清沢⼜四郎 公衆衛⽣、学校保健 福岡
⽥中 強 庶務、会計 東京
⾼橋幸男 社保、医事対策 ⼤阪
上野頴ー 学術、広報、企画調査、福祉厚⽣ 東京

常任理事10名 有澤武 企画調査、広報、社保、学術、医事対策 兵庫
上岡輝⽅ 会計、庶務 神奈川

宇津⾒義治 公衆衛⽣、学校保健、学術、医事対策 神奈川
太⽥徳⼠※ 庶務、会計、福祉厚⽣ 東京
岸⽥博公 学校保健、公衆衛⽣、福祉厚⽣ 東京
佐野充 広報、学術、学校保健、企画調査 東京
中村陽 福祉厚⽣、企画調査 東京

⻑屋幸郎 医事対策、社保、学術、学校保健、企画調査 愛知
野崎道雄 学術、医事対策、企画調査、広報 東京
古野茂  社保 東京

理事14名 出⽥邦夫 庶務、学校保健 熊本
⽦⽥篤太郎 社保、学校保健、福祉厚⽣ 福岡
杉本茂憲 庶務、企画調査 広島

梶ヶ⾕保⼀ 医事対策、企画調査、福祉厚⽣ 愛媛
塚本⼀郎 公衆衛⽣、医事対策、企画調査、福祉厚⽣ ⼤阪
中⻄定典 社保、公衆衛⽣ 京都
森寺保 会計、医事対策、企画調査 滋賀

吉⽥則明 庶務、広報、福祉厚⽣ 愛知
林脩 公衆衛⽣ 富⼭

早津尚夫 庶務、学術 栃⽊
佐々⽊芳岡 会計 ⼭梨
⼭⽥⾣之 社保、学術、公衆衛⽣ 秋⽥
阿部信博 庶務、会計、医事対策 宮城
⼤塚秀勇 社保、医事対策、福祉厚⽣ 北海道
⿊沢清※ 東京

監事3名 奥⽥観⼠ 岡⼭
⽯⽥登 兵庫

市川健三 静岡

代議員会議⻑ ⼭本尙武 兵庫
代議員会副議⻑ 吉村善郎 愛知

⿊沢清⽒を選任。

1980(昭55).4 〜1981(昭56).4

下線は主任常任理事
※太⽥徳⼠常任理事が⼀⾝上の都合により辞任（5⽉20⽇）、10⽉25⽇理事補⽋選挙によって



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 須⽥経宇 東京

副会⻑4名 ⾼橋幸男 社保、医事対策 ⼤阪
奥⽥観⼠ 学術、企画・調査、福祉厚⽣ 岡⼭

清沢⼜四郎 公衆衛⽣、学校保健 福岡
⽥中 強 庶務、会計、広報 東京

常任理事10名 上野頴ー 庶務、会計、広報、企画・調査 東京
上岡輝⽅ 庶務、会計 神奈川
古野茂  社保 東京
野崎道雄 学術、医事対策、企画・調査、福祉厚⽣ 東京
佐野充 広報、学術、学校保健、企画・調査 東京

宇津⾒義治 公衆衛⽣、学校保健、医事対策 神奈川
⽊村泰三 学校保健、学術、公衆衛⽣ 東京
⻑屋幸郎 医事対策、社保、学術、学校保健、企画・調査 愛知
有澤武 企画・調査、社保、学術、医事対策、福祉厚⽣ 兵庫

太⽥徳⼠ 福祉厚⽣、社保、医事対策、企画・調査 東京
理事14名 ⽦⽥篤太郎 社保、学校保健、福祉厚⽣ 福岡

森寺保 会計、学校保健、企画・調査 滋賀
菊地雄三 社保、学術 千葉
⼤塚秀勇 社保、福祉厚⽣ 北海道
杉本茂憲 庶務、企画・調査、福祉厚⽣ 広島
肥後仲吉 社保、学校保健 静岡
阿部信博 庶務、学術、医事対策 宮城
佐藤弘之 庶務、社保、学校保健 茨城
河合栄⼀ 会計 福井
浅⼭秀夫 社保、医事対策 京都
野地道彦 社保、公衆衛⽣ 福島
出⽥邦夫 公衆衛⽣、学校保健 熊本

梶ヶ⾕保⼀ 庶務、社保、企画・調査 愛媛
塚本⼀郎 学校保健、企画・調査 ⼤阪

監事3名 神沢幸吉 愛知
河本正⼀ 東京
⽯⽥登 兵庫

代議員会議⻑ ⼭本尙武 兵庫
代議員会副議⻑ 吉村善郎 愛知

下線は主任常任理事

1978(昭53).4 〜1980(昭55).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 須⽥経宇 東京

副会⻑4名 奥⽥観⼠ 学術、調査・企画、福祉厚⽣ 岡⼭
清沢⼜四郎 公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第2 福岡
⾼橋幸男 社保、公衆衛⽣第3 ⼤阪
⽥中強 庶務、会計、広報 東京

常任理事8名 上野頴⼀ 庶務、会計、広報 東京
上岡輝⽅ 会計、庶務 神奈川
古野茂 社保 東京
野崎道雄 学術、公衆衛⽣第3、調査・企画、福祉厚⽣ 東京
佐野充 広報、学術、公衆衛⽣第2 東京
⽊村泰三 公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第2 東京
宇津⾒義治 公衆衛⽣第3、公衆衛⽣第1 神奈川
太⽥徳⼠ 調査・企画、福祉厚⽣、社保 東京

