
代議員信任および選出選挙の結果について（公示） 

 

 日本頭痛学会選挙管理委員長 北川 泰久 

日本頭痛学会代表理事 鈴木 則宏 

 

 2017年度代議員信任選挙の結果、以下の先生方が信任されました。ここにお知らせいたします。 

 

秋山 克徳 秋山 久尚 阿久津 二夫 浅野 賀雄 荒井 好範 

荒木 清 荒木 信夫 粟木 悦子 安藤 直樹 飯ヶ谷 美峰 

飯嶋 睦 飯塚 高浩 五十嵐 久佳 井川 雅子 池田 憲 

池田 尚人 池田 幸穂 石﨑 公郁子 井関 雅子 伊藤 康男 

伊藤 康幸 糸川 かおり 稲垣 美恵子 稲福 徹也 今井 明  

今井 昇 今村 佳樹 岩下 達雄 臼田 和弘 海野 佳子 

遠藤 基 大久保 誠二 大久保 毅 大熊 壮尚 太田 晃一 

大生 定義 大堀 展平 大和田 潔 尾崎 彰彦 郭 泰植  

片山 泰朗 桂 研一郎 加藤 裕司 神谷 達司 川井 元晴 

河村 満 神吉 理枝 神田 隆 菊井 祥二 木嶋 保  

北川 泰久 北原 功雄 北見  公一 北村 英二 北村 重和 

喜多村 孝幸 木築 裕彦 木村 眞司 木村 文治 吉良 潤一 

楠見 公義 工藤 雅子 桑澤 二郎 桑原 健太郎 古賀 道明 

後藤 淳 小林 士郎 小張 昌宏 小松本 悟 五味 愼太郎 

古和 久典 西郷 和真 佐々木 健 澤田 雅彦 塩屋 斉  

柴田 興一 柴田 護 柴田 靖 島津 智一 清水 利彦 

清水 俊彦 清水 優子 下田 雅美 下濱 俊 下村 登規夫  

白井 俊孝 白田 明子 末長 敏彦 杉本 秀芳 鈴木 康輔 

鈴木 重明 鈴木 則宏 鈴木 倫保 関 守信 高嶋 修太郎 

高瀬 靖 高橋 一司 高橋 牧郎 高橋 祐二 竹内 恵  

竹川 英宏 竹下 真一郎 竹島 多賀夫 立岡 良久 辰元 宗人 

田中 耕太郎 田中 真 田村 直俊 團野 大介 寺本 純  

寺山 靖夫 徳岡 健太郎 富岳 亮 冨田 裕 豊田 元哉 

中里 良彦 中島 健二 永関 慶重 永田 栄一郎 中野 俊也 

長光 勉 中村 雄作 西村 陽 西山 和利 仁平 敦子 

丹羽 潔 根来 清 野川 茂 萩原 万里子 端詰 勝敬 

橋本 しをり 橋本 洋一郎 長谷川 隆典 濱野 忠則 疋田 敏之 

平田 幸一 平山 晃康 福迫 俊弘 福田 倫也 藤木 直人 

藤田 仁志 藤沼 邦彦 前田 倫 増田 励 松田 博  



松村 明 松本 昌泰 松森 保彦 丸木 雄一 丸山 哲弘  

水野 裕司 溝井 令一 村田 顕也 村田 隆彦 村松 和浩 

目々澤 肇 門前 達哉 安島 英裕 栁澤 千秋 矢部 一郎 

山口 啓二 山口 智 山﨑 薫 山田 和男 山元 敏正 

山脇 健盛 横山 俊一 横山 雅子 吉内 一浩 吉田 一人 

米田 浩 梁 正淵 和嶋 浩一 渡邉 由佳 

（五十音順） 

 

また、過日行われました新任代議員選挙の結果、以下の先生方が選出されました。ここにお知らせし

ます。 

 

池田 耕一 五島 史行 山王 直子 下畑 享良 杉江 和馬 

鈴木 紫布 濱田 征宏 平井 利明 山中 岳 

（五十音順） 

 

以上 

 


