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代議員候補者氏名 会員種別 所属機関

荒木 敦子 評議会員 北海道大学環境健康科学研究教育センター
伊藤 俊弘 評議会員 旭川医科大学医学部 看護学科 看護学講座
片倉 洋子 評議会員 札幌医科大学保健医療学部 看護学科
岸 玲子 永久会員 北海道大学環境健康科学研究教育センター
蔵崎 正明 評議会員 北海道大学大学院地球環境科学研究院 総合環境部門環境適応科学分野
小林 宣道 評議会員 札幌医科大学医学部 衛生学講座
西條 泰明 評議会員 旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分野
玉腰 暁子 評議会員 北海道大学大学院医学研究科社会医学講座公衆衛生学分野
森 満 評議会員 札幌医科大学医学部 公衆衛生学講座
吉田 貴彦 評議会員 旭川医科大学医学部 健康科学講座

岩田 豊人 評議会員 秋田大学大学院医系研究科 環境保健学講座
各務 竹康 評議会員 福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座
加藤 清司 永久会員 福島県 県北保健福祉事務所
木田 和幸 評議会員 弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域健康増進科学分野
木村 真三 評議会員 獨協医科大学国際協力センター国際疫学研究室福島分室
黒川 修行 評議会員 宮城教育大学教育学部保健体育講座
紺野 信弘 評議会員 郡山女子大学家政学部食物栄養学科
坂田 清美 永久会員 岩手医科大学医学部 衛生学公衆衛生学講座
佐藤 洋 永久会員 内閣府 食品安全委員会
千葉 啓子 評議会員 岩手県立大学盛岡短期大学部 生活科学科
坪田 恵 一般会員 岩手医科大学 衛生学公衆衛生学講座
仲井 邦彦 評議会員 東北大学医学系研究科 発達環境医学分野
西田 茂樹 評議会員 福島県衛生研究所
野村 恭子 評議会員 秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座
林 正幸 評議会員 福島県立医科大学疫学教室
福島 哲仁 評議会員 福島県立医科大学医学部 衛生学・予防医学講座
松坂 方士 評議会員 弘前大学医学部附属病院 医療情報部
三上 聖治 評議会員 弘前学院大学看護学部
三田 禮造 評議会員 青森中央学院大学看護学部
村田 勝敬 評議会員 秋田大学大学院医学系研究科環境保健学講座
安村 誠司 評議会員 福島県立医科大学医学部 公衆衛生学講座
吉池 信男 評議会員 公立大学法人青森県立保健大学 健康科学部栄養学科
吉田 稔 評議会員 八戸学院大学 人間健康学部
渡辺 孝男 評議会員 東北文教大学人間科学部

