
認定専門家名簿
1 實成　文彦 山陽学園大学・山陽学園短期大学
2 相澤　好治
4 篠崎　英夫 日本公衆衛生協会
6 高野　健人 東京医科歯科大学　国際健康推進医学
8 平野　かよ子 長崎県立大学
9 田中　久子 女子栄養大学
10 澁谷　いづみ 愛知県一宮保健所
11 小林　廉毅 東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学
12 橋本　修二 藤田保健衛生大学
13 磯　博康 大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆衛生学
14 佐藤　眞一 千葉県衛生研究所
15 本橋　豊 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所
17 角野　文彦 滋賀県健康医療福祉部
18 大井田　隆 日本大学医学部公衆衛生学分野
19 村嶋　幸代 公立大学法人大分県立看護科学大学
20 林　謙治 介護老健施設ベレール向島
23 中村　好一 自治医科大学公衆衛生学教室
24 諏訪園　靖 千葉大学大学院医学研究院環境労働衛生学
25 甲斐　一郎 東京大学名誉教授
26 河原　和夫 東京医科歯科大学大学院　政策科学分野
28 島　正之 兵庫医科大学公衆衛生学講座
32 秋葉　澄伯 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系
33 佐々木　隆一郎 公害健康被害補償不服審査会
36 宇田　英典 鹿児島県鹿児島地域振興局保健福祉環境部（兼）伊集院保健所
37 荒川　浩久 神奈川歯科大学大学院口腔衛生学講座
38 中垣　晴男
39 三浦　宏子 国立保健医療科学院
40 森田　学 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
41 田中　英夫 大阪府岸和田保健所
43 関根　道和 富山大学
44 木山　昌彦 大阪がん循環器病予防センター
45 森田　一三 日本赤十字豊田看護大学
46 中林　美奈子 富山大学大学院医学薬学研究部　地域看護学講座
47 武村　真治 国立保健医療科学院
48 福田　英輝 長崎大学大学院医歯薬学総合研究部　口腔保健学
49 小島　光洋 （一財）宮城県成人病予防協会
50 田邊　直仁 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科
51 久保　裕義
54 石井　英子 学校法人河原学園　人間環境大学
55 内田　博之 城西大学薬学部医療栄養学科
60 大西　真由美 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域リハビリテーション学分野
61 安西　将也 龍谷大学社会学部地域福祉学科
62 高岡　道雄 学校法人甲子園学院　甲子園大学栄養学部
63 中村　桂子 東京医科歯科大学大学院　国際保健医療事業開発学分野
64 宮武　伸行 香川大学医学部衛生学
67 福田　寿生 ベルクリニック
68 那須　郁夫 北原学院歯科衛生専門学校
69 北村　明彦 東京都健康長寿医療センター研究所
71 瀧波　賢治 富山市保健所
72 中尾　睦宏 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
73 寺尾　敦史 滋賀県南部健康福祉事務所（草津保健所）
74 松浦　英夫 和歌山市保健所
75 須賀　万智 東京慈恵会医科大学環境保健医学講座
76 中本　稔 島根県県央保健所
77 吉村　典子 東京大学医学部付属病院22世紀医療センター関節疾患総合研究講座
78 吉田　寛 吉田アーデント病院
79 西條　泰明 旭川医科大学健康科学講座地域保健疫学分野
80 井出　芙蓉美
81 田代　敦志 新潟市保健衛生部
82 仁科　昌久 仁科医院
83 仁科　一江 仁科医院
84 横山　公通 神奈川県立保健福祉大学　栄養学科
85 和田　耕治 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療協力局
87 中原　俊隆 （公財）日本建築衛生管理教育センター
88 西　基 北海道医療大学看護福祉学部生命基礎科学講座
89 福永　一郎 高知県安芸福祉保健所
90 加藤　則子 十文字学園女子大学幼児教育学科
91 臼田　寛 大阪医科大学　衛生学・公衆衛生学



認定専門家名簿
92 坂野　紀子 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科高齢社会医療・介護機器研究推進講座
93 田中　哲郎　 東京工科大学
94 村上　多惠子 愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
95 鈴江　毅 静岡大学教育学部
97 江川　賢一 公益財団法人明治安田厚生事業団
100 齋藤　和子 西北地域県民局地域健康福祉部保健総室（五所川原保健所）
101 神田　秀幸　 島根大学医学部環境保健医学講座
102 熊谷　法子 古澤歯科
103 足立　己幸 ＮＰＯ法人食生態学実践フォーラム
105 川本　龍一 愛媛大学大学院医学系研究科地域医療学講座西予市地域サテライトセンター
108 小笹　晃太郎 公益財団法人　放射線影響研究所疫学部
110 福田　吉治 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
111 辻（久本）　よしみ香川県立保健医療大学
112 江上　裕子 福岡市中央保健所
113 筒井　孝子 兵庫県立大学大学院
