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理事長

大木 孝太郎 医療法人社団 創樹会 大木眼科 院長

副理事長

上野 文昭
社会医療法人財団 互恵会 大船中央病院 特別顧問／
東海大学 医学部 消化器内科学 非常勤教授

理事

寒川 詔三 特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構

監事

上田 竜男 タップ綜合会計鑑定事務所 税理士

評議員

  五十音順

上羽 康夫
京都大学 名誉教授／
高知リハビリテーション専門職大学 客員教授

大垣 敦則 大垣歯科医院 院長

河村 由美 曹洞宗正信山養福寺 寺庭

佐田 憲映 高知大学 医学部 臨床疫学講座 特任教授

柴垣 有吾 聖マリアンナ医科大学病院 腎臓・高血圧内科 教授

竹島 太郎 福島県立医科大学 白河総合診療アカデミー 准教授

土方 保和 医療法人社団 菫会 北須磨病院 脊椎・腰痛センター医員

顧問 Advisory Board

（海外）

Michael J. Klag, MD, MPH Dean Emeritus, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health

（国内） 五十音順

大沼 淳 学校法人 文化学園 前理事長

筧 善行 香川大学 学長

三宅 養三
愛知医科大学 前理事長／
名古屋大学 名誉教授

学術諮問委員 Scientific Advisory Board

（海外）

Neil K. Aaronson, PhD The Netherlands Cancer Institute

Jordi Alonso Caballero, PhD Head, Health Services Research Unit, Institute Municipal d'Investigachio Medica.(IMIM)



John Z. Ayanian, MD, MPP Professor of Internal Medicine, Professor of Health Management and Policy, University of Michigan

John Brazier, PhD
Professor, Sheffield Health Economics Group, School of Health and Related Research,
the University of Sheffield

M. Alan Brookhart, PhD Professor, Epidemiology, UNC Gillings School of Global Public Health

Mitchel Feldman, MD,  PhD
Professor of Medicine, Division of Internal Medicine
University of California, San Francisco

Thomas S. Inui, ScM, MD,
MACP

Joe and Sarah Ellen Mamlin Professor of Global Health Research,
Director of Research Indiana University Center for Global Health,
Indiana University School of Medicine

Ichiro Kawachi, MD, PhD
Professor of Social Epidemiology and Chair, Department of Social and Behavioral Sciences,
Harvard School of Public Health

Carol Mangione, MD, MS
Professor and Chief, Division of General Internal Medicine and Health Services Research,
Department of Medicine, UCLA School of Medicine

Seiji Nishino, MD, PhD
Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences, Director of Sleep and Circadian Neurobiology Lab,
Stanford University School of Medicine

Gordon L. Noel, MD Professor and Vice Chair, Department of Medicine,Oregon Health & Science University

Edward C. Norton, PhD Professor of Department of Health Management and Policy, School of Public Health, University of Michigan

John W. Peabody, MD, PhD Professor of Medicine, University of California, San Francisco, Institute for Global Health

Alan Jeffrey Schwartz, PhD
Associate Professor & Director of Research,Department of Medical Education
University of Illinois College of Medicine at Chicago

John E. Ware, PhD
Professor of University of Massachusetts Medical School, Boston, MA
President & CEO, John Ware Research Group, Inc.

（国内） 五十音順

浅井 篤 東北大学大学院 医学系研究科 医療倫理学分野 教授

上羽 康夫
京都大学 名誉教授／
高知リハビリテーション専門職大学 客員教授

上野 文昭
社会医療法人財団 互恵会 大船中央病院 特別顧問／
東海大学 医学部 消化器内科学 非常勤教授

大木 孝太郎 医療法人社団 創樹会 大木眼科 院長

川上 浩司 京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 薬剤疫学分野 教授

菊地 臣一
福島県立医科大学 常任顧問／
ふくしま国際医療科学センター 常勤参与

草場 鉄周 医療法人 北海道家庭医療学センター 理事長

後藤 励 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 准教授

紺野 愼一
福島県立医科大学 医学部 整形外科学講座 主任教授／
福島県立医科大学 副学長

斎藤 明 医療法人社団 三友会あけぼの病院 腎臓内科 部長

鷲見 徹也
ジャーナリスト／
元 横浜国立大学 教育人間科学部 マルチメディア文化課程メディア研究講座 非常勤講師

辰巳 明久 京都市立芸術大学 美術学部・大学院 デザイン科 ビジュアル・デザイン専攻 教授

中山 健夫 京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野 教授

二宮 利治
九州大学大学院医学研究院 衛生・公衆衛生学分野 教授／
九州大学大学院 医学研究院附属総合コホートセンター 教授（兼務）

野口 裕之
名古屋大学 アジア共創教育研究機構 客員教授／
名古屋大学 名誉教授



野口 善令
名古屋第二赤十字病院 副院長／
名古屋第二赤十字病院 救命救急センター 副院長・センター長

東 尚弘 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策情報センター がん臨床情報部 部長

日比 紀文
北里大学 北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長／
北里大学大学院 医療系研究科 炎症性腸疾患臨床研究講座 特任教授