相澤 好治 評議会員 北里大学
朝倉 敬子 評議会員 東邦大学医学部
浅山 敬 一般会員 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座
安達 修一 評議会員 相模女子大学栄養科学部管理栄養学科
飯島 純夫 評議会員 山梨大学大学院医学工学総合研究部 地域・老人看護学
市原 学 評議会員 東京理科大学薬学部
稲垣 弘文 評議会員 日本医科大学 衛生学公衆衛生学教室
井上 まり子 一般会員 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座
井上 悠輔 評議会員 東京大学医科学研究所
岩井 秀明 評議会員
岩崎 賢一 評議会員 日本大学医学部 社会医学系衛生学分野
大石 修司 評議会員 国立病院機構 茨城東病院
大江 敏江 評議会員 立教女学院短期大学 幼児教育科
大久保 千代次 評議会員 電磁界情報センター
大久保 靖司 評議会員 東京大学 環境安全本部
大迫 誠一郎 評議会員 東京大学大学院医学系研究科 疾患生命工学センター 健康環境医工学部門
太田 久吉 永久会員 北里大学大学院医療系研究科環境医科学群環境毒医科学・医療衛生学部健康科学科
大野 秀樹 評議会員 杏林大学医学部 衛生学公衆衛生学
大平 修二 評議会員 獨協医科大学国際協力支援センター・国際環境衛生室
大前 和幸 評議会員 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室
岡崎 勲 評議会員 国際医療福祉大学 山王病院
小川 康恭 評議会員 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
小田切 優子 評議会員 東京医科大学 公衆衛生学講座
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小野 雅司 評議会員 独立行政法人国立環境研究所 環境健康研究センター
香川 順 評議会員 東京女子医科大学名誉教授
鎌倉 光宏 評議会員 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科
亀井 美登里 一般会員 埼玉医科大学医学部
亀尾 聡美 評議会員 群馬大学大学院医学系研究科 公衆衛生学分野
香山 不二雄 評議会員 自治医科大学医学部環境予防医学講座
苅田 香苗 評議会員 杏林大学医学部 衛生学公衆衛生学教室
川田 智之 評議会員 日本医科大学大学院医学研究科衛生学公衆衛生学分野
木崎 節子 評議会員 杏林大学医学部 衛生学公衆衛生学
木根渕 英雄 評議会員 財団法人全日本労働福祉協会
木ノ上 高章 評議会員 東海大学医学部 基盤診療学系公衆衛生・社会医学領域
欅田 尚樹 評議会員 国立保健医療科学院 生活環境研究部
熊江 隆 評議会員 東京農業大学総合研究所
熊谷 嘉人 評議会員 筑波大学大学院人間総合科学研究科 環境医学研究室
倉科 周介 評議会員 老人保健施設ケアセンター阿見
小池 和子 評議会員 植草学園大学保健医療学部
甲田 茂樹 評議会員 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
後藤 政幸 評議会員 和洋女子大学生活科学系健康栄養学研究室
小橋 元 一般会員 獨協医科大学医学部公衆衛生学講座
小林 廉毅 評議会員 東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学教室
小山 洋 評議会員 群馬大学大学院医学系研究科 社会環境医療学公衆衛生学
坂口 早苗 評議会員 川村学園女子大学 生活創造学部生活文化学科
坂口 武洋 評議会員 川村学園女子大学生活創造学部 生活文化学科
坂本 歩 評議会員 東京医療専門学校
櫻井 四郎 評議会員 大妻女子大学社会情報学部
櫻井 拓也 評議会員 杏林大学医学部 衛生学公衆衛生学教室
佐田 文宏 評議会員 中央大学保健センター
佐藤 敏彦 評議会員 青山学院大学社会情報学部
篠原 厚子 評議会員 清泉女子大学人文科学研究所
柴崎 智美 評議会員 埼玉医科大学医学部 社会医学
島田 直樹 評議会員 国際医療福祉大学 基礎医学研究センター
清水 英佑 評議会員 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター
新開 省二 評議会員 東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム
須賀 万智 評議会員 東京慈恵会医科大学環境保健医学講座
杉田 稔 永久会員 東邦大学
諏訪園 靖 評議会員 千葉大学大学院医学研究院 環境労働衛生学
曽根 智史 評議会員 国立保健医療科学院
高坂 宏一 評議会員 杏林大学総合政策学部
高田 礼子 評議会員 聖マリアンナ医科大学 予防医学教室
高野 貴子 評議会員 東京家政大学家政学部 児童学科
高野 健人 評議会員 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 健康推進医学
高橋 美保子 評議会員 埼玉医科大学医学部社会医学
武林 亨 評議会員 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室
楯 博 評議会員 宇都宮市栄養専門学校
立道 昌幸 評議会員 東海大学医学部基盤診療学系公衆衛生学
谷川 武 評議会員 順天堂大学医学部公衆衛生学教室
谷口 善仁 評議会員 杏林大学 医学部衛生学公衆衛生学
谷原 真一 一般会員 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
田村 憲治 評議会員 独立行政法人国立環境研究所 環境健康研究領域
角田 正史 評議会員 北里大学医学部衛生学
出嶋 靖志 評議会員 杏林大学保健学部健康福祉学科
照屋 浩司 評議会員 杏林大学保健学部 公衆衛生学
遠山 千春 永久会員 筑波大学医学医療系 環境生物学
豊島 裕子 評議会員 東京慈恵会医科大学 細胞生理学講座 宇宙航空医学研究室
豊川 智之 評議会員 東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学教室
中井 里史 評議会員 横浜国立大学大学院環境情報研究院
永井 正規 評議会員 埼玉医科大学 公衆衛生学
中尾 睦宏 評議会員 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
中館 俊夫 評議会員 昭和大学医学部 衛生学教室
中塚 晴夫 評議会員 宮城大学看護学部
中野 真規子 一般会員 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室
中村 磐男 評議会員 聖学院大学人間福祉学部
中村 桂子 評議会員 東京医科歯科大学大学院 国際保健医療協力学
中村 好一 評議会員 自治医科大学 公衆衛生学教室
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新添 多聞 評議会員
西山 省二 評議会員 大阪大谷大学薬学部
西脇 祐司 評議会員 東邦大学医学部社会医学講座衛生学教室
新田 裕史 評議会員 独立行政法人国立環境研究所 環境健康研究センター
野寺 誠 評議会員 埼玉医科大学保健医療学部 健康医療科学科
野中 浩一 評議会員 和光大学 現代人間学部 身体環境共生学科
野原 恵子 評議会員 国立研究開発法人国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター
長谷川 友紀 評議会員 東邦大学医学部 社会医学講座 医療政策・経営科学分野
浜岡 隆文 評議会員 東京医科大学 健康増進スポーツ医学分野
原 邦夫 一般会員 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
人見 敏明 評議会員 聖マリアンナ医科大学予防医学教室
平野 靖史郎 評議会員 独立行政法人国立環境研究所 環境リスク研究センター
福田 吉治 評議会員 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
福本 正勝 評議会員 社会福祉法人 長岡福祉協会 介護老人福祉施設 新橋ばらの園
藤谷 克己 一般会員 文京学院大学 保健医療技術学部 作業療法学科
藤巻 秀和 評議会員
古屋 博行 評議会員 東海大学医学部基盤診療学系 公衆衛生・社会医学
星 秋夫 評議会員 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部
堀口 兵剛 評議会員 北里大学医学部衛生学
本田 靖 評議会員 筑波大学大学院人間総合科学研究科
松岡 雅人 評議会員 東京女子医科大学医学部 衛生学公衆衛生学(1)
松島 綱治 評議会員 東京大学大学院医学系研究科 社会医学専攻分子予防医学
松村 康弘 評議会員 文教大学健康栄養学部
道川 武紘 一般会員 国立環境研究所 環境健康研究センター環境疫学研究室
宮川 宗之 一般会員 帝京大学医療技術学部
宮越 雄一 評議会員 東洋大学 食環境科学部 健康栄養学科
宮崎 孝 評議会員 埼玉医科大学 地域医学・医療センター
宮崎 元伸 評議会員 さいたま市健康科学研究センター
柳澤 裕之 評議会員 東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座
矢野 栄二 永久会員 帝京大学大学院 公衆衛生学研究科
山内 博 永久会員 北里大学医療衛生学部 公衆衛生学教室
山岡 和枝 評議会員 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
山口 直人 評議会員 東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学教室
山崎 新 評議会員 国立開発研究法人 国立環境研究所
山野 優子 評議会員 昭和大学医学部 衛生学公衆衛生学教室 衛生学部門
横井 克彦 評議会員 聖徳大学大学院人間栄養学研究科 微量栄養素学
与五沢 真吾 評議会員 東京慈恵会医科大学環境保健医学講座
横山 和仁 評議会員 順天堂大学医学部衛生学講座
吉川 徹 一般会員 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
李 卿 評議会員 日本医科大学衛生学公衆衛生学
若尾 宏 評議会員 獨協医科大学 国際疫学
若山 葉子 評議会員 日本医科大学 衛生学公衆衛生学
和田 耕治 評議会員 独立行政法人国立国際医療研究センター国際医療協力局派遣協力第二課
渡辺 知保 評議会員 東京大学大学院医学系研究科・人類生態学分野
渡辺 哲 評議会員 東海大学医学部 医学研究科

