
令和4年9月末現在

■ 正会員

整理番号 氏名 現職等

1 天野　義文　　 山梨大学名誉教授

2 小宮　要　　 山梨大学名誉教授

3 鈴木　章方　　 山梨大学名誉教授

4 前田　秀一郎　 前山梨県総合理工学研究機構総長・前山梨大学学長

5 山坂　右内 （特非）made in Japan 製品愛好協会理事長

6 神宮寺　守 山梨大学名誉教授

7 功刀　能文 功刀技術士事務所所長

8 薬袋　勝 （社）山梨県食品衛生協会技術顧問

9 田中　収 大月短期大学名誉教授

10 平野　光昭 山梨医科大学名誉教授

11 村松　俊輔 元（株）テンヨ武田常務取締役

12 一宮　浩一 山梨大学名誉教授

13 功刀　利夫 山梨大学名誉教授

14 西條　隆繁 （学）自然学園理事長

15 鶴見　尚弘 （財）東洋文庫理事、横浜国立大学名誉教授、山梨県立大学名誉教授

16 小宮山　美弘 テクノ・サイエンスローカル代表

17 平岡　賢三 山梨大学クリーンエネルギー研究センター教授

18 山本　紘治 山梨英和高等学校講師

19 手塚　芳一 山梨大学非常勤講師

20 寺澤　郁夫 山梨県立甲府工業高等学校非常勤講師

21 亀井　忠文 山梨県立笛吹高等学校教諭

22 深澤　眞悟 山梨大学非常勤講師

23 岩附　正明 山梨大学名誉教授

24 渡辺  政廣 山梨大学名誉教授、特命教授

25 櫻井　孝美 画家、元日本大学芸術学部客員教授

26 山縣　然太朗 山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座教授

27 千葉　成宏 山梨厚生病院名誉院長

28 飯田　良直

29 望月　太 山梨県ワイン酒造組合顧問

30 林　滋子 山梨県立大学名誉教授

31 住吉　晃一 （株）住吉薬局代表取締役

32 尾崎　由基男 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授

33 濱田　良機 東京医療学院大学保健医療学部教授

34 増山　敬祐 諏訪中央病院耳鼻咽喉科部長

35 北原　哲夫 元山梨大学大学院医学工学総合研究部教授

36 武田　正之 山梨大学名誉教授、前山梨大学 理事・副学長・附属病院長

37 小林　哲郎 冲中記念成人病研究所所長

38 島田　眞路 山梨大学学長

39 加藤　良平 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授

40 内藤　統也 山梨学院大学経営学部教授
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41 森　幸也 山梨学院大学経営情報学部助教授

42 石山　謙 元山梨学院大学教授

43 浅川　秀哉 元山梨県立盲学校教頭

44 藤井　秀樹 山梨大学名誉教授・名誉参与

45 中村　友幸 （株）アイ・ビー・アイ応用キノコ研究所所長

46 芦沢　暁 山梨県立上野原高等学校教諭

47 眞浦　正徳 元山梨県総合農業試験場副場長

48 宮川　嘉彦 （株）クスリのサンロード企画室長

49 恩田　匠 山梨県産業技術センターワイン技術部長

50 市川　和規 東京大学大学院農学生命科学研究科植物医科学研究室特任教授

51 外川　高雄 山梨県総合農業技術センター専門員

52 長坂　克彦 山梨県農政部農業技術課主幹・普及指導員

53 上野　直也 山梨県総合農業技術センター栽培部長

54 對木　啓介 山梨県農政部食糧花き水産課課長補佐

55 千野　正章 山梨県中北農務事務所地域農政課課長

56 松下　浩一 山梨県畜産酪農技術センター研究管理幹

57 藤原　三知雄 元北里大学医療衛生学部助教授

58 戸澤　清茂 県立学校非常勤講師

59 阿部　正人 山梨県産業技術センター・甲府技術支援センター副センター長

60 兎束　保之

61 有田　順 神奈川県日本赤十字血液センター

62 近藤　英一 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授

63 河野　寛 山梨大学医学部医学工学総合研究部助教

64 古屋　長一 山梨大学名誉教授

65 風間　重雄 中央大学名誉教授・元山梨英和大学学長

66 熊坂　治 熊坂技術士事務所代表、東京農工大学客員教授

67 高橋　弘毅 東京都市大学大学院 総合理工学研究科・総合研究所 宇宙科学研究センター教授

68 中尾　篤人 山梨大学大学院総合研究部医学域教授

69 平田　修司 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授

70 大森　真紀子 山梨大学大学院総合研究部医学域准教授

71 中山　栄浩 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授

72 早川　正幸 山梨県立大学理事長・学長

73 杉山　俊幸 山梨大学名誉教授

74 柴田　尚 元山梨県森林総合研究所特任研究員

75 富田　晃 山梨県総合理工学研究機構・研究管理幹

76 黒澤　尋 山梨大学生命環境学部教授

77 熊田　伸弘 山梨大学 理事・副学長（学術研究・財務・施設・産学官連携）

78 風間　ふたば 山梨大学 理事・副学長（地域人材養成・男⼥共同参画）、地域人材養成センター長

79 清水　一彦 山梨大学 理事・副学長（企画・評価・内部統制）

80 笹本　憲男 健康科学大学理事長・総長
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81 土屋　幸治 甲府南ライフケアセンター施設長

