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会長 徳田 禎久 

理事長 三瓶 広幸 

副理事長 岡田 憲明 

 

 

名誉研究員 

合原 一幸   東京大学生産技術研究所 教授 

飯島 勝矢 東京大学高齢社会総合研究機構 教授 

石井 苗子 参議院議員、女優/保健学博士 

伊藤 健吾 独立行政法人国立長寿医療研究センター 治験・臨床研究推進センター長 

海原 純子   日本医科大学健診医療センター 特任教授 

遠藤 英俊 独立行政法人国立長寿医療研究センター 長寿医療研修センター長 

小笠原 克彦 北海道大学大学院保健科学研究院 教授 

黒岩 祐治 神奈川県知事  

坂口 力 元厚生労働大臣/元衆議院議員  

高久 史麿 公益社団法人地域医療振興協会 会長 

高橋 秀実 日本医科大学付属病院東洋医学科 大学院教授 

武田 雅俊 学校法人河﨑学園認知予備力研究センター長 

津金 昌一郎 国立がん研究センター社会と健康研究センター長 

徳田 禎久   社会医療法人禎心会 理事長 

内藤 善哉 日本医科大学病理学（統御機構・腫瘍学）大学院教授 

中原 英臣 学校法人新渡戸文化短期大学 名誉学長 

信川 益明   医療法人社団千禮会 理事長 

堀田 力 公益財団法人さわやか福祉財団会長・弁護士 

増野 充洋   画人 



武藤 正樹 国際医療福祉大学大学院 教授 

本川 達雄 東京工業大学動物生理学 名誉教授 

横倉 義武   公益社団法人日本医師会 会長 

Xiao qi wu カナダ未病研究所 支部長 

   

 

客員研究員 

【北海道地区】 

野村 達史 札幌白石記念病院脳血管内治療センター長 

山田 勝久 北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野 医員 

【東北地区】 

濃沼 信夫 東北医科薬科大学医学部 教授 

宮澤 陽夫 東北大学未来科学技術共同研究センター 名誉教授 

山内 英生 国立病院機構仙台医療センター 名誉院長 

【信越・北陸地区】   

新藤 隆行 信州大学大学院医学系研究科循環病態学講座 教授 

永井 正則   健康科学大学福祉心理学科 特任教授 

林 琢磨 信州大学医学部産科婦人科学教室 特任教授 

松田 美穂 社会福祉法人ジェロントピア新潟 理事長 

【東海地区】 

駒村 和雄 国際医療福祉大学熱海病院 病院教授 

山本 裕之 静岡大学保健センター 所長・教授 

【関東地区】 

飯沼 利光 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座 教授 

石神 昭人 東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長 

糸日谷 秀幸 株式会社アルゴ 顧問 

岡田 嘉仁 明治薬科大学天然薬物学教室 名誉教授 

大塚 俊昭 日本医科大学衛生学公衆衛生学教室 准教授 

織茂 智之 公立学校共済組合関東中央病院神経内科 統括部長 

加藤 活人 日本医科大学衛生学公衆衛生学教室 助教   

栗原  毅 栗原クリニック東京・日本橋 院長 

小池 弘人 小池統合医療クリニック 院長 

後藤 一 わかくさ薬局 管理薬剤師 

西城 由之   日本医科大学衛生学公衆衛生学教室 

坂本 愛子 東京大学保健健康推進本部 

志賀 道夫   文教大学健康栄養学部 講師 



篠原 優貴子  東京医科歯科大学歯学部付属病院歯科心身医学分野 

菅谷 量俊 日本医科大学多摩永山病院薬剤部 副薬剤部長 

鈴木 正彦 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター神経内科 診療部長 

髙山 美智代 慶應義塾大学病院予防医療センター 助教 

千葉 知宏 杏林大学医学部病理学教室 講師 

戸塚 輝治 百草園駅前クリニック 院長 

永井 久美子 杏林大学医学部高齢医学教室 

長岡 功 順天堂大学医学部生化学・生体防御学 教授 

中島 円 順天堂大学脳神経外科学講座 准教授 

中山 智祥 日本大学医学部病態病理学系臨床検査医学分野 教授 

西山 康裕   日本医科大学付属病院神経脳血管内科 准教授 

根本 勺 医療法人社団成守会はせがわ病院泌尿器科 

野嶽 勇一   東京工科大学応用生物学部生化学研究室 教授 

萩原 万里子 都立大塚病院内科（神経内科）医長 

古川 令 古川リサーチ＆コンサルティング 代表 

細見 真司   デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

本間 康一郎 慶應義塾大学医学部救急医学教室 専任講師 

真野 俊樹 多摩大学統合リスクマネジメント研究所医療ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ 特任教授 

丸山 智規 三井情報株式会社総合研究所 R＆D センター ﾁｰﾌﾘｻｰﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