114 高森　行宏 公益財団法人田附興風会北野病院　健康管理センター
115 千原　三枝子 神戸市保健所兵庫保健センター
118 石塚　理香 帝塚山大学現代生活学部食物栄養学科
121 坂口　武洋 川村学園女子大学創造学部生活文化学科
122 坂口　早苗 川村学園女子大学生活創造学部生活文化学科
124 小田切　陽一 山梨県立大学看護学部看護学科
125 上田　久仁子 広島市健康福祉局保健部保健医療課
126 加藤　一夫 愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
127 鈴木　修治 公益財団法人宮城県結核予防会
128 平尾　智広 香川大学
129 鈴木　俊彦 岩手県対がん協会　いわて健康管理ｾﾝﾀｰ
130 岡田　実 亀田メディカルセンター幕張
131 岡本　悦司 福知山公立大学
133 谷川　武 順天堂大学医学部公衆衛生学教室
134 森　満 北海道千歳リハビリテーション大学
135 西　一也 美都歯科診療所
136 伊藤　善信 秋田県健康福祉部
137 郡山　千早 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学・予防医学
138 山縣　然太朗 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座
139 伊東　則彦 根室保健所
140 竹内　武昭 東邦大学医学部心身医学講座
141 瀬川　洋 奥羽大学歯学部口腔衛生学講座
142 鈴木　るり子 岩手看護短期大学
143 坂田　清美 岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座
145 水嶋　春朔 横浜市立大学医学部社会予防医学教室
146 小笹　美子 島根大学医学部看護学科　
147 小松　真吾 秋田県湯沢保健所
148 川村　佐和子 聖隷クリストファー大学
149 栗盛　須雅子 聖徳大学
150 土屋　久幸 埼玉県熊谷保健所
153 田口　豊郁 川崎医療福祉大学医療福祉学部
154 藤本　弘一郎 公益財団法人　愛媛県総合保健協会
155 窪山　泉 国士舘大学体育学部スポーツ医科学科
156 宇田　優子 新潟医療福祉大学健康科学部看護学科
158 永井　伸彦 秋田県山本地域振興局福祉環境部（秋田県能代保健所)
161 今村　知明 公立大学法人奈良県立医科大学健康政策医学講座
162 東海林　文夫
163 須那　滋
165 土井　渉 一般財団法人京都地域医療研究所　介護老人施設「がくさい」
167 山田　全啓 奈良県中和保健所
168 八田　宏之 堺市東保健センター 
170 久野　一恵 西九州大学健康栄養学部
171 徳留　信寛
174 福本　久美子 九州看護福祉大学
175 青木　一雄 琉球大学大学院医学研究科衛生学・公衆衛生学講座
177 横山　和仁 順天堂大学医学部衛生学講座
178 眞﨑　直子 日本赤十字広島看護大学
179 鈴木　宏俊 岩手県北広域振興局（岩手県久慈保健所）
180 反町　吉秀 大妻女子大学家政学部食物学科
181 山口　亮 札幌市保健所
182 中川　秀昭 金沢医科大学総合医学研究所
183 寺田　勇人 高輪労働衛生コンサルタント事務所
184 藤本　眞一 静岡県賀茂保健所



認定専門家名簿
185 増井　秀久 三菱電機　健康増進センター
186 武田　文 筑波大学体育系健康教育学領域
187 佐久間　清美 名古屋学芸大学看護学部
188 津久井　智 群馬県庁健康福祉部保健予防課
189 川口　竜助 市立奈良病院
190 岩松　洋一 鹿児島県保健福祉部
191 池田　和功 堺市北保健ｾﾝﾀｰ
193 今野　弘規 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座公衆衛生学
194 川尻 由美子　 東京農業大学農学研究科
196 大澤　正樹 岩手医科大学衛生学公衆衛生学
198 多田　敏子 放送大学徳島学習センター・徳島県看護協会
199 石田　久美子 茨城県潮来保健所兼鉾田保健所
200 甲田　勝康 近畿大学医学部公衆衛生学教室
201 中村　晴信 神戸大学大学院人間発達環境学研究科
204 能勢　隆之 公益財団法人中国労働衛生協会　米子検診所
206 山岸　良匡 筑波大学医学医療系　社会健康医学
207 若山　葉子 日本医科大学衛生学公衆衛生学
209 兼板　佳孝 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
211 松村　貴代 京都市北保健センター
212 岡本　希 兵庫教育大学
213 八谷　寛 藤田保健衛生大学医学部公衆衛生学
215 武林　亨 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学
216 森田　久美子 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科地域健康増進看護学
218 井上　五月 岡山県保健福祉部
219 藤﨑　淳一郎
221 冨田　直明 愛媛県東予地方局健康福祉環境部今治支局（今治保健所）
222 柳　元和 帝塚山大学現代生活学部
223 神奈川　芳行 JR東日本健康推進センター
224 長田　斎 女子栄養大学短期大学部
225 藤枝　恵 久留米大学医学部神経精神医学講座
226 青柳　潔 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学分野
228 城戸　照彦 金沢大学医薬保健研究域保健学系
229 尾﨑　哲則 日本大学歯学部医療人間科学分野
231 土橋　酉紀 広島大学大学院医歯薬保健学研究院公衆衛生学