理事16名 浅⼭秀夫 庶務、社保 京都
有澤武 社保、学術、公衆衛⽣第3 兵庫
出⽥邦夫 公衆衛⽣第2 熊本
⼤塚秀勇 社保、福祉厚⽣ 北海道
梶ヶ⾕保⼀ 庶務、社保、福祉厚⽣ 愛媛
河合栄⼀ 公衆衛⽣第1 福井
川島恂⼆ 庶務、学術 茨城
古城⼒ 学術、公衆衛⽣第1 埼⽟
⼩林守治 社保 宮城
駒井清三 会計、社保 滋賀
杉本茂憲 庶務、調査・企画、福祉厚⽣ 広島
塚本⼀郎 公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第2、調査・企画 ⼤阪
⻑屋幸郎

社保、公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第2、公衆衛⽣第
3

愛知
野地道彦 公衆衛⽣第1 福島
⽦⽥篤太郎 社保、公衆衛⽣第2、福祉厚⽣ 福岡
肥後仲吉 社保 静岡

監事3名 奥沢正 ⼤阪
神沢幸吉 東京
河本正⼀ 静岡

代議員会議⻑ ⼭本尙武 兵庫
代議員会副議⻑ 吉村善郎 愛知

下線は主任常任理事

1976(昭51).4 〜1978(昭53).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 三⽥弘 埼⽟

副会⻑4名 須⽥経宇 庶務、会計、社保、 東京
清沢⼜四郎 公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第2、公衆衛⽣第3、調査・企画 福岡
清⽔新⼀※1 広報、福祉厚⽣ 岐⾩
奥⽥観⼠ 学術 岡⼭

常任理事16名 ⻑屋幸郎 庶務、社保、公衆衛⽣第2、公衆衛⽣第3 愛知
上野頴⼀ 広報、庶務、会計、学術、 東京
⾼橋幸男 社保、公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第3 ⼤阪
杉本茂憲 庶務、調査・企画、福祉厚⽣ 広島
⼩林守治 公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第2 宮城
有澤武 社保、公衆衛⽣第3、調査・企画 兵庫
出⽥邦夫 福祉厚⽣ 熊本
由利太郎 社保 群⾺
⽥中強 庶務、社保 東京
古野茂 社保、 東京
⽊村泰三 公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第2、学術、公衆衛⽣第3 東京
太⽥徳⼠ 庶務、社保、広報、福祉厚⽣ 東京
野崎道雄 公衆衛⽣第3、学術、調査・企画 東京
河本正⼀ 学術、福祉厚⽣ 東京
秋⾕博 調査・企画、社保、公衆衛⽣第2 埼⽟
上岡輝⽅ 会計、 神奈川

理事22名 佐藤泰章 広報、公衆衛⽣第2 ⼭形
梶ヶ⾕保⼀ 社保、福祉厚⽣ 愛媛
宮沢明政 社保 ⻑野
芥川靖治 学術、公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第3 東京
窪⽥治夫 公衆衛⽣第2、福祉厚⽣ 岐⾩
本多⼀郎 福祉厚⽣ ⿃取
川島恂⼆ 学術 茨城
杉⽥正⾂ 広報 宮崎
⽦⽥篤太郎 社保、公衆衛⽣第2、福祉厚⽣ 福岡
塚本⼀郎 会計、公衆衛⽣第1 ⼤阪
宇津⾒義治 公衆衛⽣第2、公衆衛⽣第3 神奈川
沢村良⾼ 社保 ⾼知
仲井芳雄 社保 ⽯川
浅⼭秀夫 社保 京都
藤岡敏彦 公衆衛⽣第2 北海道
肥後仲吉 社保 静岡
平⼭四⼗三 広報、公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第2 ⻘森
駒井清三 会計、社保 滋賀
⽔⾕丈夫 庶務、広報 東京
⽯⽥登 会計、公衆衛⽣第3、調査・企画、福祉厚⽣ 兵庫
崎元⾏夫 公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第3 ⿅児島
⼤塚秀勇 社保 北海道

監事3名 ⼩暮⾏雄 東京
森川みどり 愛知
奥沢正 京都

代議員会議⻑ ⼭本尙武 兵庫
代議員会副議⻑ 吉村善郎 愛知

下線は主任常任理事
※1清⽔新⼀副会⻑1975年1⽉18⽇逝去。

1974(昭49).4 〜1976(昭51).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 三⽥弘 埼⽟
副会⻑ 清⽔新⼀ 会計、福祉厚⽣ 岐⾩

清沢⼜四郎 調査・企画・渉外、公衆衛⽣第1・第2 福岡
奥⽥観⼠ 学術 岡⼭
⼩暮⾏雄 庶務、社保、広報 東京

常任理事 ⽥中強 庶務、社保、広報 東京
古野茂 社保 東京
上野頴⼀ 広報、庶務 東京
⼩⼝武久 調査・企画・渉外、会計、学術 神奈川
森川みどり 公衆衛⽣第1、社保 愛知
⽊村泰三 公衆衛⽣第2、広報、学術 東京
千種正輝 会計 神奈川
太⽥徳⼠ 福祉厚⽣、庶務、社保、広報 東京
河本正⼀ 学術、福祉厚⽣ 東京
杉本茂憲 庶務、調査・企画・渉外 広島
出⽥邦夫 社保、公衆衛⽣第2 熊本
有澤武 社保、調査・企画・渉外 兵庫
栗崎正孝 社保、学術 福島
髙橋幸男 社保、公衆衛⽣第1 ⼤阪

