
以下の選挙結果報告掲載が遅れておりました。 

お詫び申し上げます。 

       日本臨床神経生理学会 

       理事長 飛松省三 

 

 

 

代議員選挙結果報告 

 

2017年4月23日付（2016年度第2回理事会開催時）で、選挙管理委員会（寺尾安生委員長）から当学会

の飛松省三理事長に、2017年度（平成29年度）代議員選挙の結果が報告されました。 

代議員から推薦された候補者について代議員選出規程に従って選挙を行なった結果、以下の方々に次

期代議員（2017年度からの任期4年）をお願いすることになりましたのでお知らせいたします。 

 

日本臨床神経生理学会 

理事長 飛松 省三 

 

 

（再任 149名） 

相原 正男, 赤松 直樹, 阿部 和夫, 安藤 宗治, 飯嶋 睦, 池田 昭夫, 

生駒 一憲, 石井 良平, 石郷 景子, 石束 嘉和, 出江 紳一, 磯谷 俊明, 

稲垣 真澄, 井上 雄一, 今井 富裕, 伊良皆 啓治, 岩崎 真樹, 岩波 明, 

上坂 義和, 植松 明和, 魚住 武則, 鵜飼 聡, 宇川 義一, 牛田 享宏, 

内山 真, 浦崎 永一郎, 榎 日出夫, 大島 秀規, 太田 克也, 大田 哲生, 

大府 正治, 岡崎 慎治, 岡崎 光俊, 岡島 康友, 緒方 勝也, 小川 潤, 

尾﨑 勇, 長田 美智子, 鬼塚 俊明, 加賀 佳美, 鏡原 康裕, 柿木 隆介, 

笠井 清登, 梶 龍兒, 片山 雅史, 加藤 昌明, 金村 英秋, 叶内 匡, 

亀井 聡, 川端 茂徳, 鬼頭 伸輔, 木下 利彦, 木下 真幸子, 木村 真人, 

桐野 衛二, 栗田 正, 黒川 勝己, 桑原 聡, 軍司 敦子, 小池 敏英, 

幸原 伸夫, 神山 潤, 国分 則人, 後藤 純信, 小長井ちづる, 小林 勝弘, 

小森 哲夫, 才藤 栄一, 齋藤 貴徳, 酒田 あゆみ, 坂本 崇, 佐々木 一朗, 

佐々木 達也, 重藤 寛史, 清水 俊夫, 勝二 博亮, 白石 秀明, 杉 剛直, 

杉山 邦男, 鈴木 保巳, 園生 雅弘, 髙橋 修, 髙橋 正紀, 髙松 直子, 

武内 俊次, 立花 直子, 谷口 愼一郎, 千葉 茂, 寺尾 安生, 寺田 清人, 

寺田 信一, 峠 哲男, 時村 洋, 飛松 省三, 内藤 寛, 中里 信和, 

中島 亨, 長田 乾, 長峯 隆, 中村 雄作, 西田 茂人, 西谷 信之, 

入戸野 宏, 音成 龍司, 根津 敦夫, 野寺 裕之, 信田 進吾, 橋詰 清隆, 

橋本 隆男, 長谷 公隆, 畑中 裕己, 花島 律子, 原 恵子, 原 元彦, 

平田 幸一, 晝間 臣治, 廣田 伸之, 深谷 親, 福田 一彦, 福田 正人, 

藤井 正美, 渕上 達夫, 寳珠山 稔, 星田 徹, 前原 健寿, 正門 由久, 

増村 年章, 松島 英介, 松本 理器, 丸田 雄一, 三木 研作, 三澤 園子, 



美馬 達哉, 宮内 哲, 宮島 美穂, 村岡 慶裕, 目崎 高広, 森岡 隆人, 

矢部 博興, 山内 孝治, 山口 修平, 山﨑 まどか, 山本 貴道, 横田 隆徳, 

吉永 治美, 吉野 相英, 吉村 匡史, 里宇 明元, 和坂 俊昭 

 

 

（新任 基礎系 7名） 

伊賀崎 伴彦、牛場 潤一、岡本 秀彦、木田 哲夫、松橋 眞生、水野（松本） 由子、安元 佐和 

 

（新任 臨床系 41名） 

神経内科（13名）  

阿部 達哉、和泉 唯信、植木 美乃、榎本 博之、大石 知瑞子、澤本 伸克、神 一敬、関口 兼司、 

塚本 浩、津田 笑子、村瀬 永子、矢澤 省吾、山野 光彦 

 

精神科（5名） 

志賀 哲也、武井 雄一、西田 圭一郎、平野 羊嗣、松岡 貴志 

 

リハビリテーション科（3名） 

児玉 三彦、花山 耕三、藤原 俊之 

 

小児科（3名） 

岡西 徹、久保田 雅也、夏目 淳 

 

脳神経外科（2名） 

川合 謙介、三國 信啓 

 

整形外科（1名） 

長谷川 和重 

 

検査科（9名） 

赤座 美穂、板倉 毅、木﨑 直人、坂下 文康、原 悦子、八木 和広、谷中 弘一、山本 雅史、 

湯本 真人 

 

その他（5名） 

川口 昌彦、鈴木 俊明、中川 雅文、花川 隆、村木 久恵 

 

（以上197名 再任/新任専門分野別・五十音順 敬称略） 