232 藺牟田　洋美 首都大学東京健康福祉学部
233 野田　博之 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座公衆衛生学
234 久保　秀一 千葉県習志野健康福祉センター(習志野保健所）
235 松井　知子 杏林大学保健学部健康教育学教室
236 濱西　島子 富山大学　大学院医学薬学研究部　疫学・健康政策学講座
237 前田　隆 山形県立保健医療大学
239 伊藤　直子 西南女学院大学保健福祉学部看護学科
240 野見山　哲生 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座
242 井上　清美 神戸常盤大学保健科学部
246 味木　和喜子 兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課
248 池見　好昭 日本子ども政策研究推進機構
249 佐々木　明子 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科
250 塚原　照臣 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座
252 中島　正夫 椙山女学園大学看護学部
255 金森　雅夫 立命館大学スポーツ健康科学学部
256 吉岡　早戸 独立行政法人国立病院機構災害医療センター救命救急センター
258 岩田　徹也 西尾市民病院
260 村山　伸子 新潟県立大学
261 吉田　英樹 大阪市保健所
262 田沼　寮子 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター訪問看護ステーションあおぞら
264 工藤　安史 四日市看護医療大学
265 亀井　智子 聖路加国際大学看護学部
267 和田　耕太郎 ヘルス・マネジメント・コンサルタント
268 竹之内　直人 愛媛県　心と体の健康ｾﾝﾀｰ
269 今道　英秋 自治医科大学救急医学
270 佐伯　和子 北海道大学大学院保健科学研究院
274 嶋村　清志 滋賀県健康医療福祉部
276 高橋　裕子 京都大学大学院医学研究科
277 藤原　佳典 東京都健康長寿医療センター研究所
279 桂　晶子 宮城大学看護学部
281 関田　康慶 東北福祉大学健康科学部医療経営管理学科
285 尾崎　米厚 鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野
286 中川　昭生 島根県益田保健所
287 佐藤　拓代 大阪府立病院機構大阪母子医療センター



認定専門家名簿
288 今中　雄一 京都大学　大学院医学研究科　医療経済学分野
290 山田　晧子 青森中央学院大学　看護学部
291 伊藤　武彦 岡山大学大学院教育学研究科
292 烏帽子田　彰 広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　公衆衛生学研究室
294 大屋　日登美 神奈川県衛生研究所　微生物部
295 遠藤　幸男
297 関　奈緒 新潟大学医学部保健学科
298 高鳥毛　敏雄 関西大学　社会安全学部・社会安全研究科
299 石崎　昌夫 金沢医科大学衛生学
300 植木　章三 大阪体育大学教育学部
301 照井　哲 仙南診療所
302 岡田　武夫 大阪がん循環器病予防センター
303 岸　玲子 北海道大学環境健康科学研究教育センター
305 小久保　喜弘 国立循環器病研究センター　予防健診部
307 長嶺　路子 世田谷保健所
308 梅澤　光政 獨協医科大学　
309 古屋　博行 東海大学医学部基盤診療学系公衆衛生学
310 神原　咲子 高知県立大学看護学部
311 安村　誠司 福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座
313 長谷川　美香 福井大学医学部看護学科
314 鈴宮　寛子 島根県雲南保健所
317 遠藤　弘良 聖路加国際大学公衆衛生大学院
318 酒元　誠治 広島修道大学健康科学部健康栄養学科
320 庄野　禎二 医療法人　清流会　緑ヶ丘病院
321 曽根　智史 国立保健医療科学院
323 榊原　康人 名古屋市港保健所保健予防課
325 越田美穂子 香川大学医学部看護学科
326 高橋美保子 埼玉医科大学医学部公衆衛生学
327 中路　重之 弘前大学大学院医学研究科社会医学
328 古謝　安子 琉球大学　医学部
329 土井由利子 鹿児島市保健所
330 惠上　博文 山口県宇部健康福祉センター
331 浜島　信之 名古屋大学大学院医学系研究科医療行政学
332 新家　利一 いわき市保健所
333 安田　誠史 高知大学教育研究部医療学系連携医学部門
334 横川　博英 順天堂大学医学部総合診療科
335 西　　信雄 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所
337 永田　知里 岐阜大学大学院医学系研究科　疫学・予防医学
340 松本　良二 千葉県安房保健所
341 早坂　信哉 東京都市大学人間科学部
342 岡本　玲子 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽ科学教室
345 崔　仁哲 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座公衆衛生学
346 竹下　達也 和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学教室
