
名誉会員   鴻 重義       浅野 尚   金子敏郎       鎌田慶市郎     神田 敬    熊谷昌悌 

小松崎 篤     今野昭義     高津忠夫       武宮三三      橘 昌孝     林崎勝武  

吉井 功 

 

顧  問     浅野   尚     神田  敬     小松崎篤     島田哲男      原田勇彦       馬場俊吉     

山本昌彦    岡本美孝   中島庸也      

  

日耳鼻参与  浅野 尚    岡本美孝   神田 敬    工藤典代   馬場俊吉     山本昌彦 

 

日耳鼻代議員（2021・2022年度）  

浅野貴徳   飯村慈朗    小林俊樹   永田博史   野口佳裕   

花澤豊行   肥後隆三郎   日野 剛   松浦一登 

 

医会長      永田博史  

 

Ⅰ．千葉県地方部会役員（2021・2022年度）； 部会長・副部会長・理事および職務分担・監事       

部 会 長    花澤豊行 

副部会長   工藤典代   …保険医療・学校保健・福祉医療 

永田博史  …学術・総務・庶務・経理・広報 

鈴木雅明  …専門医制度・医事問題・産業環境保健 

総務・庶務   吉田友英  米倉修二  浅野貴徳   

経   理   藤原 剛  杉本 晃 

広   報   大塚雄一郎 野村知弘 

専門医制度   松浦一登  飯村慈朗 

学   術   根本俊光  岡野光博 

保 険 医 療     角南滋子  鈴木誉 

産業・環境保健 日野 剛  渋谷真理子 

福祉医療（成人・老年）  吉田耕   津田豪太    

    （乳幼児医療）  仲野敦子  野口佳裕 

学 校 保 健     小松健祐  鎌田喜博 

医 事 問 題     中原 学  大塚雄一郎 

監     事      鈴木晴彦  沼田 勉 

オブザーバー  小林俊樹  肥後隆三郎  関田恭子 

 

Ⅱ． 千葉県地方部会代議員（2022・2023年度） 

 

東葛北部   池松武臣  磯山恭子  グンドゥ・メーメット  小林俊樹  冨田俊樹   林 隆一   

藤原 剛  松浦一登  吉田隆一 

東葛南部   有本昇平  飯村慈朗  大川 徹  小林皇一  三枝英人  角南滋子   鈴木晴彦   



沼田 勉     肥後隆三郎   藤巻 豊    古川正幸   渡邊 荘   

千葉・開業  折原廣己   工藤典代   鎌田喜博   小松健祐   仲野公一   前田陽一郎  

千葉・医育  鈴木猛司   花澤豊行   山﨑一樹  米倉修二 

千葉・病院・その他  大塚雄一郎  渋谷真理子   杉本  晃   仲野敦子  永田博史 

印旛・山武  太田 康   岡野光博   小町太郎  鈴木光也   津田豪太   根本俊光   

 野口佳裕   日野 剛   吉田友英 

香取・海匝  浅野貴徳   石原靖章 

夷隅・長生・市原  鈴木雅明  藤川 陽  吉岡克己  和田二郎 

君津・安房  鮎澤溶一   小関洋男  中原 学 

 

 ●委員長  ○副委員長 

Ⅲ．学術委員 

（担当理事  根本俊光 岡野光博） 

永田博史  ●飯村慈朗   小林俊樹   花澤豊行   三枝英人   鈴木雅明       鈴木光也   

○肥後隆三郎  野口佳裕  小町太郎 

 

Ⅳ．保険医療委員 

（担当理事  角南滋子   鈴木誉） 

有本友季子  大塚雄一郎  鎌田喜博    上久保出     工藤典代     小関洋男     小町太郎       

小林優子     佐々木慶太   新見将泰      杉田佳信      鈴木晴彦      沼田 勉    野村知弘    

〇野本  実    花澤豊行    林  隆一      林崎勝武    ●日野 剛     藤川陽     山越隆行      

吉田友英     米倉修二    山本陛三朗 

 

Ⅴ．産業・環境保健委員 

（担当理事 日野剛  渋谷真理子） 

折原廣己  角南滋子    寺田修久  ●吉田泰行  藤川陽 

 

Ⅵ．乳幼児医療委員 

（担当理事  仲野敦子  野口佳裕） 

１）銚子市 旭市 匝嵯市 

  石原靖章 

２）香取市 印西市 成田市 

  土屋英明   久家純子  山本陛三朗 

３）茂原市・長生郡 山武市 勝浦市 いすみ市 

  矢原三十美  小林正 

４）市原市 千葉市 八千代市 

  ●有本友季子  工藤典代    小松健祐   小坂和己  野村知弘 

５）野田市 柏市 流山市 松戸市 我孫子市 

  高石秀峰   

６）市川市 浦安市 船橋市 鎌ヶ谷市 習志野市 



  大川 徹  角谷明子  〇内藤義弘   

Ⅶ．成人・老年医療委員 

 （担当理事  吉田耕  津田豪太） 

  浅野貴徳    鈴木猛司   ●関田恭子    武藤博之     

 

Ⅷ．学校保健委員 

（担当理事 小松健祐  鎌田喜博） 

１）銚子市 旭市 匝嵯市 

  石原靖章 

２）香取市 印西市 成田市 

  浅野 尚（相談役）  土屋英明 

３）茂原市・長生郡 山武市 勝浦市 いすみ市 

  矢原三十美 

４）市原市 千葉市 八千代市 

  神田敬（相談役）   仲野敦子   ●前田陽一郎  小坂和己  折原廣己  和田二郎 

５）野田市 柏市 流山市 松戸市 我孫子市 

  高石秀峰   

６）市川市 浦安市 船橋市 鎌ヶ谷市 習志野市 

  大川徹    角谷明子  内藤義弘  山本耕司 

 

Ⅸ．医事問題委員 

（担当理事 中原学 大塚雄一郎） 

  太田 康   ●兼坂俊章   小町太郎    橘 昌利  山﨑一樹 

 

Ⅹ．広報ホームページ委員 

（担当理事 大塚雄一郎 野村知弘） 

  永田博史  土井勝之 

 

Ⅺ．日本耳鼻咽喉科学会委員会委員 

  保険医療  山本昌彦（令和２・３年度）  花澤豊行（令和２・３年度） 

  学校保健  仲野敦子（令和２・３年度） 

 

Ⅻ．日耳鼻学会・医会連携会議 

  永田博史 

 

ⅩⅢ．千葉県補聴器キーパーソン 

 

  関田恭子 

 