82 袖山　政一 ソデヤマ醸造技術コンサル

83 本田　剛 山梨県総合農業技術センター主任研究員

84 中村　勇規 山梨大学大学院総合研究部医学域免疫学講座講師

85 近藤　尚己 京都大学大学院医学研究科社会疫学分野教授

86 土屋　治彦 山梨大学客員教授

87 寺本　勝寛 山梨県厚生連健康管理センター婦人科医、山梨県立中央病院顧問

88 鈴木　俊二 山梨大学大学院総合研究部教授

89 望月　和樹 山梨大学大学院総合研究部生命環境学域教授

90 三浦　正之 山梨県水産技術センター主任研究員

91 植田　郁生 山梨大学大学院医学工学総合研究部（工学部応用化学科）助教

92 中山　誠二 帝京大学文化財研究所客員教授

93 北原　正彦 元山梨県富士山科学研究所副所長・特別研究員

94 藤井　敏嗣 山梨県富士山科学研究所所長

95 寺田　英嗣 山梨大学大学院総合研究部教授

96 保坂　稔 健康科学大学副理事長

97 山本　泰宏 健康科学大学健康科学部教授

98 小沢　健一 健康科学大学健康科学部教授

99 志茂　聡 健康科学大学健康科学部准教授

100 田中　将志 健康科学大学健康科学部教授

101 望月　宗一郎 健康科学大学看護学部教授

102 山田　真衣 健康科学大学看護学部准教授

103 奥田　徹 山梨大学大学院総合研究部教授、ワイン科学研究センター長

104 若山　照彦 山梨大学大学院総合研究部生命環境学域教授、発生工学研究センター長

105 金丸　良雄 （医）恵信会恵信甲府病院薬剤部長

106 山下　篤哉 山梨大学大学院総合研究部講師

107 小俣　二也 富士厚生グループ会長

108 宮川　喜美惠

109 宮武　健治 山梨大学大学院総合研究部教授

110 新森　英之 山梨大学大学院総合研究部生命環境学域准教授

111 新谷　勝広 山梨県農政部担い手・農地対策課副主幹

112 大村　智　　 北里大学特別栄誉教授

113 名取　俊二　　 東京大学名誉教授

114 伏見　正則　　 東京大学名誉教授、南山大学名誉教授

115 乙黒　一彦

116 田沼　靖一 東京理科大学研究推進機構総合研究院教授

117 伊藤　俊洋 （一財）北里環境科学センター名誉顧問

118 花輪　壽彦 北里大学東洋医学総合研究所所長

119 矢崎　紘一 東京大学名誉教授

120 大村　泰三 三菱マテリアル（株）社友、（学法）開智学園理事
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121 藤江　邦男

122 小宮山　寛機 元（一財）北里環境科学センター所長

123 中野　洋文 東京工業大学化学生命科学研究所特別研究員

124 伊藤　佑子 創価大学名誉教授

125 泉　一郎 イズミインターナショナル（株）代表取締役会長

126 輿水　精一 サントリースピリッツ（株）名誉チーフブレンダー
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1 山梨学院大学　

2 （株）はくばく　

3 （株）甲府明電舎

4 （株）山梨中央銀行

5 （株）ＹＳＫ　ｅ－ｃｏｍ

6 東京エレクトロン　テクノロジーソリューションズ（株）

7 シミックホールディングス（株）

8 （株）ミラプロ

9 公益財団法人やまなし産業支援機構

10 山梨県商工会連合会

11 山梨県中小企業団体中央会

12 甲府商工会議所

13 （株）タンザワ

14 健康科学大学

15 （公財）山梨県青少年協会

■ 特別会員

整理番号 氏名 現職等

1 手島　俊樹 山梨県教育長

2 小林　厚 山梨県県民生活部長

■ 名誉会員

整理番号 氏名 現職等

1 吉田　洋二 （財）脳血管研究所美原記念病院理事 神経難病・認知症部門長

2 貫井　英明 山梨大学名誉教授
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社名等
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