
     

日本てんかん学会 評議員（267 名） 

任期 2021 年 8 月 1 日から 2025 年 7 月 31 日 

     
北海道地区（16 名）    
油川陽子（内） 伊藤ますみ（精） 江川 潔（小） 江夏 怜（外） 鎌田恭輔（外） 

菅野 彩（外） 櫻井高太郎（精） 白石秀明（小） 須藤 章（小） 髙橋 悟（小） 

髙山留美子（小） 福村 忍（小） 三國信啓（外） 溝渕雅広（内） 宮本 環（精） 

矢口裕章（内）     

     
東北地区（13 名）    
植松 貢（小） 大沢伸一郎（外） 加藤量広（内） 亀井 淳（小） 沢石由記夫（小） 

神 一敬（内） 杉浦嘉泰（内） 中里信和（外） 中村和幸（小） 福與なおみ（小） 

宮田 元（基） 山本達也（小） 和田一丸（精）   

     
関東甲信越地区（112 名）    
赤松直樹（内） 朝山健太郎（精） 安部信平（小） 阿部裕一（小） 生田陽二（小） 

池谷直樹（外） 石田 悠（小） 伊藤 進（小） 稲次基希（外） 稲葉雄二（小） 

今高城治（小） 岩崎俊之（小） 岩崎信明（小） 岩崎真樹（外） 上原 平（内） 

宇佐美憲一（外） 浦 裕之（基） 榎園 崇（小） 大津真優（小） 岡崎光俊（精） 

緒方朋実（小） 小坂 仁（小） 落合 卓（外） 加賀佳美（小） 柿田明美（基） 

加藤昌明（精） 加藤光広（小） 金澤恭子（内） 金村英秋（小） 川合謙介（外） 

川上康彦（小） 菊池健二郎（小） 岸 泰宏（精） 北浦弘樹（基） 北澤 悠（内） 

國井尚人（外）  倉持 泉（精） 小泉慎也（小） 小一原玲子（小） 

小島華林（小） 小玉 聡（内） 後藤知英（小） 小林 悠（小） 小山隆太（基） 

齋藤貴志（小） 斎藤義朗（小） 坂内優子（小） 﨑山快夫（内） 白水洋史（外） 
 菅野秀宣（外） 杉山一郎（外） 須永茂樹（外） 曽根大地（精） 

髙木俊輔（精） 髙橋章夫（外） 高橋孝雄 （小） 太組一朗（外） 竹田加奈子（小） 

武内俊樹（小） 立澤賢孝（精） 田中 晋（精） 谷口 豪（精） 傳 和眞（内） 

露崎 悠（小） 寺田清人（内） 遠山 潤（小） 中川栄二（小） 中島 円（外） 

中野 仁（内） 中村範行（内） 中山智博（小） 西村光代（基）  

橋詰清隆（外） 長谷川大輔（基） 馬場信平（小） 浜野晋一郎（小） 林 雅晴（小） 

原 恵子（精） 原広一郎（精） 日暮憲道（小） 平野嘉子（小） 廣實真弓（基） 

福多真史（外） 福田光成（小） 福水道郎（小） 藤岡真生（精） 舟塚 真（小） 

前原健寿（外） 松浦隆樹（小） 松尾 健（外） 水野朋子（小） 三橋隆行（小） 

三牧正和（小） 宮島美穂（精） 三山佐保子（小） 宮本雅之（内） 宮本雄策（小） 

村田佳子（内） 村松一洋（小） 本橋裕子（小） 森田 洋（内） 森野道晴（外） 

山形要人（基） 山形崇倫（小） 山中 岳（小） 山内秀雄（小） 山野光彦（内） 

山本寿子（小） 吉野相英（精） 渡邊さつき（精） 渡辺好宏（小）  
 

    



東海北陸地区（31 名）    
荒木邦彦（内） 池田 仁（内） 池田浩子（小） 今井克美（小） 臼井直敬（外） 

榎日出夫（小） 太田穂高（小） 岡田元宏（精） 奥村彰久（小）  

久保田哲夫（小） 倉橋宏和（小） 近藤聡彦（外） 齋藤伸治（小） 佐藤慶史郎（内） 
 田所ゆかり（精） 寺田知新（基） 中村文裕（精） 夏目 淳（小） 

西田拓司（精） 福田冬季子（小） 福智寿彦（精） 藤谷 繁（外） 藤本礼尚（外） 

前澤 聡（外） 松平敬史（内） 宮 一志（小） 山川和弘（基） 山崎悦子（内） 

山本貴道（外） 米田 誠（内） 渡邊宏雄（小）   

     
近畿地区（43 名）    
荒木 敦（小） 池田昭夫（内） 宇田武弘（外） 沖永剛志（小）  

押野 悟（外） 影山恭史（内） 柏木 充（小） 加藤竹雄（小） 川崎 淳（精） 
 菊池隆幸（外） 貴島晴彦（外） 木下真幸子（内） 小出泰道（内） 

小林勝哉（内） 榊原崇文（小） 佐久間悟（小） 島川修一（小） 下竹昭寛（内） 

下野九理子（小）  鈴木保宏（小） 瀬戸俊之（小） 田中章浩（内） 

田中勝治（小） 田村健太郎（外） 千代延友裕（小） 辻富基美（精）  

鳥邊泰久（小） 中野直樹（外） 中野美佐（内） 青天目信（小） 西林宏起（外） 

西村 陽（小） 二宮宏智（外） 深尾憲二朗（精） 松本理器（内） 丸山あずさ（小） 

三枝隆博（内） 最上友紀子（小） 森本昌史（小） 柳原恵子（小） 山本 忍（精） 

吉田健司（小）     
 

    
中国四国地区（22 名）    
秋山倫之（小） 飯田幸治（外） 石川暢恒（小） 臼井大介（小） 梅岡秀一（外） 

遠藤文香（小） 大守伊織（小） 岡西 徹（小） 國枝武治（外） 小林勝弘（小） 

瀬島 斉（小） 東田好広（小） 中村 靖（精） 濱田文彦（小）  

藤井正美（外） 松本洋輔（精） 元木崇裕（小） 森 健治（小） 森 達夫（小） 

森 仁（内） 吉岡伸一（精） 若本裕之（小）   
 

    
九州地区（29 名）    
石田重信（精） 今村真一（外） 植田勇人（精） 大坪俊昭（外） 小川 厚（小） 

小野智憲（外） 鎌田崇嗣（内） 上田 徹（外） 吉良龍太郎（小） 後藤一也（小） 

酒井康成（小） 里 龍晴（小） 重藤寛史（内） 下野昌幸（小） 正崎泰作（内） 

高瀬敬一郎（内） 戸田啓介（外） 鳥巣浩幸（小） 花谷亮典（外） 廣中浩平（外） 

本田涼子（小） 前川敏彦（精） 松尾宗明（小） 丸山慎介（小） 迎 伸孝（外） 

本岡大道（精） 矢澤省吾（内） 安元佐和（小） 安元眞吾（精）  

     
海外（1 名）    
浅野英司（外）     
 

    
 


