
≪名誉会員（59名）≫
浅野　孝雄 荒木　信夫 石井　昌三 井林　雪郎
内山　真一郎 小川　彰 尾前　照雄 片山　泰朗
片山　容一 金谷　春之 嘉山　孝正 河瀬　斌
神田　直 菅野　巖 菊池　晴彦 北川　泰久
桐野　高明 小暮　久也 後藤　文男 小林　祥泰
斎藤　勇 坂井　文彦 佐々木　富男 澤田　徹
篠原　幸人 下地　恒毅 鈴木　則宏 高木　繁治
高倉　公朋 武下　浩 立花　久大 田中　耕太郎
棚橋　紀夫 田村　晃 赫　彰郎 永井　肇
長尾　省吾 中川原　譲二 長束　一行 永廣　信治
成冨　博章 西本　詮 端　和夫 橋本　信夫
早川　徹 半田　譲二 半田　肇 福内　靖男
福山　秀直 藤井　清孝 松本　昌泰 松山　知弘
峰松　一夫 柳原　武彦 山口　武典 山田　和雄
吉峰　俊樹 吉本　高志 米倉　義晴

≪功労会員（38名）≫
池田　幸穂 石川　良樹 石原　直毅 稲尾　意秀
今井　明 今泉　昌利 鵜山　治 大西　丘倫
岡田　芳和 岡安　裕之 沖　修一 上之郷　真木雄
北村　伸 口脇　博治 久門　良明 久山　秀幸
栗山　良紘 郡山　達男 小林　士郎 小張　昌宏
小松本　悟 佐古　和廣 塩貝　敏之 茂野　卓
鈴木　明文 高橋　弘 徳富　孝志 中島　伸二
長田　乾 西澤　義彦 灰田　宗孝 畑　隆志
古橋　紀久 前川　剛志 安井　信之 吉井　文均
米増　祐吉 渡邉　学

≪理事長≫
阿部　康二 岡山大学大学院

≪理事（29名）≫
飯田　秀博 国立循環器病研究センター
五十嵐　博中 新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター
宇野　昌明 川崎医科大学
梅村　和夫 浜松医科大学
卜部　貴夫 順天堂大学医学部附属浦安病院
大星　博明 福岡歯科大学
小笠原　邦昭 岩手医科大学
岡田　靖 国立病院機構　九州医療センター
北川　一夫 東京女子医科大学医学部
北園　孝成 九州大学病院
木内　博之 山梨大学大学院医学工学総合研究部
木村　和美 日本医科大学　大学院医学研究科
黒田　敏 富山大学医学部
斉藤　延人 東京大学医学部
鈴木　倫保 山口大学医学部附属病院
瀧澤　俊也 東海大学医学部
伊達　勲 岡山大学医学部
寺山　靖夫 岩手医科大学
冨永　悌二 東北大学大学院
冨本　秀和 三重大学大学院
豊田　一則 国立循環器病研究センター
中瀬　裕之 公立大学法人　奈良県立医科大学
野川　茂 東海大学医学部付属八王子病院
畑澤　順 大阪大学大学院医学系研究科
原　英彰 岐阜薬科大学
福永　浩司 東北大学大学院薬学研究科
宝金　清博 北海道大学
松田　博史 国立精神・神経医療研究センター
山内　浩 滋賀県立成人病センター研究所

≪監事（2名）≫
加藤　天美 近畿大学医学部
長谷川　泰弘 聖マリアンナ医科大学
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≪幹事（34名）≫
吾郷　哲朗 九州大学大学院
飯原　弘二 九州大学大学院医学研究院
井川　房夫 広島大学大学院医歯薬保健学研究科
石渡　明子 日本医科大学付属病院
伊藤　浩 福島県立医科大学
伊藤　義彰 大阪市立大学大学院医学研究科
上田　雅之 日本医科大学
畝川　美悠紀 慶應義塾大学医学部
大槻　俊輔 近畿大学医学部附属病院
岡沢　秀彦 福井大学
桂　研一郎 国際医療福祉大学三田病院
久下　裕司 北海道大学アイソトープ総合センター
栗栖　薫 広島大学大学院医歯薬保健学研究科
甲村　英二 神戸大学大学院医学研究科
坂井　信幸 神戸市立医療センター中央市民病院
清水　宏明 秋田大学
下瀬川　恵久 大阪大学大学院医学系研究科
下畑　享良 新潟大学脳研究所
菅　貞郎 東京歯科大学市川総合病院
高木　康志 徳島大学医学部
髙橋　愼一 慶應義塾大学医学部
田口　明彦 (財)先端医療振興財団先端医療センター
永田　栄一郎 東海大学医学部
平野　照之 杏林大学
藤本　茂 自治医科大学
星野　晴彦 東京都済生会中央病院
本望　修 札幌医科大学
間賀田　泰寛 浜松医科大学光尖端医学教育研究センター
正本　和人 国立大学法人　電気通信大学
間瀬　光人 名古屋市立大学
森岡　基浩 久留米大学医学部
八木田　佳樹 川崎医科大学
山下　徹 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
横田　千晶 国立循環器病研究センター