村賀 香名子  日本医科大学付属病院神経脳血管内科 助教 

矢久保 修嗣 明治薬科大学臨床漢方研究室 教授 

山村 憲 みずほ健康保険組合内幸町健康開発センター 所長 

吉野 鉄大 慶應義塾大学医学部漢方医学センター 特任講師 

李 卿     日本医科大学付属病院リハビリテーション科 専修医 

渡辺 玲    国家公務員共済組合連合会東京共済病院脳神経外科 部長 

近藤 春美 日本大学生物資源科学部 専任講師 

中島 滋 文教大学 副学長 

萩原 啓実 桐蔭横浜大学 医用工学部 教授 

五十嵐 一衛 株式会社アミンファーマ研究所 代表取締役社長 

植村 武史   株式会社アミンファーマ研究所 主任研究員 

河野 貴美子 国際総合研究機構 副理事長 

三枝 英人 東京女子医科大学八千代医療センター耳鼻咽喉科 診療科長・講師 

亦野 文宏 日本医科大学千葉北総病院脳神経外科 助教  

山本 幹男 国際総合研究機構／国際生命情報科学会 理事長 

石原 美弥 防衛医科大学校医用工学講座 教授 

周東 寛 医療法人健身会南越谷健身会クリニック 院長 



柿崎 暁 群馬大学医学部附属病院消化器・肝臓内科 診療准教授 

田中 喜代次 株式会社 THF 代表取締役 

森下 義幸 自治医科大学附属さいたま医療センター総合医学第１講座（腎臓内科）  

教授 

浜田 俊幸 国際医療福祉大学薬学部 准教授 

【近畿地区】 

石井 秀始 大阪大学大学院医学系研究科疾患ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学共同研究講座 特任教授 

井戸 由美子  梅花女子大学食文化学部管理栄養学科 教授 

久城 英人   （財）教育文化研究所 主任研究員 

米虫 敦 関西医科大学総合医療センター放射線科 診療講師 

永尾 暢夫 元神戸常盤大学客員教授・元神戸学院大学客員教授 

一杉 正仁 滋賀医科大学医学部社会医学講座法医学部門 教授 

【中国地区】 

岡本 希    国立大学法人兵庫教育大学大学院学校教育研究科 准教授 

木平 孝高   福山大学薬学部 講師 

重村 克巳 神戸大学泌尿器科・保健学科 准教授  

新村 健 兵庫医科大学内科学総合診療科 主任教授 

工田 昌也 広島大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 診療准教授 

長嶺 敬彦   三光舎 所長 

和田 健太朗  医療法人社団日本鋼管福山病院透析センター長 

【四国地区】 

粟飯原 賢一 徳島大学大学院医歯薬学研究部糖尿病代謝疾患治療医学分野 特任教授

池田 康将 徳島大学大学院医歯薬学研究部薬理学分野 准教授 

堀ノ内 裕也  徳島大学大学院医歯薬学研究部薬理学分野 助教 

松田 陽子 国立大学法人香川大学医学部医学科病理病態・生体防御講座 教授 

吉田 守美子 徳島大学大学院医歯薬学研究部血液内分泌代謝内科学 講師   

【九州地区】 

足達 寿 久留米大学医学部地域医療連携講座 教授 

上野 浩晶 宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野 学部講師 

周 建融 崇城大学薬学科微生物学研究室 助教 

松井 孝憲   久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学講座 講師 

丸山 徹 九州大学キャンパスライフ・健康支援センター長 

丸山 征郎 鹿児島大学医学部システム血栓制御学 特任教授 

森  望 長崎大学医学部神経形態学（解剖学第一）教室 教授 

山本 英一郎 熊本大学医学部附属病院循環器内科 診療講師 

 



博慈会研究員   

青栁 訓子   長寿リハビリテーション病院看護部部長 

荒井 優子 博慈会記念総合病院臨床検査科科長 

大木 琴美 博慈会記念総合病院形成外科部長  

飯塚 雄俊 博慈会記念総合病院小児科部長  

飯野 伸子 博慈会高等看護学院副学院長  

猪股 出 長寿リハビリセンター病院部長  

大沢 弘和 博慈会腎クリニック院長 

岡田 憲明 博慈会記念総合病院院長  

長田 祐二 博慈会記念総合病院副院長  

小川 剛 長寿リハビリテーション病院  

沖野 哲也 博慈会記念総合病院外科部長 

小倉 篤 長寿リハビリセンター病院院長  

小倉 忍 博慈会記念総合病院麻酔科部長  

越智 徹哉 博慈会財務局情報管理課課長  

木村 智    博慈会財務局経営企画部部長   

駒場 祐一   博慈会記念総合病院第五内科部長 

斎藤 郁夫   博慈会記念総合病院薬剤部部長 

酒井 修 博慈会記念総合病院放射線技術部技師長  

榊原 桂太郎  博慈会記念総合病院第一内科部長 

佐藤 俊    博慈会記念総合病院脳神経外科部長 

塩路 豪 博慈会記念総合病院泌尿器科部長  

島村 好一 博慈会総務局局長 

清水 道生   博慈会記念総合病院病理診断センターセンター長 

白井 將文 博慈会顧問 

瀬田 健一 長寿リハビリセンター病院名誉院長 

園山 智生   博慈会記念総合病院歯科口腔外科部長 

滝 保彦 博慈会記念総合病院第二内科部長 

武下 裕 博慈会記念総合病院リハビリテーション科科長 

竹中 圭 博慈会記念総合病院副院長 

田島 剛 博慈会記念総合病院副院長 

辰口 俊夫 博慈会記念総合病院医療安全管理室室長 

田中 邦夫 博慈会記念総合病院第三内科  

冨川 節子 博慈会記念総合病院顧問 

平澤 泰宏 博慈会記念総合病院第三内科部長 

福永 毅    博慈会記念総合病院放射線科部長 



藤平 りつ   博慈会記念総合病院栄養科科長 

星野 瑞 博慈会記念総合病院副院長 

三浦 加代子 博慈会記念総合病院看護部部長 

三宅 一昌   博慈会記念総合病院健康管理センターセンター長 

杢野 恵理子  博慈会記念総合病院耳鼻咽喉科部長 

森  聖 博慈会記念総合病院整形外科部長 

吉村 和泰 博慈会記念総合病院副院長 