青島 恵子 永久会員 医療法人社団継和会 萩野病院
伊藤 隆 評議会員 医療法人愛広会 新潟リハビリテーション病院健康管理センター
稲寺 秀邦 評議会員 富山大学医学部 公衆衛生学
遠藤 和男 評議会員 新潟医療福祉大学健康科学部 健康栄養学科
小田切 陽一 評議会員 山梨県立大学大学院看護学研究科 地域看護学
金子 誉 評議会員 山梨厚生病院・予防医学センター
城戸 照彦 評議会員 金沢大学医薬保健研究域保健学系
崔 正国 評議会員 富山大学医学部公衆衛生講座
西條 清史 評議会員 金沢大学大学院医学系研究科 環境生体分子応答学
佐藤 一博 評議会員 福井大学医学部医学科 国際社会医学講座 環境保健学
新村 哲夫 永久会員 富山県衛生研究所
関根 道和 評議会員 富山大学大学院 医学薬学研究部 疫学健康政策学講座
瀬子 義幸 評議会員 山梨県富士山科学研究所
塚原 照臣 評議会員 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座
出口 洋二 評議会員 福井大学医学部看護学科地域看護学講座環境科学
中川 秀昭 評議会員 金沢医科大学総合医学研究所
中村 和利 評議会員 新潟大学大学院医歯学総合研究科 地域予防医学講座社会・環境医学分野
中村 裕之 評議会員 金沢大学大学院医学系研究科環境医科学専攻 環境社会医学講座 環境生態医学

