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2021年7月8日現在

氏名 所属機関

相田 潤 東京医科歯科大学

阿江 竜介 自治医科大学

朝倉 敬子 東邦大学

浅山 敬 帝京大学

足達 寿 久留米大学

有馬 久富 福岡大学

安藤 富士子 愛知淑徳大学

伊木 雅之 近畿大学

池田 奈由 国立医薬基盤・健康・栄養研究所

石川 鎮清 自治医科大学 情報センター

石川 秀樹 京都府立医科大学

石崎 達郎 東京都健康長寿医療センター研究所

石原 淳子 麻布大学

磯  博康 大阪大学

伊藤 秀美 愛知県がんセンター

伊藤 弘明 順天堂大学

伊藤 ゆり 大阪医科薬科大学

井上 茂 東京医科大学

井上 真奈美 国立がん研究センター

井原 一成 弘前大学

今中 雄一 京都大学

今野 弘規 大阪大学

今村 晴彦 東邦大学

岩崎 基 国立がん研究センター

上田 佳代 京都大学

植田 紀美子 大阪母子医療センター

上原 里程 京都府立医科大学

上村 浩一 兵庫県立大学

鵜川 重和 大阪市立大学

内田 満夫 群馬大学　

漆原 尚巳 慶應義塾大学

江口 依里 福島県立医科大学

遠藤 香 共立女子大学

遠藤 源樹 順天堂大学



氏名 所属機関

大木 いずみ 埼玉県立大学

大久保 孝義 帝京大学

大澤 正樹 盛岡つなぎ温泉病院

太田 晶子 埼玉医科大学

太田 充彦 藤田医科大学

大塚 俊昭 日本医科大学

大塚 礼 国立長寿医療研究センター

大西 一成 聖路加国際大学

大西 浩文 札幌医科大学

大庭 志野 群馬大学

大平 哲也 福島県立医科大学

大藤 さとこ 大阪市立大学

大矢 幸弘 国立成育医療研究センター

岡村 智教 慶應義塾大学

岡本 希 兵庫教育大学

尾崎 米厚 鳥取大学

小笹 晃太郎 放射線影響研究所

尾島 俊之 浜松医科大学

尾瀬 功 愛知県がんセンター研究所

小野 玲 神戸大学

柿崎 真沙子 名古屋市立大学

片野田 耕太 国立がん研究センター

片山 佳代子 群馬大学

門田 文 滋賀医科大学

角谷 寛 滋賀医科大学

金子 聰 長崎大学

釜野 桜子 徳島大学

萱場 一則 (前)埼玉県立大学

苅田 香苗 杏林大学

川合 紗世 愛知医科大学

川上 憲人 東京大学

川崎 良 大阪大学

川戸 美由紀 藤田医科大学

神田 秀幸 岡山大学

菊池 宏幸 東京医科大学

菊谷 昌浩 帝京大学

北村 明彦 八尾市保健所健康まちづくり科学センター

喜多村 祐里 大阪市こころの健康センター



氏名 所属機関

木津喜 雅 東京医科歯科大学

木村 朗 群馬パース大学

木村 安美 九州大学

清原 裕 久山生活習慣病研究所

栗木 清典 静岡県立大学

栗山 進一 東北大学

栗山 長門 静岡社会健康医学大学院大学

黒沢 美智子 順天堂大学

桑原 恵介 帝京大学

顧 艶紅 大阪医科大学

甲田 勝康 関西医科大学

郡山 千早 鹿児島大学

小久保 喜弘 国立循環器病研究センター

小嶋 雅代 国立長寿医療研究センター

小島原 典子 静岡社会健康医学大学院大学

後藤 温 横浜市立大学

後藤 あや 福島県立医科大学

小橋 元 獨協医科大学

小林 澄貴 北海道大学

近藤 克則 千葉大学　予防医学センター

崔 仁哲 大阪大学

西條 泰明 旭川医科大学

斎藤 民 国立長寿医療研究センター

斉藤 雅茂 日本福祉大学

西連地 利己 獨協医科大学

佐伯 圭吾 奈良県立医科大学

坂本 なほ子 東邦大学　

櫻井 勝 金沢医科大学

佐田 文宏 中央大学

佐藤 恭子 大阪市立大学

佐藤 眞一 千葉県衛生研究所

佐藤 俊哉 京都大学

佐藤 倫広 東北医科薬科大学

澤田 典絵 国立がん研究センター

山海 知子 筑波大学

柴崎 智美 埼玉医科大学

志摩 梓 滋賀医科大学 / (株)平和堂

島 正之 兵庫医科大学



氏名 所属機関

島井 哲志 関西福祉科学大学

島津 太一 国立がん研究センター

島ノ江 千里 佐賀大学医学部附属病院

下方 浩史 名古屋学芸大学

鄭 丞媛 新見公立大学

白井 こころ 大阪大学

新城 正紀 沖縄大学

須賀 万智 東京慈恵会医科大学

菅原 由美 東北大学

杉山 大典 慶應義塾大学

鈴木 康司 藤田医科大学

鈴木 孝太 愛知医科大学

鈴木 貞夫 名古屋市立大学

関根 道和 富山大学

曽根 稔雅 福島県立医科大学