347 渡邊　能行 京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学
348 西田　秀樹 山口県山口健康福祉センター（山口環境保健所）
349 阿部　孝一 郡山市保健所
350 大久保　一郎 横浜市健康福祉局衛生研究所
351 三浦　克之 滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門
352 古野　純典 MedStat株式会社
353 西脇　祐司 東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野
354 白井　千香 神戸市保健福祉局・神戸市保健所
355 岡本　博照 杏林大学保健学部公衆衛生学教室
357 村木　功 大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学
358 尾島　俊之 浜松医科大学健康社会医学講座
359 小野　かおり
360 村松　真澄 札幌市立大学看護学部
361 後藤　恭一 （一財）空港環境整備協会　航空環境研究センター
362 和泉　京子 武庫川女子大学看護学部
363 勢井　雅子 徳島県総合健診センター（公益財団法人　とくしま未来健康づくり機構）
365 世古　留美 藤田保健衛生大学医療科学部看護学科
367 宮垣　武司 一般財団法人　日本健康増進財団
368 由田　克士 大阪市立大学大学院生活科学研究科　食・健康科学講座公衆栄養学
369 吉田　亨 群馬大学大学院保健学研究科
370 渡會　睦子 東京医療保健大学
371 木下　節子 東京大学大学院医学系研究科
372 荒木　眞澄 兵庫県健康財団
373 蒲浦　光正 公益財団法人神奈川県予防医学協会　産業保健部
375 花田　信弘 鶴見大学歯学部探索歯学講座



認定専門家名簿
376 橘　とも子 国立保健医療科学院研究情報支援研究ｾﾝﾀｰ
377 後藤　英太 後藤英太労働衛生コンサルタント事務所
378 森山　葉子 国立保健医療科学院　医療・福祉サービス研究部
379 兼任　千恵 東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室
380 藤内　修二 大分県福祉保健部健康対策課
381 井上　まり子 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
382 伊木　雅之 近畿大学医学部公衆衛生学
383 内田　満夫 群馬大学大学院医学系研究科
384 岡崎　勲 国際医療福祉大学
385 北宮　千秋 弘前大学教育研究院医学系保健科学領域
387 植田　紀美子 大阪府立母子保健総合医療センター
388 竹迫　弥生 聖路加国際病院一般内科
389 汪　達紘 岡山理科大学理学部生物化学科
390 豊川　智之 東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学
391 野村　卓生 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 
392 垰田　和史 滋賀医科大学社会医学講座衛生学部門
393 吉本　好延 聖隷クリストファー大学
395 阿彦　忠之 山形県健康福祉部
396 笽島　茂 三重大学大学院医学系研究科基礎医学系講座公衆衛生・産業医学分野
398 鈴村　滋生 浦河赤十字病院
400 里村　一成 京都大学医学部公衆衛生学教室
402 岩永　資隆 京都大学医学部公衆衛生学教室
403 古屋　好美 山梨県中北保健福祉事務所（中北保健所）
405 長瀬　博文 富山県砺波厚生センター小矢部支所
408 湯浅　資之 順天堂大学国際教養学部グローバル社会領域
410 松尾　洋 株式会社くまもと健康支援研究所
411 山田　五月 東京都西多摩保健所生活環境安全課
412 春山　康夫 獨協医科大学公衆衛生学講座
413 笹原　賢司 福島県県南保健福祉事務所
414 二宮　一枝 公立大学法人　岡山県立大学保健福祉学部
415 石崎　達郎 東京都健康長寿医療センター研究所　福祉と生活ケア研究チーム
416 久保　彰子 熊本県健康福祉部
419 錦谷　まりこ 九州大学　持続可能な社会のための決断科学センター
421 藤田　裕規 近畿大学医学部公衆衛生学教室
423 渡邉　智之 愛知学院大学心身科学部健康栄養学科
425 稲垣　智一
426 桝本　妙子
427 宮﨑　元伸 さいたま市健康科学研究センター
431 坂野　晶司 江戸川区保健所　保健予防課
433 今井　龍也 大阪市こども青少年局
435 柴﨑　智美 埼玉医科大学地域医学・医療センター
436 西嶋　真理子 愛媛大学大学院医学系研究科
438 重松　美加 国立感染症研究所
439 田中　純子 広島大学　大学院医歯薬保健学研究院　疫学・疾病制御学
440 津下　一代 あいち健康の森健康科学総合センター
441 柳澤　裕之 東京慈恵会医科大学環境保健医学講座
443 都筑　千景 神戸市看護大学看護学部
444 竹内　敏 大阪市健康局
447 近藤　修治 横浜市神奈川区福祉保健センター
448 北原　稔 神奈川県厚木保健福祉事務所
449 犬塚　君雄 豊橋市保健所
450 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
451 生田　明敏 日本大学松戸歯学部公衆予防学教室
452 花岡　知之 興部町国民健康保険病院
454 村上　義孝 東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野
455 月野木　ルミ 大阪医科大学看護学部公衆衛生看護学