理事 斎藤勉 調査・企画・渉外、福祉厚⽣ 北海道
末吉利三 学術 北海道
近藤⼀正 岩⼿
平⼭四⼗三 広報、公衆衛⽣第1、学術 ⻘森
菅⼜脩 社保、福祉厚⽣ 新潟
野中茂秉 公衆衛⽣第2 ⻑野
堀内俊彦 公衆衛⽣第2 ⼭梨
⽔⾕丈夫 庶務、広報 東京
芥川靖治 調査・企画・渉外、福祉厚⽣ 東京
窪⽥治夫 福祉厚⽣ 岐⾩
仲井芳雄 社保、公衆衛⽣第1、公衆衛⽣第2 ⽯川
⻑屋幸郎 社保、公衆衛⽣第1 愛知
浅⼭秀夫 社保、学術 京都
⽯⽥登 調査・企画・渉外、会計 兵庫
駒井清三 社保、会計 滋賀
塚本⼀郎 公衆衛⽣第1、会計 ⼤阪
沢村良⾼ 社保、福祉厚⽣ ⾼知
辻静夫 公衆衛⽣第1、福祉厚⽣ 岡⼭
⽮野俊男 庶務、公衆衛⽣第2 ⾹川
崎元⾏夫 調査・企画・渉外、公衆衛⽣第1 ⿅児島
杉⽥正⾂ 公衆衛⽣第2 宮崎
⽦⽥篤太郎 社保、調査・企画・渉外、福祉厚⽣ 福岡

監事 牧内正⼀ ⼤阪
須⽥経宇 東京
⼩川博 静岡

代議員会議⻑ ⼭本尙武 兵庫
代議員会副議⻑ 吉村善郎 愛知

下線は主任常任理事

1972(昭47).3 〜1974(昭49).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 中泉⾏正 東京

副会⻑4名 奥⽥観⼠ 学術 岡⼭
三⽥弘 庶務、会計、広報記録、福祉厚⽣、名簿・台帳・渉外、学校保健、会則・あり⽅ 埼⽟
⼭本尚武 社会保険、公衆衛⽣第⼆ 兵庫
清沢⼜四郎 庶務、公衆衛⽣第⼀ 福岡

常任理事15名 ⼩暮⾏雄 庶務、社会保険、公衆衛⽣第⼆、名簿・台帳・渉外、会則・あり⽅ 東京
千種正輝 会計 神奈川
千葉保次 学校保健、庶務、公衆衛⽣第⼆ 千葉
古野茂 社会保険 東京
⽥中強 広報記録、庶務 東京
河本正⼀ 学術、社会保険 東京
芥川靖治 福祉厚⽣、広報記録 東京
菊池武信 福祉厚⽣、広報記録 東京
森川みどり 公衆衛⽣第⼀、社会保険、公衆衛⽣第⼆、学校保健 愛知
髙橋幸男 公衆衛⽣第⼆、庶務、社会保険、公衆衛⽣第⼀ ⼤阪
杉本茂憲 公衆衛⽣第⼆、庶務、社会保険、公衆衛⽣第⼀、公衆衛⽣第⼆ 広島
⼟⽅⽂⽣ 社会保険、公衆衛⽣第⼆、学校保健 秋⽥
出⽥邦夫 庶務、公衆衛⽣第⼀、公衆衛⽣第⼆ 熊本
⽊村泰三 広報記録、公衆衛⽣第⼆、学校保健 東京
井上正澄 名簿・台帳・渉外、学術 東京

理事22名 由利太郎 学術、公衆衛⽣第⼆ 群⾺
⽦⽥篤太郎 社会保険、福祉厚⽣、公衆衛⽣第⼆、名簿・台帳・渉外 福岡
末吉利三 学術、公衆衛⽣第⼆ 北海道
上野頴⼀ 広報記録 東京
内⽥雄三 庶務、公衆衛⽣第⼀、公衆衛⽣第⼆、会則・あり⽅ 岐⾩
崎元⾏夫 社会保険、公衆衛⽣第⼀、公衆衛⽣第⼆、学校保健 ⿅児島
⽔⾕丈夫 庶務、社会保険、福祉厚⽣ 東京
⻑屋幸郎 公衆衛⽣第⼀、公衆衛⽣第⼆、学校保健、会則・あり⽅ 愛知
仲井芳雄 公衆衛⽣第⼀、公衆衛⽣第⼆ ⽯川
⼩⼝武久 社会保険、学術、公衆衛⽣第⼆ 神奈川
塚本⼀郎 庶務、公衆衛⽣第⼆ ⼤阪
辻静夫 公衆衛⽣第⼆ 岡⼭
中野信夫 庶務、社会保険、公衆衛⽣第⼆、名簿・台帳・渉外 京都
杉⽥正⾂ 庶務、学術、公衆衛⽣第⼆ 宮崎
近藤⼀正 学術、公衆衛⽣第⼆ 岩⼿
有澤武 社会保険、公衆衛⽣第⼆ 兵庫

安⽥庄三郎 学術、公衆衛⽣第⼆ 福島
駒井清三 社会保険、公衆衛⽣第⼆ 滋賀
⽯⽥登 庶務、会計、公衆衛⽣第⼀ 兵庫
沢村良⾼ 社会保険、公衆衛⽣第⼆ ⾼知
稲葉六郎 会計、学術、公衆衛⽣第⼆ 栃⽊
⽮野俊男 公衆衛⽣第⼆、学校保健 ⾹川