北陸甲信越



代議員候補者氏名 会員種別 所属機関
那須 裕 評議会員
西条 旨子 評議会員 金沢医科大学医学部 健康増進予防医学(公衆衛生学)
野見山 哲生 評議会員 信州大学医学部 衛生学公衆衛生学講座
浜崎 景 評議会員 富山大学医学部公衆衛生学講座
福嶋 義光 評議会員 信州大学医学部 遺伝医学・予防医学講座
森河 裕子 評議会員 金沢医科大学医学部 看護学部
山縣 然太朗 評議会員 山梨大学大学院総合研究部医学域 社会医学講座
山田 裕一 評議会員 金沢医科大学社会環境保健医学衛生学
山本 正治 評議会員 新潟医療福祉大学

伊藤 由起 評議会員 名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生学
井奈波 良一 評議会員 岐阜大学大学院医学系研究科 産業衛生学分野
上山 純 評議会員 名古屋大学医学部 保健学科検査技術化学専攻
氏平 高敏 評議会員 飛騨保健所
梅田 孝 評議会員 名城大学薬学部健康スポーツ科学研究室
及川 伸二 評議会員 三重大学大学院医学系研究科基礎医学講座 環境分子医学
大神 信孝 評議会員 名古屋大学大学院医学系研究科総合医学専攻 社会生命科学講座 環境労働衛生学
加藤 昌志 評議会員 名古屋大学大学院医学系研究科健康社会医学専攻社会生命科学講座環境労働衛生学
上島 通浩 評議会員 名古屋市立大学大学院医学研究科 環境労働衛生学分野
川西 正祐 評議会員 鈴鹿医療科学大学薬学部
菊地 正悟 評議会員 愛知医科大学医学部 公衆衛生学講座
小林 果 評議会員 中部大学 生命健康科学部 生命医科学科
小林 章雄 評議会員 一般社団法人 医学と社会・連携支援機構
佐藤 雅彦 評議会員 愛知学院大学薬学部 衛生薬学講座
柴田 英治 永久会員 愛知医科大学医学部 衛生学講座
鈴木 秀吉 永久会員 三菱電機ライフサービス株式会社 名古屋支店
笽島 茂 評議会員 三重大学大学院医学系研究科
城 憲秀 評議会員 中部大学生命健康科学部
檀上 和真 評議会員 医療法人社団 リラ溝口病院
土田 満 評議会員 愛知みずほ大学大学院人間科学部・人間科学研究科
那須 民江 永久会員 中部大学生命健康科学部
平工 雄介 評議会員 三重大学大学院医学系研究科 環境分子医学
牧野 茂徳 永久会員 一般財団法人 中部公衆医学研究所
翠川 裕 評議会員 鈴鹿医療科学技術大学保健衛生学部 医療栄養学科
宮尾 克 永久会員 名古屋大学情報科学研究科
村田 真理子 評議会員 三重大学大学院医学系研究科環境分子医学
矢嶋 伊知朗 評議会員 名古屋大学大学院医学系研究科環境労働衛生学
吉田 佳督 評議会員 修文大学
渡辺 丈眞 評議会員 中京大学スポーツ科学部 健康科学科