458 片上　祐子 神戸市保健所東灘保健センター
459 岡村　智教 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学
461 加藤　昌弘 医療法人鉄友会　宇野病院
463 守山　正樹 日本赤十字九州国際看護大学
464 永井　尚子 和歌山市保健所
465 斉藤　恵美子 首都大学東京大学院人間健康科学研究科
466 仲下　祐美子
467 揚松　龍治 鹿児島県姶良保健所
468 千葉　昌樹 札幌保健医療大学保健医療学部
469 辻　　一郎 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学
470 花家　薫 堺市長寿社会部高齢施策推進課
472 武藤　　眞 福井県丹南健康福祉センター



認定専門家名簿
473 辻　　真弓 産業医科大学　産業衛生学講座
474 吉良　直子 熊本市中央区役所　保健子ども課
475 林田　由美 熊本県県央広域本部宇城地域振興局
478 根津　智子 奈良県医療政策部
479 河本　幸子 岡山市保健所保健課
480 杉澤　孝久 北海道釧路保健所
481 埴岡　　隆 福岡歯科大学口腔保健学講座
482 大木　秀一 石川県立看護大学
484 宮下　和久 和歌山県立医科大学医学部衛生学教室
485 清野　薫子 東京医科歯科大学国際健康推進医学
487 原田　小夜 梅花女子大学看護保健学部
488 関　　明穂 岡山県健康づくり財団
489 濱井　妙子 静岡県立大学看護学部
490 田中　　耕 中部学院大学
491 井上　弘樹 新潟医療福祉大学医療経営管理学部医療情報管理学科
493 緒方　　剛 茨城県土浦保健所
494 五十里　明 学校法人中西学園名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科
495 宮武　光吉 一般財団法人　口腔保健協会
498 高倉　　実 琉球大学医学部
499 黒川　悦子 一般財団法人　宮城県成人病予防協会
503 横山　美江 大阪市立大学大学院看護学研究科
505 斉藤　雅茂 日本福祉大学社会福祉学部
508 谷掛　千里 大阪府藤井寺保健所
509 三宅　吉博 愛媛大学大学院医学系研究科　疫学・予防医学講座
510 田中　景子 愛媛大学大学院医学系研究科　疫学・予防医学講座
512 北村　文彦 順天堂大学医学部衛生学講座
513 池田　若葉 三重大学医学部附属病院疫学センター
514 鈴木　仁一 相模原市保健所
515 早川　岳人 福島県立医科大学衛生学・予防医学講座
516 谷口　栄作 島根大学医学部地域医療支援学講座
519 星野　明子 京都府立医科大学医学部看護学科・大学院保健看護研究科
520 後藤　あや 福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座
522 田中　敦子 千代田区千代田保健所
524 木村　　朗 群馬パース大学大学院
526 南　　昌秀 小松製作所粟津工場健康管理室
527 撫井　賀代 大阪市健康局
528 井上　　茂 東京医科大学公衆衛生学分野
529 照屋　浩司 杏林大学保健学部公衆衛生学教室
530 坂本　　譲 東北学院大学教養学部人間科学課
531 原田　和宏 吉備国際大学大学院保健科学研究科
532 高宮　朋子 東京医科大学公衆衛生学分野
534 小林　真朝 聖路加国際大学看護学部
536 北川　信一郎 滋賀県健康医療福祉部健康医療課健康寿命対策室
537 渡辺　修一郎 桜美林大学大学院老年学研究科
539 櫃本　真聿 医療法人順風会天山病院
540 桂　敏樹 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
543 岸　恵美子 東邦大学看護学部
544 藤野　善久 産業医科大学公衆衛生学教室
545 佐藤　泉 栗原市市民生活部健康推進課
546 大橋　秀隆 兵庫県立健康生活科学研究所
548 吉村　健清 救急救命九州研修所
549 奥村　二郎 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室
550 立瀬　剛志 富山大学医学部疫学・健康政策講座
552 野村　恭子 秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座
554 中村　美詠子 浜松医科大学健康社会医学講座
555 金子　善博 国立精神･神経医療研究センター精神保健研究所
557 中村　幸志 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
558 松永　洋子 防衛医科大学校医学教育部看護学科
559 大久保　孝義 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座
560 勝山　博信 川崎医科大学公衆衛生学教室
561 佐藤　　元 国立保健医療科学院政策技術評価研究部
563 里村　由紀子 京都市伏見保健センター
564 川南　勝彦 埼玉県狭山保健所
565 藤井　可苗 関西福祉大学看護学部
566 表　志津子 金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域
567 永岡　秀之 島根県立こころの医療センター
568 倉本　早苗 石川県保健環境センター　健康・食品安全科学部ウイルスグループ
569 子安　春樹 愛知県精神保健福祉センター



認定専門家名簿
570 石本　寛子 徳島県危機管理部
571 延原　弘章 埼玉県立大学保健医療福祉学部