監事3名 ⼩川博 静岡
清⽔新⼀ 岐⾩
須⽥経宇 東京

代議員会議⻑ 阿部哲男 宮城
代議員会副議⻑ 武井久('70) ⼤阪
代議員会副議⻑ 吉村善郎('71) 愛知

下線は主任常任理事

1970(昭45).4 〜1972(昭47).3



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 中泉⾏正 東京

副会⻑4名 奥⽥観⼠ 学術の向上および眼科医の地位向上 岡⼭
清沢⼜四郎 公衆衛⽣活動 福岡
清⽔新⼀ 社会保険対策 岐⾩
三⽥弘 会の強化 埼⽟

常任理事16名 ⼩暮⾏雄 主：庶務、副：社会保険 東京
千種正輝 主：会計 神奈川
古野茂 主：社会保険 東京
⽥中強 主：編集 東京
河本正⼀ 主：学術、副：福祉親睦 東京
⽔⾕丈夫 主：福祉親睦、副：庶務 東京
菊池武信 副：会計、副：編集 東京
芥川靖治 主：公衆衛⽣、副：精報調査・渉外 東京
井上正澄 主：精報調査・渉外、副：学術 東京
⼟⽅⽂⽣ 庶務 秋⽥
杉本茂憲 社会保険 広島
森川みどり 社会保険 愛知
中野信夫 社会保険 京都
髙橋幸男 社会保険 ⼤阪
出⽥邦夫 社会保険 熊本
千葉保次 公衆衛⽣ 千葉

理事21名 崎元⾏夫 庶務 ⿅児島
菅⼜脩 庶務 新潟
⽯⽥登 会計 兵庫
稲葉六郎 会計、福祉親睦 栃⽊
有澤武 社会保険 兵庫
⽯橋俊 社会保険、福祉親睦 茨城
駒井清三 社会保険 滋賀
⻑屋幸郎 編集、公衆衛⽣ 愛知
宮沢明政 編集 ⻑野
塚本⼀郎 編集 ⼤阪
末吉利三 学術 北海道
安⽥庄三郎 学術 福島
⼩川博 静岡
河合栄⼀ 福井
沢村良⾼ ⾼知
庄司功 ⼭形
杉⽥正⾂ 宮崎

壺井忠彦※1 ⾹川
仲井芳雄 ⽯川
⽦⽥篤太郎 福岡
由利太郎 群⾺

監事3名 植村操 東京
須⽥経宇 東京
牧内正⼀ ⼤阪

代議員会議⻑ 阿部哲男 宮城
代議員会副議⻑ 武井久 ⼤阪

主：主任常任理事
副：副主任常任理事
※1壺井忠彦理事1970年3⽉13⽇逝去。

1968(昭43).4 〜1970(昭45).4



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 中泉⾏正 東京
副会⻑ 清⽔新⼀ 岐⾩
4名 奥⽥観⼠ 岡⼭

清沢⼜四郎 福岡
三⽥弘※1 埼⽟

常任理事 ⼩暮⾏雄 東京
17名 ⽔⾕丈夫 東京

芥川靖治 東京
河本正⼀ 東京
井上正澄 東京
菊池武信 東京
⽥中強 東京
千種正輝 神奈川
千葉保次 千葉
出⽥邦夫 熊本
庄司功 ⼭形

⼩篠速雄  ※ 東京
壺井忠彦 ⾹川
⼭本尙武 兵庫
髙橋幸男 ⼤阪
森川みどり 愛知
古野茂※2 東京

理事 菅⼜脩 新潟
13名 杉⽥正⾂ 宮崎

駒井清三 滋賀
⽯⽥登 兵庫
⼩川博 静岡
稲葉六郎 栃⽊
仲井芳雄 ⽯川
⽦⽥篤太郎 福岡
⾼野三喜雄 ⿅児島
沢村良⾼ ⾼知
⻤怒川親雄 宮城
油井直⾏ ⻘森
河合栄⼀ 福井

監事 植村操 東京
3名 富井清 京都

須⽥経宇 東京

代議員会議⻑ 阿部哲男 宮城
代議員会副議⻑ 葛⾕信夫 愛知

1966(昭41).11 〜1968(昭43).4

※1翌1967年1⽉25⽇に三⽥理事の副会⻑繰り上げに伴い⼩篠速雄理事承認。
※2⼩篠速雄理事が1967年12⽉病気のため辞任。代わりに1968年1⽉21⽇に古野茂理事
承認。



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⿊沢潤三※1 東京

副会⻑4名 中泉⾏正※2 東京
清⽔新⼀ 岐⾩
奥⽥観⼠ 岡⼭
清沢⼜四郎 福岡

常任理事8名※3 三⽥弘 東京
⼩暮⾏雄 東京
⽔⾕丈夫 東京
芥川靖治 東京
河本正⼀ 東京
井上正澄 東京
菊池武信 東京
⽥中強 東京

理事25名 末吉利三 北海道
庄司功 ⼭形
油井直⾏ ⻘森
⻤怒川親雄 宮城
千種正輝 神奈川
⼭崎⼀雄 千葉
稲葉六郎 栃⽊
菅⼜脩 新潟
仲井芳雄 ⽯川
河合栄⼀ 福井
森川みどり 愛知
⼩川博 静岡
⽯⽥登 兵庫
髙橋幸男 ⼤阪
⼭本尙武 兵庫
駒井清三 滋賀
壺井忠彦 ⾹川
箕越中 広島
沢村良⾼ ⾼知
⽥中知⼆郎 島根
⽦⽥篤太郎 福岡
出⽥邦夫 熊本
杉⽥正⾂ 宮崎
⾼野三喜雄 ⿅児島
千葉保次 千葉