東 賢一 評議会員 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室
伊木 雅之 永久会員 近畿大学医学部 公衆衛生学教室
井口 弘 評議会員 大和ハウス工業㈱ / 兵庫産業保健総合支援センター
石川 秀樹 評議会員 京都府立医科大学分子標的癌予防医学 大阪研究室
磯 博康 評議会員 大阪大学大学院医学系研究科 社会医学専攻公衆衛生学
今中 雄一 評議会員 京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野
今村 知明 評議会員 公立大学法人奈良県立医科大学 公衆衛生学講座
上田 佳代 一般会員 京都大学大学院工学研究科 都市環境工学専攻 環境衛生学講座
臼田 寛 評議会員 大阪医科大学 衛生学・公衆衛生学
大河原 知水 評議会員 兵庫医療大学薬学部 生化学
大國 美智子 評議会員 大阪後見支援センター
大林 賢史 一般会員 奈良県立医科大学 地域健康医学講座
岡本 希 評議会員 兵庫教育大学 学校心理・学校健康教育・発達支援コース
小川 博 評議会員 帝塚山学院大学人間科学部食物栄養学科
御輿 久美子 永久会員 NPO法人アカデミック・ハラスメントをなくすネットワーク
笠松 隆洋 評議会員 和歌山県立高等看護学院
金森 雅夫 評議会員 立命館大学スポーツ健康科学部
喜多村 祐里 評議会員 大阪大学大学院 医学系研究科 社会医学講座（環境医学）
木村 美恵子 評議会員 タケダライフサイエンス リサーチセンター疾病予防センター
車谷 典男 永久会員 奈良県立医科大学 地域健康医学教室
小泉 昭夫 永久会員 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康要因学講座環境衛生学分野
甲田 勝康 評議会員 近畿大学医学部 公衆衛生学教室
小久保 喜弘 評議会員 国立循環器病研究センター 予防健診部

近畿

東海



代議員候補者氏名 会員種別 所属機関
佐伯 圭吾 一般会員 奈良県立医科大学 地域健康医学講座
酒井 敏行 永久会員 京都府立医科大学大学院医学研究科 分子標的癌予防医学
島 正之 評議会員 兵庫医科大学 公衆衛生学教室
清水 宏泰 評議会員 医療法人 健人会 那須クリニック
白石 龍生 評議会員 大阪教育大学柏原キャンパス
薗田 精昭 評議会員 関西医科大学 衛生学講座
曽和 義広 評議会員 京都府立医科大学大学院 分子標的癌予防医学
高野 裕久 評議会員 京都大学大学院工学研究科環境衛生学講座
竹下 達也 評議会員 和歌山県立医科大学医学部 公衆衛生学教室
伊達 ちぐさ 永久会員 兵庫県立大学環境人間学部
土手 友太郎 評議会員 大阪医科大学科看護学部
中村 武夫 評議会員 近畿大学薬学部医療薬学科
中村 晴信 評議会員 神戸大学大学院人間発達環境学研究科
中山 邦夫 評議会員 ㈱ブリヂストン 彦根工場 健康管理センター
中山 健夫 評議会員 京都大学大学院医学研究科 健康情報学分野
西尾 信宏 評議会員 和歌山県立医科大学医学部 公衆衛生学
西尾 久英 評議会員 神戸大学大学院医学系研究科 疫学分野
西山 勝夫 評議会員 滋賀医科大学 社会医学講座予防医学部門
西山 利正 評議会員 関西医科大学 公衆衛生学講座
野村 卓生 評議会員 関西福祉科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻
萩原 暢子 評議会員 京都ノートルダム女子大学人間文化学部 生活福祉文化学科
早川 和生 評議会員 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻
原田 浩二 評議会員 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻環境衛生学分野
平池 秀和 評議会員 帝京短期大学
藤田 博美 評議会員 北海道大学医学部環境医学（ご退職）
堀中 真野 評議会員 京都府立医科大学大学院医学研究科 分子標的癌予防医学
増井 秀久 評議会員 兵庫医科大学 公衆衛生学教室
松本 健治 評議会員 和歌山県立医科大学衛生学教室
三浦 克之 評議会員 滋賀医科大学 社会医学講座公衆衛生学部門
宮井 信行 評議会員 和歌山県立医科大学保健看護学部
宮下 和久 永久会員 和歌山県立医科大学医学部 衛生学教室
牟礼 佳苗 評議会員 和歌山県立医科大学医学部 公衆衛生学
森岡 郁晴 評議会員 和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科
森本 兼曩 評議会員 (一財）産業医学研究財団
山縣 英久 評議会員 関西労災病院
吉田 宗弘 評議会員 関西大学化学生命工学部 生命・生物工学科栄養化学研究室
吉益 光一 評議会員 和歌山県立医科大学医学部 衛生学教室
呂 玉泉 評議会員 大阪大学大学院医学系研究科 社会環境医学講座
若林 一郎 評議会員 兵庫医科大学医学部 環境予防医学
渡邊 敏明 永久会員 兵庫県立大学環境人間学部 生活環境学大講座食環境解析学教室
渡邊 能行 評議会員 京都府立医科大学大学院医学研究科 地域保健医療疫学