572 内藤　真理子 名古屋大学大学院医学系研究科予防医学
574 野原　勝 岩手県保健福祉部
576 馬場　幸子 大阪大学大学院医学系研究科医学科国際交流センター
577 南　優子 大崎市民病院
581 江口　依里 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
582 鈴木　まき　 三重県伊勢保健所
583 関　健介 杏林大学保健学部
585 合田　加代子 甲南女子大学看護リハビリテーション学部
586 鷲尾　昌一 聖マリア学院大学
587 齋藤　泰子 秀明大学看護学部
588 村田　千代栄 国立長寿医療研究センター　老年学・社会科学研究センター
590 丹野　高三 岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座
589 渋谷　克彦 順天堂大学　医学部総合診療部
591 冨尾　淳 東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野
592 今村　桃子 国際医療福祉大学福岡看護学部
594 廣川　空美 梅花女子大学看護学部
595 高橋　邦彦 名古屋大学大学院医学系研究科生物統計学分野
596 吉田　礼維子 天使大学看護栄養学部看護学科
598 山本　春江 青森中央学院大学
599 福田　雅臣 日本歯科大学生命歯学部衛生学講座
600 森永　裕美子 国立保健医療科学院
601 上原　里程 埼玉県立大学
602 太田　晶子 埼玉医科大学医学部公衆衛生学
603 佐藤　祐子 順天堂大学医療看護学部
604 蝦名　玲子 株式会社グローバルヘルスコミュニケーションズ
605 山岡　和枝 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
606 入江　ふじこ 茨城県日立保健所
607 本庄　かおり 大阪医科大学心理学・行動科学
610 小林　章雄 医学と社会・連携支援機構
611 小田　清一 医療法人財団　松圓会
614 谷本　芳美 高槻市健康福祉部
615 小林　良清 長野県佐久保健福祉事務所・佐久保健所
617 吉田　良平 鳥取県中部総合事務所福祉保健局／鳥取県倉吉保健所
618 鈴木　健修 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
621 船橋　香緒里 修文大学
623 小嶋　裕
625 川南　公代 武蔵野大学看護学部
628 橋本　由利子 東京福祉大学社会福祉学部
629 筒井　秀代 帝京大学医療共通教育研究センター
631 井後　純子 愛知県江南保健所
632 後藤　尚 長崎県県北保健所
633 竹内　清美 豊田市保健所
634 安部　恵代 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学分野
635 川戸　美由紀 藤田保健衛生大学医学部衛生学講座
638 井上　和男 帝京大学ちば総合医療センター
639 凪　初子 奈良市保健所
640 岸本　和美 公益財団法人兵庫県健康財団
641 鈴木　孝太
643 矢野　拓弥 三重県保健環境研究所
646 富田　早苗 川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科
647 野田　晴彦 東京メディカル・スポーツ専門学校
648 鈴木　史明 医療法人定生会　谷口病院　産婦人科
651 岩澤　聡子 防衛医科大学校衛生学公衆衛生学
652 芝田　登美子 鈴鹿保健所保健衛生室健康増進課
653 栗林　徹 岩手大学人文社会科学部
654 稲葉　静代 岐阜県西濃保健所
655 髙野　直久 髙野歯科医院
658 町田　宗仁 金沢大学医学系国際保健学
659 北畠　義典 埼玉県立大学保健医療福祉学部
660 安達　美佐 栄養サポートネットワーク合同会社
661 矢野　栄二 帝京大学
664 田中　太一郎 東邦大学健康推進センター
666 上地　勝 茨城大学教育学部
667 小田切　優子 東京医科大学公衆衛生学講座
669 斉藤　功 愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻
670 根岸　好男 学校法人　太田医療技術専門学校



認定専門家名簿
671 小谷　和彦 自治医科大学　地域医療学センター
674 牧野　茂徳 一般財団法人　中部公衆医学研究所
676 中野　真規子 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室
677 麻原　きよみ 聖路加国際大学
678 大城　祐子 静岡県立大学「ふじのくに」みらい共育センター
679 福田　洋 順天堂大学医学部総合診療科
680 岩淵　光子 岩手県立大学看護学部
681 大浦　智子 星城大学リハビリテーション学部作業療法学専攻
682 丸山　広達 順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座
684 上野　昌江 大阪府立大学大学院看護学研究科
686 井上　眞人 医療法人（桜桂会）犬山病院
687 平井　寛 山梨大学
688 各務　竹康 福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座
690 中村正和 (公社）地域医療振興協会　ヘルスプロモーション研究ｾﾝﾀｰ
691 道川　武紘 国立研究開発法人国立環境研究所環境健康研究センター環境疫学研究室
694 當山　裕子 琉球大学医学部保健学科
695 白石　知子 中部大学生命健康科学部保健看護学科
698 井谷　修 日本大学医学部公衆衛生学分野