監事3名 植村操 東京
富井清 京都
須⽥経宇 東京

代議員会議⻑ 阿部哲男 宮城
代議員会副議⻑ 葛⾕信夫 愛知

1966(昭41).6 〜1966(昭41).11

※1⿊沢潤三会⻑が1966年9⽉10⽇逝去。
※2残存期間は中泉副会⻑が代⾏
※3役割分担が不明なため常任理事欄には会⻑指名常任理事のみ記載。



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⿊沢潤三 東京

副会⻑4名 中泉⾏正 東京
清沢⼜四郎 福岡
清⽔新⼀ 岐⾩
富井清 京都

常任理事16名 髙橋幸男 ⼤阪
出⽥邦夫 熊本
奥⽥観⼠ 岡⼭
⼭本尙武 兵庫
⽔⾕豊 愛知
油井直⾏ ⻘森
福⽥恒⼀ 神奈川
武本吉敏 千葉
⼩暮⾏雄 東京
三⽥弘 東京
⽔⾕丈夫 東京
芥川靖治 東京
菊池武信 東京
河本正⼀ 東京
⽥中強 東京
井上正澄 東京

理事17名 ⽦⽥篤太郎 福岡
川島真蔵 宮崎
⾼野三喜雄 ⿅児島
箕越中 広島
沢村良⾼ ⾼知
⽥中知⼆郎 島根
駒井清三 滋賀
⽯⽥登 兵庫

森川みどり 愛知
久保⽥清 福井
倉知与志 ⽯川
⽥川貞嗣 北海道
庄司功 ⼭形

⻤怒川親雄 宮城
稲葉六郎 栃⽊
菅⼜脩 新潟
⼩篠速雄 東京

監事3名 須⽥経宇 東京
壺井忠彦 京都
植村操 東京

代議員会議⻑ 阿部哲男 宮城
代議員会副議⻑ 葛⾕信夫 愛知

1964(昭39).6 〜1966(昭41).6

1964年6⽉28⽇代議員制度発⾜により、議⻑・副議⻑が選出。



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⿊沢潤三 東京
副会⻑ 髙橋豊三郎 京都

阿部哲男 宮城
清沢⼜四郎 福岡

理事⻑ 中泉正⾏ 総務、編集 東京
常任理事 須⽥信濃夫 会計⽀出 東京

⼩暮⾏雄 健保 東京
⽔⾕丈夫 健保、庶務、編集 東京
河本正⼀ 会計⽀出、学術 東京
武笠清重 健保 東京
樋⼝良之助 健保、対メガネ問題 東京
菅⾕孝 東京
三⽥弘 ⽇医役員 東京
内海栄 ⽇医役員 神奈川
武本吉敏 対メガネ問題 千葉

理事 ⻑⾕川俊明 東京
初⽥荘吉 東京
宇⼭安夫 徳島
南熊太 福岡
倉知与志 ⽯川
鴻海蔵 千葉
川島真蔵 宮崎
楠元康雄 ⿅児島
町⽥昌直 ⾼知
畑⽂平 岡⼭
富井清 京都
梶川甚⼀ 兵庫
⼟屋忠衛 ⼭梨
秋⾕博愛 埼⽟
稲葉六郎 栃⽊
鈴⽊春吉 茨城
中村競 北海道
井上達⼆ 東京
中島与⼗ 東京
楠或承 ⼤阪
⼭中崔之 対メガネ問題 ⼤阪
塚本⼀郎 ⼤阪
⾺場治⽂ ⼤阪
⻄他⽯ ⼤阪
植村操 東京
⾺詰嘉吉 徳島
⼤橋孝平 東京
庄司義治 東京
井上正澄 学術、記録 東京
岡本功 学術、名簿 東京
芥川靖治 学術、会計収⼊ 東京

監事 須⽥経宇 東京
瀬⽊本⽴ 愛知
植村操 東京

1964年1⽉14⽇代議員制度が発⾜。

1962(昭37).10 〜1964(昭39).6



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⿊沢潤三 東京

副会⻑3名 髙橋豊三郎 京都
阿部哲男 宮城
清沢⼜四郎 福岡

理事⻑ 中泉正⾏ 総務、編集 東京
常任理事10名 須⽥信濃夫 会計⽀出 東京

⼩暮⾏雄 健保 東京
⽔⾕丈夫 健保、庶務、編集 東京
河本正⼀ 会計⽀出、学術 東京
武笠清重 健保 東京
樋⼝良之助 健保、対メガネ問題 東京
菅⾕孝 東京
三⽥弘 ⽇医役員 東京
内海栄 ⽇医役員 神奈川
武本吉敏 対メガネ問題 千葉

理事31名 ⻑⾕川俊明 東京
初⽥荘吉 東京
宇⼭安夫 徳島
南熊太 福岡
倉知与志 ⽯川
鴻海蔵 千葉
川島真蔵 宮崎
楠元康雄 ⿅児島
町⽥昌直 ⾼知
畑⽂平 岡⼭
富井清 京都
梶川甚⼀ 兵庫
⼟屋忠衛 ⼭梨
秋⾕博愛 埼⽟
稲葉六郎 栃⽊
鈴⽊春吉 茨城
中村競 北海道
井上達⼆ 東京
中島与⼗ 東京
楠或承 ⼤阪
⼭中崔之 対メガネ問題 ⼤阪
塚本⼀郎 ⼤阪
⾺場治⽂ ⼤阪
⻄他⽯ ⼤阪
植村操 東京
⾺詰嘉吉 徳島
⼤橋孝平 東京
庄司義治 東京
井上正澄 学術、記録 東京
岡本功 学術、名簿 東京
芥川靖治 学術、会計収⼊ 東京

