
1.継続承諾者（役員含む） 131 （名）
2.新任審議員候補者 3
審議員就任予定者数合計 134

1.審議員継続承諾者（敬称略）
氏名

1 上野　晴樹
2 道場　信孝
3 田村　政紀
4 高橋　為生
5 加瀬澤　信彦
6 増原　光彦
7 大野　仁
8 桑島　章

9 原　雅文

10 岡﨑　倫正
11 久代　登志男
12 石川　澄
13 瀬川　昻生
14 岩間　汪美
15 今村　裕行
16 仲　眞美子
17 吉田　勝美
18 萎沢　利行
19 田畑　正司
20 新　啓一郎
21 高谷　雅史
22 和田　高士
23 樫原　英俊
24 三木　一正
25 加藤　秀平
26 守田　則一
27 田内　一民
28 平松　久典
29 新井　善雄
30 折津　政江
31 木村　穣
32 佐藤　公明

33 杉森　裕樹

34 小川　哲平
35 船津　和夫
36 福武　勝幸
37 天野　朗
38 吉田　信彦
39 光宗　皇彦
40 高橋　啓泰
41 廣瀬　光彦
42 中川　高志
43 岩﨑　有良
44 村田　厚
45 有田　信和
46 足立　雅樹
47 笹森　斉
48 岡部　龍也
49 藤田　直樹
50 妹尾　悦雄
51 小島　玲
52 三枝　昭裕
53 堀本　葉子
54 松木　隆央
55 小松　淳子
56 福田　洋

新赤坂クリニック 院長
日赤医療センター　健康管理科 部長
順天堂大学　医学部総合診療科 先任准教授

医療法人社団潤康会　芝パーククリニック 理事長
一般財団法人日本健康管理協会　新宿健診プラザ 常務理事
一般財団法人住友生命福祉文化財団　住友生命総合健診システム 所長

八王子健康管理センター 所長
医療法人社団成山会　楠樹記念クリニック 理事長
一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター 顧問

埼玉医科大学病院　健康管理センター　検査室 臨床検査技師
埼玉医科大学健康管理センター センター長
社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院健診プラザ　Ｏｍｏｒｉ 理事、院長、医学博士

医療法人　大宮シティクリニック 理事長
医療法人社団永澤滋夫記念会　永沢クリニック
横須賀市役所　人事課 横須賀市産業医

一般財団法人淳風会　淳風会健康管理センター 名誉センター長
医療法人社団　黎明会　新百合健康管理センター 理事長
医療法人　オリエンタルクリニック 理事長

東京医科大学　医学部医学科　臨床検査医学分野 主任教授
仁和会総合病院　健診センター
東芝病院総合健診センター 非常勤医師

大東文化大学　スポーツ・健康科学部　健康科学科　／　大学院　健康情
報科学　予防医学

教授

医療法人社団　徳寿会　相模原中央病院 顧問
公益財団法人三越厚生事業団　三越総合健診センター 医師

日本赤十字社医療センター　健康管理科 顧問
関西医大枚方病院　健康科学センター 健康科学センター長、教授
佐藤内科クリニック 院長

順天堂大学医学部付属静岡病院　臨床検査科 特任教授
平松医院 院長
医療法人愛友会　伊奈病院　健康管理センター 副院長

一般財団法人日本健康増進財団 代表理事
医療法人順秀会　東山内科・東山健康管理センター 理事長
もりた内科胃腸科クリニック　消化器科 院長

医療法人社団同友会　春日クリニック 代表
東京慈恵会医科大学　大学院　健康科学 教授
ＰＬ東京健康管理センター　指導課 室長

（医）藤和会藤間病院 理事長
一般財団法人　石川県予防医学協会 健康管理センター所長
藤間病院　総合健診システム

長崎国際大学　健康管理学部健康栄養学科 教授
医療法人社団葵会　ＡＯＩ国際病院　健康管理センター 所長
学校法人産業医科大学 産業衛生教授

社会医療法人社団　沼南会 法人統括管理者
総合青山病院　消化器内科 名誉院長
オリエンタル労働衛生協会

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　埼玉県済生会川口総合病院健診セン
ター

医師

圏央所沢病院　予防医療センター センター長
一般財団法人ライフ・プランニング・センター　日野原記念クリニック クリニック所長

ＰＬ東京健康管理センター　内科 検査部長
ＰＬ東京健康管理センター

株式会社ＨＳＰ研究所 所長
医療法人社団　富士いきいき健康サポートセンター　健康サポートセン 副センター長

一般社団法人日本総合健診医学会　2019・2020年度審議員選任（案）

所属 役職
国立情報学研究所 名誉教授
一般財団法人ライフ・プランニング・センター　日野原記念クリニック 理事長
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氏名 所属 役職
57 小林　一久
58 依田　芳起
59 金沢　裕一
60 和田　眞理子
61 西﨑　泰弘
62 操　潤