699 竹村　重輝 和歌山県立医科大学医学部衛生学教室
700 畠山　雅行 奈良産業保健推進センター
701 三輪　眞知子 梅花女子大学
703 金子　哲也 杏林大学保健学部
704 田中　良明 埼玉県保健医療部保健医療政策課
705 坂本　博文 川口市保健センター
706 杉本　順子 医療法人かわせみ　八多病院
708 永田　文子
709 山野井　尚美 岡山県保健福祉部健康推進課
710 山本　長史 北海道保健福祉部
711 小寺　良成 岡山県備前保健所
712 加藤　恵子 愛知県知多保健所
714 近藤　良伸 愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課
715 吉田　正雄 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室
716 中川　裕子 大阪市保健所保健医療対策課
717 安齋　由貴子 公立大学法人宮城大学看護学部
721 岡田　克俊 愛媛大学東予地方局
722 直島　淳太 医療法人清風会　なおしま医院
724 山田　小織 福岡女学院看護大学
726 古賀　晴美 千葉県松戸健康福祉センター（松戸保健所）　疾病対策課
727 服部　悟 岡崎市保健所
728 大脇　和浩 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
729 吉田　裕人 東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科
730 小松　仁 長野県大町保健福祉事務所
731 武見　ゆかり 女子栄養大学
734 村山　洋史 東京大学高齢社会総合研究機構
736 長谷川　勢子 愛知県知多保健所
740 高橋　秀人 国立保健医療科学院
744 小島　修子
745 網中　雅仁 くらしき作陽大学食文化学部
750 岩井　梢 NPO法人ウェルビーイング
751 大前　利市 医療法人拓生会　奈良西部病院
752 宮松　直美 滋賀医科大学臨床看護学講座
754 中村　武夫 近畿大学薬学部医療薬学科
755 小林　敏生 広島大学大学院医歯薬保健学研究院
756 青山　旬 栃木県立衛生福祉大学校
757 木津喜　雅 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
760 近藤　克則 千葉大学予防医学センター環境健康学研究部門
761 城所　敏英 東京都島しょ保健所
762 塩澤　友規 青山学院大学保健管理センター
764 岩本　淳子 天理医療大学医療学部看護学科
765 渡辺　晃紀 栃木県保健福祉部医療政策課
766 髙田　礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室
768 成木　弘子 国立保健医療科学院
770 古田　加代子 愛知県立大学看護学部
773 前野　有佳里 九州大学大学院医学研究院保健学部門（公衆衛生看護学）
776 本荘　哲 国立病院機構　福岡病院小児科
777 矢庭　さゆり 新見公立大学大学院看護学研究科
778 星　佳芳 北里大学医学部衛生学
779 大倉　美佳 京都大学大学院医学研究科看護科学コース



認定専門家名簿
780 田宮　菜奈子 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野
781 山本　秀樹 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
783 三角　順一 （株）大分キヤノン
785 文　鐘聲 畿央大学　健康科学部看護医療学科
786 築島　恵理 北海道保健福祉部
787 中瀨　克己 岡山大学医療教育統合開発センター
788 三浦　宜彦
789 篠田　邦彦 新潟大学
790 小野　尚香 畿央大学教育学部
792 木下　真里 独立行政法人国立国際医療研究センターエイズ治療研究開発センター
793 能村　友紀 新潟医療福祉大学　医療技術学部
794 内山　有子 東洋大学ライフデザイン学部
795 山崎　由花 東京医科大学
796 上坂　智子 姫路獨協大学
800 飯田　恭子 名古屋市熱田保健所
801 有馬　久富 福岡大学医学部衛生・公衆衛生学
802 玉腰　暁子 北海道大学大学院医学研究院公衆衛生学教室
803 柳原　博樹 岩手県中部保健所
804 嘉数　直樹 島根大学医学部環境保健医学講座環境予防医学
805 高見　栄喜 関西看護医療大学
806 後藤　裕一郎 群馬県安中保健福祉事務所
807 池内　龍太郎 株式会社コーセー人事部医務室
808 須藤　章 ＮＴＴ東日本健康管理センター
809 鈴木　恵三
810 杉本　章二 （公財）高知県総合保健協会
811 櫻木　初美 福岡県精神保健福祉センター
812 小島　美樹 大阪大学大学院歯学研究科予防歯科学教室
813 荒木　夕宇子 日本電気㈱玉川健康管理ｾﾝﾀｰ
814 辻　雅善 福岡大学医学部衛生・公衆衛生額教室
815 吉田　都美 京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻薬剤疫学
816 上村　浩一 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
817 杉田　潔 愛正透析クリニック
818 濱島　ちさと 国立がん研究センターがん予防・検診研究センター健診研究部
819 大木　いずみ 栃木県立がんセンター研究所
820 赤羽　学 奈良県立医科大学
821 山海　知子 筑波大学医学医療系保健医療学域
822 林　知里 大阪市立大学大学院看護学研究科