監事4名 須⽥経宇 東京
瀬⽊本⽴※1 愛知
植村操 東京

筒井徳光※1 岡⼭

1960(昭35).9 〜1962(昭37).10

※1瀬⽊本⽴監事1960年9⽉13⽇逝去。後任に筒井徳光。



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⿊沢潤三 東京

副会⻑3名 髙橋豊三郎 京都
阿部哲男 宮城
清沢⼜四郎 福岡

理事⻑ 中泉正⾏ 総務、編集 東京
常任理事10名 須⽥信濃夫 会計⽀出 東京

⼩暮⾏雄 健保 東京
⽔⾕丈夫 健保、庶務、編集 東京
河本正⼀ 会計⽀出、学術 東京
武笠清重 健保 東京
樋⼝良之助 健保、対メガネ問題 東京
菅⾕孝 東京
三⽥弘 ⽇医役員 東京
内海栄 ⽇医役員 神奈川
武本吉敏 対メガネ問題 千葉

理事31名 ⻑⾕川俊明 東京
初⽥荘吉 東京
宇⼭安夫 徳島
南熊太 福岡
倉知与志 ⽯川
鴻海蔵 千葉
川島真蔵 宮崎
楠元康雄 ⿅児島
町⽥昌直 ⾼知
畑⽂平 岡⼭
富井清 京都
梶川甚⼀ 兵庫
⼟屋忠衛 ⼭梨
秋⾕博愛 埼⽟
稲葉六郎 栃⽊
鈴⽊春吉 茨城
中村競 北海道
井上達⼆ 東京
中島与⼗ 東京
楠或承 ⼤阪
⼭中崔之 対メガネ問題 ⼤阪
塚本⼀郎 ⼤阪
⾺場治⽂ ⼤阪
⻄他⽯ ⼤阪
植村操 東京
⾺詰嘉吉 徳島
⼤橋孝平 東京
庄司義治 東京
井上正澄 学術、記録 東京
岡本功 学術、名簿 東京
芥川靖治 学術、会計収⼊ 東京

監事3名 須⽥経宇 東京
瀬⽊本⽴ 愛知
植村操 東京

1958(昭33).9 〜1960(昭35).9



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⿊沢潤三 東京

副会⻑3名 髙橋豊三郎 京都
阿部哲男 宮城
清沢⼜四郎 福岡

理事⻑ 中泉正⾏ 総務、会計収⼊、編集 東京
常任理事10 須⽥信濃夫 会計⽀出 東京

⼩暮⾏雄 健保 東京
⽔⾕丈夫 健保、庶務、編集 東京
河本正⼀ 会計⽀出、学術 東京
武笠清重 健保 東京
樋⼝良之助 健保、対メガネ問題 東京
菅⾕孝 東京
三⽥弘 ⽇医役員 東京
内海栄 ⽇医役員 神奈川
武本吉敏 対メガネ問題 千葉

理事31名 ⻑⾕川俊明 東京
初⽥荘吉 東京
宇⼭安夫 徳島
南熊太 福岡
倉知与志 ⽯川
鴻海蔵 千葉
川島真蔵 宮崎
楠元康雄 ⿅児島
町⽥昌直 ⾼知
畑⽂平 岡⼭
富井清 京都
梶川甚⼀ 兵庫
⼟屋忠衛 ⼭梨
秋⾕博愛 埼⽟
稲葉六郎 栃⽊
鈴⽊春吉 茨城
中村競 北海道
井上達⼆ 東京
中島与⼗ 東京
楠或承 ⼤阪
⼭中崔之 対メガネ問題 ⼤阪
塚本⼀郎 ⼤阪
⾺場治⽂ ⼤阪
⻄他⽯ ⼤阪
植村操 東京
⾺詰嘉吉 徳島
⼤橋孝平 東京
庄司義治 東京
井上正澄 学術、記録 東京
岡本功 学術、名簿 東京
芥川靖治 学術 東京

監事3名 瀬⽊本⽴ 愛知
中村康※1 静岡
須⽥経宇 東京
植村操※2 東京

※1中村康監事1956年10⽉23⽇逝去。
※2監事選出は1957年9⽉29⽇。

1956(昭31).9 〜1958(昭33).9



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⿊沢潤三 東京

副会⻑3名 髙橋豊三郎 京都
阿部哲男 宮城
清沢⼜四郎 福岡

理事⻑ 中泉正⾏ 総務、会計収⼊、編集 東京
常任理事10名 須⽥信濃夫 会計⽀出 東京

⼩暮⾏雄 健保 東京
⽔⾕丈夫 健保、庶務、編集 東京
河本正⼀ 会計⽀出、学術 東京
武笠清重 健保 東京
樋⼝良之助 健保、対メガネ問題 東京
菅⾕孝 東京
三⽥弘 ⽇医役員 東京
内海栄 ⽇医役員 神奈川
武本吉敏 対メガネ問題 千葉

理事31名 ⻑⾕川俊明 東京
初⽥荘吉 東京
宇⼭安夫 徳島
南熊太 福岡
倉知与志 ⽯川
鴻海蔵 千葉
川島真蔵 宮崎
楠元康雄 ⿅児島
町⽥昌直 ⾼知
畑⽂平 岡⼭
富井清 京都
梶川甚⼀ 兵庫
⼟屋忠衛 ⼭梨
秋⾕博愛 埼⽟
稲葉六郎 栃⽊
鈴⽊春吉 茨城
中村競 北海道
井上達⼆ 東京
中島与⼗ 東京
楠或承 ⼤阪
⼭中崔之 対メガネ問題 ⼤阪
塚本⼀郎 ⼤阪
⾺場治⽂ ⼤阪
⻄他⽯ ⼤阪
植村操 東京
⾺詰嘉吉 徳島
⼤橋孝平 東京
庄司義治 東京
井上正澄 学術、記録 東京
岡本功 学術、名簿 東京
芥川靖治 学術 東京