浅川 冨美雪 評議会員 倉敷芸術科学大学 生命科学部健康科学科
大槻 剛巳 永久会員 川崎医科大学 衛生学
荻野 景規 評議会員 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 社会環境生命科学専攻 国際環境科学講座 公衆衛生学分野
尾崎 米厚 評議会員 鳥取大学医学部 社会医学講座 環境予防医学分野
小笹 晃太郎 評議会員 公益財団法人放射線影響研究所広島疫学部
尾瀬 裕 評議会員 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科
嘉数 直樹 評議会員 島根大学医学部環境保健医学講座 環境予防医学
勝山 博信 評議会員 川崎医科大学 公衆衛生学
岸本 拓治 永久会員
小林 敏生 評議会員 広島大学大学院 保健学研究科
田中 純子 評議会員 広島大学 大学院医歯薬保健学研究院 疫学・疾病制御学
田邉 剛 評議会員 山口大学大学院医学系研究科環境統御健康医学分野（公衆衛生学）
津田 敏秀 評議会員 岡山大学大学院環境学研究科環境疫学
中本 稔 評議会員 島根県県央保健所
西村 泰光 評議会員 川崎医科大学 衛生学教室
目黒 忠道 評議会員 早島町役場 総務課
山内 泰子 評議会員 川崎医療福祉大学

有澤 孝吉 評議会員 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 社会環境衛生学講座予防医学分野
上村 浩一 評議会員 徳島大学大学院医歯薬学研究部・医科学部門・社会医学系・予防医学分野
姫野 誠一郎 評議会員 徳島文理大学薬学部 衛生化学教室

中国

四国



代議員候補者氏名 会員種別 所属機関
福永 一郎 評議会員 高知県安芸福祉保健所
松本 久男 評議会員 徳島文理大学 （名誉教授）
三宅 吉博 評議会員 愛媛大学大学院医学系研究科 疫学・予防医学講座
安田 誠史 評議会員 高知大学医学部 医療学講座公衆衛生学

青木 一雄 評議会員 琉球大学大学院医学研究科 衛生学公衆衛生学講座
青野 裕士 評議会員 大分大学医学部 感染分子病態制御講座
青柳 潔 評議会員 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学分野
有薗 幸司 評議会員 熊本県立大学環境共生学部 食・健康環境学専攻
石原 陽子 評議会員 久留米大学医学部 公衆衛生学講座
市場 正良 評議会員 佐賀大学医学部 社会医学講座環境医学分野
上田 厚 評議会員 NPO法人東アジアヘルスプロモーションネットワークセンター
大森 久光 評議会員 熊本大学大学院生命科学研究部生体情報解析学分野
小山 倫浩 評議会員 今光ホームケアクリニック
賀来 俊輔 評議会員 長行病院
加藤 貴彦 評議会員 熊本大学大学院生命科学研究部 公衆衛生学
川本 俊弘 永久会員 産業医科大学医学部 産業衛生学講座
清原 千香子 評議会員 九州大学大学院医学研究院 予防医学分野
黒田 嘉紀 評議会員 宮崎大学医学部社会医学講座公衆衛生学分野
坂本 峰至 評議会員 国立水俣病研究センター 疫学研究部
高村 昇 評議会員 長崎大学原爆後障害医療研究所
内匠 正太 評議会員 鹿児島女子短期大学
田中 昭代 評議会員 九州大学大学院医学研究院 環境医学分野
田中 恵太郎 評議会員 佐賀大学医学部 社会医学講座予防医学分野
辻 真弓 評議会員 産業医科大学産業衛生学
永野 惠 評議会員 熊本保健科学大学医学検査学科
西川 拓朗 評議会員 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児科学
橋爪 真弘 一般会員 長崎大学熱帯医学研究所小児感染症学分野
馬場園 明 評議会員 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座
原田 幸一 永久会員 熊本大学医学部 保健学科
東 敏昭 評議会員 産業医科大学学長研究室
久永 明 評議会員 福岡県立大学人間社会学部 環境保健
廣田 良夫 評議会員 医療法人相生会 臨床疫学研究センター
堀内 正久 評議会員 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 衛生学・健康増進医学
槙田 裕之 評議会員 九州大学医学部 医学科社会医学
松野 康二 評議会員 九州保健福祉大学 薬学部
三角 順一 評議会員 大分産業保健推進センター
守山 正樹 永久会員 福岡大学医学部 公衆衛生学教室
山元 恵 評議会員 国立水俣病総合研究センター 基礎研究部生理影響研究室
吉村 健清 評議会員 産業医科大学

九州・沖縄