≪評議員（213名）≫
秋山　克徳 新戸塚病院
阿久津　二夫 北里大学医学部
浅野　賀雄 埼玉精神神経センター
安部　貴人 大阪市立大学
荒川　修治 製鉄記念八幡病院
飯塚　高浩 北里大学医学部
五十嵐　崇浩 日本大学医学部
伊澤　良兼 慶應義塾大学医学部
石川　達哉 秋田県立脳血管研究センター
石川　眞実 江戸川病院
伊東　大介 慶應義塾大学医学部
伊藤　康男 埼玉医科大学
井上　敬 仙台医療センター
猪原　匡史 国立循環器病研究センター
茨木　正信 秋田県立脳血管研究センター
今井　英明 東京大学医学部
今泉　昌男 阪和第二泉北病院
入江　克実 医療法人　白十字会　白十字病院
岩田　智則 済生会福岡総合病院
岩間　亨 岐阜大学大学院
植田　敏浩 聖マリアンナ医科大学東横病院
上田　周一 JCHO大阪病院
上野　正樹 香川大学
上野　祐司 順天堂大学医学部附属浦安病院
上原　敏志 兵庫県立姫路循環器病センター
臼田　和弘 日本医科大学大学院
遠藤　英徳 東北大学病院
大木　宏一 慶應義塾大学病院
大久保　誠二 NTT東日本関東病院



大久保　毅 医療法人俊仁会　秩父第一病院
太田　晃一 石和温泉病院
大瀧　雅文 帯広厚生病院
太田原　康成 秋田県立厚生連能代厚生医療センター
大鳥　達雄 大鳥医院
大森　信彦 国立病院機構岡山医療センター
岡　史朗 山口大学
岡田　和悟 大田シルバークリニック
奥　直彦 ハイメディッククリニックWEST
長田　高志 慶應義塾大学病院
小原　克之 水戸赤十字病院
尾前　豪 今津赤十字病院
賀来　泰之 熊本大学医学部
柏崎　大奈 富山大学
梶原　浩司 医療法人和同会　宇部西リハビリテーション病院
片野　広之 名古屋市立大学
勝又　俊弥 勝又医院
加藤　祥一 山口リハビリテーション病院
加藤　弘樹 大阪大学医学部
加藤　宏之 国際医療福祉大学病院
加藤　裕司 埼玉医科大学国際医療センター
金澤　雅人 新潟大学脳研究所
神谷　達司 神谷医院
神谷　信雄 東京都保健医療公社多摩北部医療センター
鴨打　正浩 九州大学大学院医学研究院
河井　信行 かがわ総合リハビリテーション病院
河野　隆幸 熊本大学医学部
川俣　貴一 東京女子医科大学
木村　輝雄 北見赤十字病院
工藤　雅子 岩手医科大学
熊井　康敬 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院
久村　英嗣 城東中央病院
黒田　淳哉 九州大学大学院
黒田　泰弘 香川大学医学部
小泉　健三 東京歯科大学市川総合病院
小泉　博靖 旭川赤十字病院
小久保　安昭 山形大学医学部
小堺　有史 けいゆう病院
後藤　淳 済生会横浜市東部病院
小林　正和 岩手医科大学医学部
駒場　祐一 博慈会記念総合病院
五味　愼太郎 青山学院大学保健管理センター
小守林　靖一 岩手医科大学
近藤　靖 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
近藤　裕子 日本大学医学部脳神経外科
近藤　礼 山形市立病院済生館
斉藤　敦志 仙台医療センター
斎藤　秀夫 岩手県立大船渡病院
坂田　洋之 東北大学大学院
酒谷　薫 日本大学
阪中　雅広 愛媛大学医学部
酒巻　雅典 日本医科大学
酒向　正春 ねりま健育会病院
佐々木　貴浩 埼玉医科大学国際医療センター
佐々木　勉 大阪大学大学院　医学系研究科　神経内科学
佐々木　祐典 札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所
定永　史子 西日本病院
佐藤　健一 広南病院
佐藤　慎哉 山形大学医学部
佐藤　秀樹 さいたま市立病院