監事3名 瀬⽊本⽴ 愛知
中村康 静岡
須⽥経宇 東京

1954(昭29).9 〜1956(昭31).9



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⿊沢潤三 東京

副会⻑3名 髙橋豊三郎 京都
阿部哲男 宮城
清沢⼜四郎 福岡

理事⻑ 中泉正⾏ 総務、会計収⼊、編集 東京
常任理事10名 須⽥信濃夫 会計⽀出 東京

⼩暮⾏雄 健保 東京
⽔⾕丈夫 健保、庶務、編集 東京
河本正⼀ 会計⽀出、学術 東京
武笠清重 健保 東京
樋⼝良之助 健保、対メガネ問題 東京
菅⾕孝 東京
三⽥弘 ⽇医役員 東京
内海栄 ⽇医役員 神奈川
武本吉敏 対メガネ問題 千葉

理事31名 ⻑⾕川俊明 東京
初⽥荘吉 東京
宇⼭安夫 徳島
南熊太 福岡
倉知与志 ⽯川
鴻海蔵 千葉
川島真蔵 宮崎
楠元康雄 ⿅児島
町⽥昌直 ⾼知
畑⽂平 岡⼭
富井清 京都
梶川甚⼀ 兵庫
⼟屋忠衛 ⼭梨
秋⾕博愛 埼⽟
稲葉六郎 栃⽊
鈴⽊春吉 茨城
中村競 北海道
井上達⼆ 東京
中島与⼗ 東京
楠或承 ⼤阪
⼭中崔之 対メガネ問題 ⼤阪
塚本⼀郎 ⼤阪
⾺場治⽂ ⼤阪
⻄他⽯ ⼤阪
植村操 東京
⾺詰嘉吉 徳島
⼤橋孝平 東京
庄司義治 東京

井上正澄※1 学術、記録 東京
岡本功※1 学術、名簿 東京
芥川靖治※1 学術 東京

監事3名 瀬⽊本⽴ 愛知
中村康 静岡

湖崎清⼀※2 ⼤阪
須⽥経宇※2 東京

※1理事三⼈が1953年11⽉1⽇追加。
※2湖崎清⼀監事が1953年11⽉1⽇須⽥経宇に交代。

1951(昭26).10 〜1954(昭29).9

会⻑、監事は前年1951年10⽉28⽇に選出、ユニットは11⽉1⽇から。
顧問：⽯原忍、村上俊泰、井上誠夫、藤原謙造、中村⽂平
相談役：⽦⽥直太郎、⼭⽥永俊、辻本⾠之助、杉⽥直、⿅野武⼗、後藤貞雄、⾚塚寅之輔、光藤介



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ ⽯原忍 東京
理事⻑ 村上俊泰 東京

常任理事6名 ⻑⾕川俊明 東京
中島潮造 愛知
中村康 東京
⿊沢潤三 東京
藤平養三 千葉
湖崎清⼀ ⼤阪

理事26名 岩⻄利貞 ⼤阪
伊東弥恵治 千葉
稲富稔 京都
畑⽂平 岡⼭
⼤橋孝平 東京
⼤野六郎 福岡
⼩⼝忠太 愛知
鴻海蔵 千葉

⾼草⽊⼜吉郎 群⾺
辻本⾠之助 ⽯川
中島実 愛知
内⽥実 ⿅児島
内海栄 神奈川
植村操 東京
桑名義広 新潟
倉知与志 ⽯川
⼭中崔之 ⼤阪
駒井透 兵庫

⼩松初太郎 兵庫
近藤忠雄 東京
秋⾕博愛 埼⽟
佐藤⽂造 ⼤阪
佐藤秀太郎 神奈川
庄司義治 東京
⿅野武⼗ 東京
平⽥善太郎 ⼭形

1941(昭16).12 〜1942(昭17).12

副会⻑は⾼橋、⼩松の可能性が⾼いが、確認できない。
1942年12⽉6⽇国⺠医療法規制及び厚⽣省医務課の意向により解散。



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 須⽥卓爾※2 東京

副会⻑2名 髙橋豊三郎 京都
⼩松初太郎 兵庫

理事⻑ 村上俊泰 東京
常任理事7名 ⻑⾕川俊明 東京

⾼村隆 東京
後藤貞雄 東京

須磨達三郎 ※1 東京
菅⾕考 東京
初⽥荘吉 東京
⼩川勇平 東京
稲富稔※1 京都

理事16名 ⽯原忍 東京
⽯川弘哲※1 東京
⼤和⽥⾦三郎 栃⽊
⼩⼝忠太 愛知
鴻海蔵 千葉
⼤澤五⽉ 富⼭

⾼草⽊⼜吉郎 群⾺
中島潮造 愛知
中島實 愛知
向井⼀ ⼤阪
内⽥實 ⿅児島
桑名義廣 新潟
藤平養三 千葉
湖崎清⼀ ⼤阪
駒井透 兵庫
秋⾕博愛 埼⽟
有澤潤 ⼤阪
荒⽊稔 ⼤阪

佐藤秀太郎 神奈川
⿅野武⼗ 東京

1939(昭14).11 〜1941(昭16).12

※1⽯川弘哲理事と須磨達三郎常任理事の辞任(1940年11⽉12⽇)により稲富稔理事を新たに指名。
※2須⽥卓爾会⻑任期中1941年10⽉17⽇逝去。10⽉から12⽉までは会⻑不在