曽根 博仁 新潟大学

園田 奈央 大阪府立大学

祖父江 友孝 大阪大学

高倉 実 琉球大学

高嶋 直敬 近畿大学

高地 リベカ 奈良女子大学

高橋 秀人 国立保健医療科学院

高橋 美保子 埼玉医科大学

高橋 由光 京都大学

竹内 文乃 慶應義塾大学

竹内 研時 名古屋大学

竹上 未紗 国立循環器病研究センター

嶽崎 俊郎 鹿児島大学

竹島 太郎 福島県立医科大学

武林 亨 慶應義塾大学

辰巳 友佳子 帝京大学

立道 昌幸 東海大学

田中 景子 愛媛大学

田中 恵太郎 佐賀大学

田中 佐智子 京都大学

田中 純子 広島大学 

田邊 直仁 新潟県立大学

谷川 武 順天堂大学



氏名 所属機関

田淵 貴大 大阪国際がんセンター

玉腰 暁子 北海道大学

玉腰 浩司 名古屋大学

丹野 高三 岩手医科大学

津金 昌一郎 国立がん研究センター

月野木 ルミ 東京医科歯科大学

堤 明純 北里大学

坪井 聡 福島県立医科大学

坪田（宇津木）恵 岩手医科大学

土井 由利子 国立保健医療科学院

冨岡 公子 奈良県立医科大学

内藤 真理子 広島大学

中川 弘子 名古屋市立大学

中田 由夫 筑波大学

中野 裕紀 福島県立医科大学

中村 和利 新潟大学

中村 桂子 東京医科歯科大学

中村 幸志 琉球大学

中村 晴信 神戸大学

中村 美詠子 浜松医科大学

中村 保幸 山科武田ラクト健診センター

中谷 直樹 東北大学東北メディカル・メガバンク機構

中山 健夫 京都大学

西 大輔 東京大学

西 信雄 国立医薬基盤・健康・栄養研究所

西田 裕一郎 佐賀大学

西野 善一 金沢医科大学

西山 毅 名古屋市立大学

西脇 祐司 東邦大学

二宮 利治 九州大学

野島 正寛 東京大学医科学研究所

野田 愛 順天堂大学

野田 光彦 国際医療福祉大学市川病院

野村 恭子 秋田大学

橋本 修二 藤田医科大学

長谷川 毅 昭和大学

秦 淳 九州大学

馬場 幸子 大阪大学
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濱島   ちさと 帝京大学

早坂 信哉 東京都市大学

林 邦彦 群馬大学

林 朝茂 大阪市立大学

原 梓 慶應義塾大学

原 めぐみ 佐賀大学

原田 成 慶應義塾大学

東 尚弘 国立がん研究センター

東山 綾 和歌山県立医科大学 

菱田 朝陽 名古屋大学

平田 匠 北海道大学

廣川 空美 梅花女子大学

福島 教照 東京医科大学

福島 若葉 大阪市立大学

藤枝 恵 保健医療経営大学

藤田 裕規 近畿大学

藤野 善久 産業医科大学

藤原 和哉 新潟大学

藤吉 朗 和歌山県立医科大学

藤原 武男 東京医科歯科大学

古田 美智子 九州大学

寳澤 篤 東北大学　東北メディカルメガバンク機構

細野 覚代 国立がん研究センター

堀川 千嘉 新潟県立大学

本庄 かおり 大阪医科薬科大学

馬 恩博 福島県立医科大学

松井 健志 国立がん研究センター

松尾 恵太郎 愛知県がんセンター研究所

松下 由実 国立国際医療研究センター

三浦 克之 滋賀医科大学

三重野 牧子 自治医科大学

溝田 友里 国立がん研究センター

道川 武紘 東邦大学

南 優子 大崎市民病院

宮川 尚子 慶應義塾大学

三宅 吉博 愛媛大学

宮野 伊知郎 高知大学

宮松 直美 滋賀医科大学
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宮本 恵宏 国立循環器病研究センター

村上 義孝 東邦大学

村木 功 大阪大学

目時 弘仁 東北医科薬科大学

森 満 北海道千歳リハビリテーション大学

森田 明美 三重大学

森田 学 岡山大学

森本 明子 大阪府立大学

安村 誠司 福島県立医科大学

八谷 寛 名古屋大学

野内 英樹 複十字病院

山縣 然太朗 山梨大学

山岸 良匡 筑波大学

山地 太樹 国立がん研究センター

山田 宏哉 藤田医科大学　

山田 正明 富山大学

山本 精一郎 国立がん研究センター

山本 洋介 京都大学

横川 博英 順天堂大学

横道 洋司 山梨大学

横山 美江 大阪市立大学

吉池 信男 青森県立保健大学

吉岡 英治 旭川医科大学

由田 克士 大阪市立大学

吉村 健清 (名誉会員）

吉村 典子 東京大学

林 櫻松 愛知医科大学

若井 建志 名古屋大学

鷲尾 昌一 北九州若杉病院

和田 恵子 岐阜大学