63 西田　潤子

64 須賀　万智
65 小原　誠
66 髙橋　敦彦
67 大滝　美恵
68 鈴木　榮太郎
69 高木　重人
70 小島　孝雄
71 八巻　悟郎

72 松崎　秀幸

73 辛島　仁
74 秀野　武彦
75 山上　孝司
76 大橋　秀一
77 高橋　直樹
78 別府　宏圀
79 大櫛　陽一
80 内藤　隆志
81 林　務
82 天野　隆弘
83 増田　勝紀
84 大谷　昌裕
85 横山　裕一
86 佐々木　清寿
87 沼本　美由紀
88 清水　正雄
89 江帾　良晴
90 玉山　隆章
91 石光　敏行
92 代田　常道
93 中澤　勝
94 今武　和弘
95 前口　邦雄
96 鏑木　淳一
97 塚本　美文
98 清水　隆裕
99 栃原　正博
100 浜田　宏

101 稲邊　富實代

102 塩　宏
103 久保　明
104 桑平　一郎
105 宮下　洋
106 小田　栄司
107 佐藤　秀昭
108 徳永　勝人

109 中安　邦夫

110 杉野　吉則
111 鈴木　隆史
112 冨山　博史
113 村上　隼夫
114 海老原　明典
115 及川　孝光
116 岡村　雅雄
117 小田　夏奈江
118 塚田　信廣
119 岩男　泰

牧田総合病院　人間ドック健診センター　健診センター 部長
東京都済生会向島病院　内科 院長
慶應義塾大学病院　予防医療センター 教授・センター長

東海大学医学部付属東京病院　呼吸器内科 准教授
医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ 特任所長
社会医療法人　愛仁会　愛仁会総合健康センター　診療部 部長

医療法人財団　荻窪病院　血液凝固科 部長
東京医科大学　循環器内科 教授
静岡市静岡医師会健診センター　メディオ センター長

一般財団法人　みどり健康管理センター　医局 常任理事所長
神奈川県厚生農業協同組合連合会　保健福祉センターＪＡ健康管理セン
ターあつぎ

センター長

慶應義塾大学病院　予防医療センター 特任教授

自治医科大学　健診センター センター長・准教授
医療法人立川メディカルセンター　たちかわ総合健診センター 所長
厚生連クリニック　ＪＡ東京健康管理センター

鳥取赤十字病院　検査部 医師
医療法人財団百葉の会　銀座医院　内科 院長補佐
東海大学医学部付属東京病院　呼吸器内科学 教授・呼吸循環器センター長

札幌フジクリニック 院長
一般財団法人倉敷成人病センター　倉敷成人病健診センター 副センター長

榛原総合病院
副院長、健診センター長、徳洲会
グループ人間ドック健診推進本部
長

医療法人社団三友会　あけぼの病院　健診部 理事、健診部部長
社会医療法人ペガサス　馬場記念病院　神経内科 医長
社会医療法人敬愛会　ちばなクリニック　健康管理センター 医長