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 須⽥卓爾 東京

副会⻑2名 有沢潤 ⼤阪

髙橋豊三郎 京都

理事⻑ 村上俊泰 東京

常任理事7名 ⻑⾕川俊明 東京

⾼村隆 東京

後藤貞雄 東京

須磨達三郎 東京

菅⾕考 東京

初⽥荘吉 東京

⼩川勇平 東京
理事
16名

⽯原忍 東京

⿅野武⼗ 東京

⼩川博 静岡

向井⼀ ⼤阪

湖崎清⼀ ⼤阪

荒⽊稔 ⼤阪

佐藤秀太郎 神奈川

鴻海蔵 千葉

藤平養三 千葉

広⽥敏夫 東京

辻本⾠之助 ⽯川

⼤和⽥⾦三郎 栃⽊

中島潮造 愛知

秋⾕博愛 埼⽟

⼤澤五⽉ 富⼭

⽯川弘哲 東京

1937(昭12).12 〜1939(昭14).11



役職 ⽒名 担当 地区

会 ⻑ 須⽥卓爾 東京

副会⻑2名 市川清 京都

⼩⼝忠太 愛知

理事⻑ ⽯川弘哲※1 東京

村上俊泰※2 東京

理事14名 ⽯原忍 調査 東京

⽯津寛 庶務、記録、編纂 東京

⽯川弘哲※1 調査 東京

⼤和⽥⾦三郎 調査 栃⽊

⾼村隆 庶務、会計 東京

髙橋豊三郎 調査 京都

辻本⾠之助 調査 ⽯川

中島潮造 調査 愛知

村上俊泰 調査 東京

⼭県正雄 調査 ⼤阪

後藤貞雄 庶務、会計 東京

⿅野武⼗ 編纂 東京

広⽥敏夫 外交企画、記録 東京

須磨達三郎 外交企画、記録 東京

※1理事⻑は理事兼任。
顧問河本重次郎。
※2村上俊泰が1936年1⽉29⽇互選で理
事⻑就任。

1935(昭10).12 〜1937(昭12).12



役職 ⽒名 担当 地区

会 ⻑ 須⽥卓爾 東京

副会⻑2名 市川清 京都

⼩⼝忠太 愛知

理事⻑ ⽯川弘哲※1 東京

理事14名 ⽯原忍 調査 東京

⽯津寛 庶務、記録、編纂 東京

⽯川弘哲※1 調査 東京

⼤和⽥⾦三郎 調査 栃⽊

⾼村隆 庶務、会計 東京

髙橋豊三郎 調査 京都

辻本⾠之助 調査 ⽯川

中島潮造 調査 愛知

村上俊泰 調査 東京

⼭県正雄 調査 ⼤阪

後藤貞雄 庶務、会計 東京

⿅野武⼗ 編纂 東京

広⽥敏夫 外交企画、記録 東京

須磨達三郎 外交企画、記録 東京

※1理事⻑は理事兼任。

1933(昭8).12 〜1935(昭10).12



役職 ⽒名 担当 地区
会 ⻑ 須⽥卓爾 東京

副会⻑2名 ⼩⼝忠太 愛知

市川清※2 京都

理事⻑ ⼩川劔三郎 ※1 東京

理事15名 ⽯川弘哲 調査 東京

⽯原忍 調査 東京

市川清 京都

⼤和⽥⾦三郎 調査 栃⽊

後藤貞雄 庶務、会計、調査 東京

近藤鉢太郎 愛知

佐久間勝蔵 会計 東京

須磨達三郎 庶務、調査 東京

⾼村隆 庶務、会計、 東京

中泉⾏徳 調査 東京

⼭県正雄 ⼤阪

村上俊泰 調査 東京

髙橋豊三郎 調査 京都

辻本⾠之助 調査 ⽯川

広⽥敏夫 調査 東京

中島潮造※3 愛知

⿅野武⼗※3 東京

1931(昭6).12 〜1933(昭8).12

顧問河本重次郎。顧問甲野棐1932年10⽉14⽇に逝去。
※2市川清1932年11⽉3⽇に副会⻑に推薦。
※3中島潮造と⿅野武⼗が1932年11⽉20⽇付けで理事に追加。

※1⼩川劔三郎理事⻑は理事兼任。任期満了直後1933年12⽉25⽇に逝去。



役職 ⽒名 担当 地区

会 ⻑ 須⽥卓爾 東京

副会⻑2名 賀古桃次 愛知

内藤達 東京

理事⻑ ⼩川劔三郎 ※1 東京

理事15名 ⽯原忍 東京

⽯川弘哲 東京

市川清 京都

⼩川劔三郎 ※1 東京

⼤和⽥⾦三郎 栃⽊

⾼村隆 東京

堤友久※2 東京

中泉⾏徳 東京

村上俊泰 東京

近藤鉢太郎 愛知

佐久間勝蔵 東京

⼭県正雄 ⼤阪

後藤貞雄 東京

草間要 東京

須磨達三郎 東京

⽇本眼科医会創⽴総会は1930年11⽉23⽇開
顧問河本重次郎、甲野棐。
※1⼩川劔三郎理事⻑は理事兼任。
※2堤友久理事1931年12⽉4⽇に逝去。

1930(昭5).11 〜1931(昭6).12


	R2～3
	H30～R1
	H28～29
	H26～27
	H24～25
	H22～23
	H20～21
	H18～19
	H16～17
	H14～15
	H12～13
	H10～11
	H8～9
	H6～7
	H4～5
	H2～3
	S63～H1
	S61～62
	S59～60
	S57～58
	S56
	S55
	S53～54
	S51～52
	S49～50
	S47～48
	S45～46
	S43～44
	S41～42
	S41
	S39～40
	S37～38
	S35～36
	S33～34
	S31～32
	S29～30
	S27～28
	S16～17
	S14～16
	S12～14
	S10～12
	S8～10
	S6～8
	S5～6