福原 俊一
福島県立医科大学 副学長／
京都大学 特任教授／Johns Hopkins大学 客員教授

堀江 重郎 順天堂大学大学院 医学研究科 泌尿器外科学講座 教授

松村 美代 医療法人社団 誠明会 永田眼科

宮島 俊彦
兵庫県立大学大学院 経営研究科 客員教授／
岡山大学 客員教授

山口 拓洋 東北大学大学院 医学系研究科 医学統計学分野 教授

山口 徹 虎の門病院 名誉院長

山崎 新 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 エコチル調査コアセンター センター長

渡部 一宏 昭和薬科大学 臨床薬学教育研究センター 実践薬学部門 教授

上席研究員 Senior Scientist 

 五十音順

Joseph Green Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Associate

宇佐美 慧 東京大学 高大接続研究開発センター 准教授

大谷 晃司
福島県立医科大学 医療人育成・支援センター 臨床教育研修部門 部門長／
福島県立医科大学 医学部 整形外科学講座 教授（兼務）

大西 良浩 京都大学大学院 医学研究科 医療疫学分野 非常勤講師

小野 玲 神戸大学大学院 保健学研究科 パブリックヘルス領域 地域保健学分野 准教授

耒海 美穂 京都大学大学院 医学研究科 地域医療システム学講座 客員研究員

熊澤 淳史
堺市立総合医療センター集中治療科  医長／
京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 医療疫学分野 非常勤講師

栗田 宜明 福島県立医科大学大学院 医学研究科 臨床疫学分野 特任教授

佐田 憲映 高知大学医学部 臨床疫学講座 特任教授

鈴鴨 よしみ 東北大学大学院 医学系研究科 障害科学専攻 肢体不自由学分野 准教授

鈴木 朋子 埼玉医科大学 総合心療内科 教授

鈴木 雅雄 福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座 准教授

関口 美穂 福島県立医科大学 医学部附属実験動物研究施設 施設長・教授

高田 志保 横浜労災病院 救命救急センター

高田 俊彦 University Medical Center UtrechtJulius Center for Health Sciences and Primary Care

竹上 未紗 国立循環器病研究センター研究所 予防医学・疫学情報部 EBMリスク情報解析室 室長



竹島 太郎 福島県立医科大学 白河総合診療アカデミー 准教授

中西 昌平
社会医療法人 愛仁会 千船病院腎センター センター長／
社会医療法人 愛仁会 千船病院 腎臓内科 主任部長

野間 久史
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構統計数理研究所 データ科学研究系 准教授／
総合研究大学院大学 複合科学研究科 統計科学専攻 准教授

長谷川 毅
昭和大学 統括研究推進センター 教授／昭和大学大学院 医学研究科 衛生学・公衆衛生学分野／
昭和大学 医学部 内科学講座 腎臓内科学部門／昭和大学 藤が丘病院 腎臓内科 兼担教授

林野 泰明 天理よろづ相談所病院 内分泌内科 部長／天理よろづ相談所病院 糖尿病センター センター長

福間 真悟
京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 医療検査展開学講座 特定准教授／
京阪神次世代グローバル研究リーダー育成コンソーシアム（K-CONNEX）

宮越 千智 神戸市立医療センター中央市民病院 小児科・新生児科 医長／神戸市立医療センター中央市民病院 学術支援センター

山本 洋介 京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 医療疫学分野 教授

脇田 貴文 関西大学 社会学部 心理学専攻 教授

客員研究員 Adjunct Scientist

 五十音順

紙谷 司 京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター 臨床研究教育・研修部 特定講師

木戸 亮 稲城市立病院健診センター 健診科長

中村 琢哉 京都大学大学院 医学研究科 医療疫学分野

宮脇 義亜 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学 客員研究員

山崎 大 京都大学大学院 医学研究科 地域医療システム学講座 特定講師