ＰＬ東京健康管理センター 診療部部長
日本大学病院　健診センター　健診センター 助手
札幌産業医事務所 （代表）所長

渋谷リーフクリニック 院長
一般財団法人　茨城県メディカルセンター　医局 所長
東京医科大学病院　健診予防医学センター 名誉教授

医療法人社団新虎の門会　新浦安虎の門クリニック　本部 理事
埼玉医科大学病院　健康管理センター 講師
一般財団法人松翁会診療所　大手町健診プラザ 特別顧問医

公益財団法人香川県予防医学協会　予防協会健康管理センター　健診部 診療所長
慶應義塾大学　保健管理センター 専任講師
聖路加国際病院附属クリニック　内科 医長

労働者健康安全機構　関東労災病院　臨床検査科・輸血部 部長
国際医療福祉大学 副学長
聖路加国際病院附属クリニック センター長

医療法人社団相和会　横浜総合健診センター
大櫛医学情報研究所 所長・東海大学名誉教授
公益財団法人筑波メディカルセンター　つくば総合健診センター 所長

一般財団法人北陸予防医学協会　医局 理事・施設長
健康保険組合連合会　大阪中央病院　外科 院長
医療法人社団相和会　横浜ソーワクリニック 院長

社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター　高野病院　総合健診セン
ター

所長

医療法人静和会　浅井病院 院長

船員保険健康管理センター センター長
朝日大学病院　総合健診センター
アジュール竹芝総合健診センター 所長

日本大学短期大学部 教授、食物栄養学科　学科長
公益財団法人　福井県労働衛生センター 施設長
社会医療法人景岳会　南大阪総合健診センター 所長

独立行政法人　地域医療機能推進機構　東京山手メディカルセンター　健
康管理センター

健康管理センター長

東京慈恵会医科大学　環境保健医学講座 教授
フォレストタワー健康相談クリニック 院長

一般財団法人　箕面市医療保健センター　保健センター 嘱託医師
東海大学医学部　基盤診療学系健康管理学 領域主任教授、病院長
医療法人坦水会　操健康クリニック 理事長

笛吹中央病院　内科 課長
山梨県厚生連健康管理センター 所長
金井病院　ヘルスプロモーションセンター 常勤医
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氏名 所属 役職
120 藤本　敬
121 佐々木　伸夫
122 内田　賢
123 勝川　史憲
124 大神　明
125 山田　千積
126 井上　詠
127 菊池　真大
128 谷　樹昌
129 岸本　憲明
130 板垣　信生
131 高沢　謙二

2.新任審議員候補者（敬称略）
氏名 所属 役職 推薦者 理事会承認

1 五十嵐　敬子 独立行政法人地域医療機能推進機構　相模野病院 管理部長 大井田　正人 平成31年度第1回
2 五関　善成 厚生中央病院　循環器内科 部長 鈴木　隆史 平成31年度第2回
3 伊藤　誠悟 三菱商事株式会社　診療所 診療所長 鈴木　隆史 平成31年度第2回

以上

東海大学医学部　基盤診療学系健康管理学 専任講師
ＰＬ東京健康管理センター 所長
東京医科大学病院　健診予防医学センター 特任教授

慶應義塾大学病院　予防医療センター 准教授
独立行政法人国立病院機構　東京医療センター　消化器内科
日本大学病院　健診センター　循環器内科、健診センター 健診センター長

慶應義塾大学スポーツ医学研究センター 教授
産業医科大学　産業生態科学研究所　作業関連疾患予防学 教授
東海大学医学部付属東京病院 講師

一般財団法人　住友病院　健康管理センター センター長
株式会社日立製作所　日立総合病院　検査技術科
一般財団法人明治安田健康開発財団　明治安田新宿健診センター 所長
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一般社団法人日本総合健診医学会 

2019・2020年度理事選任（案） 

○：再任

以上 

No. 氏  名 所  属・役 職 

1 ○ 福武 勝幸 東京医科大学 臨床検査医学分野 主任教授 

2 ○ 吉田 勝美 産業医科大学 産業衛生教授 

3 ○ 萎沢 利行 医療法人藤和会藤間病院 理事長 

4 ○ 西﨑 泰弘 
東海大学医学部基盤診療学系健康管理学 領域主任教授 

東海大学医学部付属東京病院 病院長 

5 ○ 田内 一民 
順天堂大学医学部 大学院医学研究科 

臨床病態検査医学 特任教授 

6 ○ 大橋 秀一 健康保険組合連合会大阪中央病院 院長 

7 ○ 天野 隆弘 
国際医療福祉大学 副学長 

医療法人財団順和会山王メディカルセンター 名誉院長 

8 ○ 山上 孝司 一般財団法人北陸予防医学協会 施設長 

9 ○ 加藤 秀平 医療法人順秀会 理事長 

10 ○ 林  務 
独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 

臨床検査科・輸血部部長 

11 ○ 増田 勝紀 聖路加国際病院附属クリニック 予防医療センター長 

12 ○ 小松 淳子 日本赤十字社医療センター 健康管理科 部長 

13 ○ 髙橋 敦彦 日本大学短期大学部 教授、食物栄養学科 学科長 

14 ○ 高木 重人 船員保険健康管理センター センター長 

15 ○ 鈴木 隆史 
医療法人財団荻窪病院 血液凝固科 部長 

東京医科大学 臨床検査医学分野 准教授 
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次々期（第４９回）大会長について 

次々期（第４９回）大会長として、 鈴木 隆史先生（ 医療法人財団荻窪病院 血液凝

固科 部長 ／ 東京医科大学 臨床検査医学分野 准教授 ）がノミネートされ、平成３

０年９月２７日の理事会において承認された。  

以上 
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第５０回 大会長について 

第５０回大会長として、小松 淳子先生（ 日本赤十字社医療センター 健康管理科 部

長 ）がノミネートされ、平成３１年（２０１９）年１月３１日の理事会において承認され

た。  

以上 

40
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