823 岡田　栄作 浜松医科大学健康社会医学講座
824 鈴木　礼子 福島学院大学短期大学部食物栄養科
825 小松　裕和 JA長野厚生連佐久総合病院
827 南園　佐知子 秋田大学大学院医学系研究科社会環境医学系地域医療政策学講座
828 坪井　宏仁 金沢大学医薬保健研究域薬学系
829 細田　武伸 鳥取看護大学
830 西川　晋史 医療法人社団神鋼会　神鋼病院健診センター
831 大西　一成 山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター
832 菊川　縫子 藍野大学
833 柳川　拓三 兵庫県中播磨健康福祉事務所
834 東　賢一 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室
835 竹内　倫子 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野
836 武智　浩之 群馬県館林保健福祉事務所
838 荻野　大助 名寄市立大学保健福祉学科教養教育部
839 小林　澄貴 北海道大学環境健康科学研究教育センター
840 中川　武子 九州看護福祉大学
841 木村　美也子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室
842 森鍵　裕子 山形大学医学部看護学科
843 村上　慶子 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座
844 桑原　恵介 帝京大学大学院公衆衛生学研究科
845 田村　隆教 高知学園短期大学医療衛生学科公衆衛生学研究室
846 上林　宏次 旭川市保健所
848 加藤　正典 仙台市泉区保健福祉センター
849 島田　晃秀 三重県健康福祉部長寿介護課
850 井口　理 東京工科大学医療保健学部看護学科
851 中里　栄介 佐賀県唐津保健福祉事務所（唐津保健所）
852 渡邉　功 京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学
853 金成　由美子 福島県保健福祉部県民健康調査課
854 廣瀬　浩美 愛媛県宇和島保健所
855 落合　裕隆 昭和大学医学部公衆衛生学部門
856 守田　孝恵 山口大学大学院医学系研究科



認定専門家名簿
857 山内　加奈子 広島国際大学心理学部
858 北野　尚美 和歌山県立医科大学
859 栗山　長門 京都府立医科大学医学部地域保健医療疫学教室　同学附属脳・血管系老化研究センター社会医学部門

860 白澤　貴子 昭和大学医学部公衆衛生学部門
861 朴峠　周子 人間総合科学大学
862 星野　祐美 昭和大学医学部公衆衛生学部門
863 依田　健志 香川大学医学部公衆衛生学
864 小池　城司 福岡市医師会成人病センター
865 宮園　将哉 大阪府富田林保健所
866 遠藤　源樹 順天堂大学医学部衛生学公衆衛生学
867 金城　文 鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野
868 大原　宰 北海道保健福祉部
869 杉井　たつ子 常葉大学健康科学部
870 吉益　光一 和歌山県立医科大学医学部衛生学
871 内村　麻里 国立病院機構　大阪医療センター
872 本田　歩美 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域リハビリテーション学分野本田研究室
873 小橋　元 獨協医科大学医学部公衆衛生学講座
874 青山　京子 修文大学
875 大角　晃弘 （公財）結核予防会結核研究所　臨床・疫学部
877 城川　美佳 神奈川県立保健福祉大学
878 戸張　裕子 東京薬科大学薬学部
879 柴　喜崇 北里大学医療衛生学部
880 長野　俊郎 熊本市保健所
881 藤村　一美 山口大学大学院医学系研究科
882 松本　健二 大阪市保健所
883 濱　耕子 石川県立看護大学看護学部
884 大藤さとこ 大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学
885 原井　美佳 札幌市立大学
886 本橋　佳子 東京都健康長寿医療センター研究所
887 後藤　温 国立がん研究センター　社会と健康研究センター　疫学研究部
888 磯村　聰子 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻
889 仁木　敦子 大阪府立病院機構大阪母子医療センター
890 木村　美佳 特定非営利活動法人　国際生命科学研究機構
891 赤井由紀子 東北福祉大学
892 加藤　礼識 奈良県立医科大学　公衆衛生学講座
893 二瓶　健司 公益財団法人　星総合病院
894 中村　有美子 関西福祉大学看護学部
895 川西　康之 同志社大学赤ちゃん学研究センター
896 和泉　比佐子 神戸大学大学院保健学研究科
897 吉池　信男 青森県立保健大学
898 浅沼　徹 国際武道大学
899 鹿嶋　小緖里 広島大学大学院医歯薬保健学研究院公衆衛生学
900 戸渡　洋子 熊本保健科学大学
902 彦　聖美 金城大学看護学部看護学科
903 後藤　文枝 愛知県東海市役所（東海市しあわせ村）
904 福島　若葉 大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学
905 島本　太香子 奈良大学
906 田原　浩子 下松市役所
907 下平　奈緒子 長野県松本保健福祉事務所
908 林　正幸 福島県立医科大学医学部疫学講座