澤田　雅彦 すこやか内科クリニック
椎野　顕彦 滋賀医科大学　MR医学総合研究センター
七田　崇 東京都医学総合研究所
七戸　秀夫 北海道大学病院
篠原　伸顕 医療法人社団英麗会東京頭痛クリニック
柴田　護 慶應義塾大学医学部
島津　智一 社会福祉法人シナプス　埼玉精神神経センター
清水　利彦 慶應義塾大学医学部
白井　俊孝 永寿総合病院
白根　礼造 宮城県立こども病院
新堂　晃大 三重大学
末廣　栄一 山口大学医学部
菅原　卓 秋田県立脳血管研究センター
杉野　文彦 蒲郡市民病院
鈴木　重明 慶應義塾大学医学部
鈴木　正彦 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
須田　智 日本医科大学
須磨　健 日本大学
陶山　一彦 長崎みなとメディカルセンター
髙尾　昌樹 埼玉医科大学国際医療センター
髙木　俊範 兵庫医科大学
髙嶋　修太郎 JCHO高岡ふしき病院
高野　健太郎 医療法人ひびき会　高野内科クリニック
竹迫　仁則 九州中央病院
高橋　一司 埼玉医科大学
高橋　里史 慶應義塾大学医学部
高橋　哲也 広島大学医学部
高橋　哲哉 西新潟中央病院
高橋　若生 東海大学付属大磯病院
田口　芳治 富山大学附属病院
武田　英孝 国際医療福祉大学　山王メディカルセンター
田中　亮太 順天堂大学
田渕　貞治 鳥取県立中央病院
田宮　隆 香川大学
千田　光平 岩手医科大学
出口　一郎 埼玉医科大学国際医療センター
出口　健太郎 岡山市立市民病院
寺尾　聡 東京都済生会中央病院
赫　寛雄 東京医科大学
徳山　尚吾 神戸学院大学
冨田　裕 冨田病院
豊田　真吾 関西労災病院
鳥海　春樹 慶應義塾大学医学部
長尾　毅彦 日本医科大学　多摩永山病院
中川　一郎 奈良県立医科大学
中込　隆之 兵庫医科大学
中里　良彦 埼玉医科大学
詠田　眞治 SN脳神経外科クリニック
中根　博 国立病院機構　福岡東医療センター
中根　一 帝京大学溝口病院
中村　丈洋 香川県立保健医療大学
中村　元 大阪大学大学院医学系研究科
中山　若樹 北海道大学大学院医学研究科
永山　寛 日本医科大学附属病院
難波　宏樹 浜松医科大学
新妻　邦泰 東北大学大学院医学系研究科
西岡　亮治 埼玉医科大学
西村　裕之 西村内科・神経内科クリニック
西山　康裕 日本医科大学付属病院
仁藤　智香子 日本医科大学付属病院
丹羽　潔 にわファミリークリニック
野崎　和彦 滋賀医科大学
野﨑　博之 川崎市立川崎病院



萩原　万里子 都立大塚病院
長谷川　雄 熊本大学大学院生命科学研究部
林　健 埼玉医科大学国際医療センター
菱川　朋人 岡山大学病院
平林　久幸 わたらせリバーサイドクリニック
福岡　卓也 埼玉医科大学国際医療センター
福田　倫也 北里大学医療衛生学部
福地　孝明 府中恵仁会病院
藤井　健一郎 日本海員掖済会　門司掖済会病院
藤中　俊之 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター
藤村　幹 広南病院
藤原　俊朗 岩手医科大学
藤原　徳生 明理会中央総合病院
古屋　大典 埼玉医科大学国際医療センター
穂刈　正昭 手稲渓仁会病院
細田　弘吉 神戸市立西神戸医療センター
細見　直永 広島大学大学院
堀内　哲吉 信州大学医学部
堀江　信貴 長崎大学医学部
本郷　一博 信州大学医学部
前田　剛 日本大学医学部
牧野　憲一 旭川赤十字病院
松居　徹 埼玉医科大学総合医療センター
松尾　龍 九州大学
松島　一士 公立豊岡病院組合立豊岡病院
松田　博 さくら内科・神経内科クリニック
丸木　雄一 埼玉精神神経センター
丸山　大輔 京都第二赤十字病院
丸山　元 埼玉医科大学国際医療センター
丸山　博文 広島大学大学院医歯薬保健学研究科
丸山　路之 済生会横浜市東部病院
三上　毅 札幌医科大学
水島　秀勝 水島外科内科クリニック
宮下　光太郎 宮下医院
宮脇　哲 東京大学
村田　佳宏 明理会中央総合病院
村松　和浩 東京歯科大学市川総合病院
牟礼　英生 徳島大学
目々澤　肇 医療法人社団 茜遥会 目々澤医院
百田　義弘 大阪歯科大学
森　隆 埼玉医科大学総合医療センター
守谷　俊 自治医科大学附属さいたま医療センター
八尾　博史 肥前精神医療センター
八木　貴 山梨大学医学部
山口　啓二 一宮西病院
山崎　峰雄 日本医科大学千葉北総病院
山城　一雄 順天堂大学医学部
山田　勝 大和市立病院
山本　清二 浜松医科大学
山脇　健盛 広島市民病院
湯澤　泉 茅ヶ崎市立病院
吉岡　秀幸 山梨大学医学部
吉野　篤緒 日本大学医学部
吉村　紳一 兵庫医科大学
吉本　哲之 柏葉脳神経外科病院
米澤　久司 岩手医科大学
米田　浩 健和会大手町病院
若井　卓馬 山梨大学
脇坂　義信 九州大学病院
脇田　英明 藤田保健衛生大学
渡部　直史 大阪大学大学院医学系研究科


