
岸 玲子 北海道大学環境健康科学研究教育センター
西條泰明 旭川医科大学健康科学講座地域保健疫学分野
望月吉勝 旭川医科大学看護学科
森　満 札幌医科大学医学部公衆衛生学講座

竹森幸一 弘前医療福祉大学保健学部看護学科
松坂方士 弘前大学大学院医学研究科社会医学講座
山中朋子 弘前保健所

坂田清美 岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座
立身政信 岩手大学保健管理センター

植木章三 東北文化学園大学大学院
大熊恒郎 仙台市青葉区保健福祉センター
黒川悦子 東北大学大学院情報科学研究科
辻　一郎 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学

伊藤善信 秋田県健康福祉部
村田勝敬 秋田大学大学院医学系研究科環境保健学講座
本橋　豊 秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座

寳澤　篤 山形大学医学部公衆衛生
細谷たき子 山形大学医学部看護学科

加藤清司 福島県県北保健福祉事務所
後藤あや 福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座
長澤脩一 福島県保健福祉部健康衛生総室
福島哲仁 福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座

内田千代子 茨城大学保健管理センター
大久保一郎 筑波大学大学院人間総合科学研究科保健医療政策学分野
柏木聖代 筑波大学大学院人間総合科学研究科
田宮菜奈子 筑波大学大学院人間総合科学研究科ヘルスリサーチ分野
山岸良匡 筑波大学大学院人間総合科学研究科社会健康医学

上原里程 自治医科大学公衆衛生学
尾身　茂 自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門
小林雅与 栃木県県南健康福祉センター
武藤孝司 獨協医科大学医学部公衆衛生学講座

佐藤由美 群馬大学医学部保健学科看護学専攻
松村康弘 桐生大学医療保健学部
吉田　亨 群馬大学大学院保健学研究科

大村外志隆 埼玉県春日部保健所

栃木県

群馬県

埼玉県

福島県

茨城県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県



緒方裕光 国立保健医療科学院研究情報支援研究センター
岡本悦司 国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部
嘉悦明彦 さいたま市保健福祉局保健所　疾病予防対策課
柴崎智美 埼玉医科大学地域医学・医療センター
中崎啓子 埼玉県立大学保健医療福祉学部 看護学科

江口弘久 千葉県衛生研究所
大川由一 千葉県立保健医療大学歯科衛生学科
諏訪園靖 千葉大学大学院医学研究院環境労働衛生学
羽田明 千葉大学大学院医学研究院公衆衛生学
古畑　公 和洋女子大学

青木　健 日本大学医学部社会医学系衛生学分野
井口貴志 家族ウエルビ―イング研究所
池田真紀 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
岩尾總一郎 国際医療福祉大学
上田博三 上田総合コンサルタント事務所
梅里良正 日本大学医学部　社会医学系医療管理学分野
梅田珠実 国立病院機構医療部
遠藤弘良 東京女子医科大学国際環境・熱帯医学講座
小野浩二 国士館大学大学院
金田麻里子 荒川区保健所
川口陽子 東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野
河原和夫 東京医科歯科大学大学院医療政策学講座
熊谷直樹 東京都福祉保健局障害者施策推進部
倉橋俊至 澁谷保健所
小林廉毅 東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学
根東義明 日本大学医学部社会医学系医療管理学分野
櫻山豊夫 東京都福祉保健局
笹井敬子 東京都福祉保健局
佐々木明子 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科地域保健看護学
下光輝一 東京医科大学公衆衛生学講座
新開省二 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
高野健人 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
高橋郁美 東京都福祉保健局医療改革推進担当部
田草川幸子 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
田中敦子 池袋保健所
土屋久幸 日本大学医学部
寺西　新 練馬区保健所
中村桂子 東京医科歯科大学大学院国際保健医療協力学
成田友代 東京都福祉保健局医療政策部
原野　悟 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
広松恭子 東京都福祉保健局保健政策部
藤原佳典 東京都健康長寿医療センター　社会参加と地域保健研究チーム
増田和茂 財）健康・体力づくり事業財団
三浦公嗣 農林水産省　
矢内真理子 台東保健所
矢野栄二 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学教室
横山和仁 順天堂大学医学部衛生学講座

相澤好治 北里大学医学部
荒川浩久 神奈川歯科大学健康科学講座口腔保健学分野
北原　稔 厚木保健福祉事務所
佐藤敏彦 北里大学医学部附属臨床研究センター
鈴木仁一 厚木保健福祉事務所
平田幸夫 神奈川歯科大学　社会歯科学講座

千葉県

神奈川

      東京都



水嶋春朔 横浜市立大学医学部社会予防医学

伊藤　隆 新潟医療福祉大学
関　奈緒 新潟大学医学部保健学科
田邊直仁 新潟県立大学

近藤尚己 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座
古屋好美 山梨県中北保健所
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

佐々木隆一郎 長野県飯田保健所
野見山　哲生 信州大学医学部衛生学公衆衛生学

関根道和 富山大学大学院医学薬学研究部保健医学講座

菊地修一 石川県健康福祉部健康推進課
城戸照彦 金沢大学医薬保健研究域保健学系
中川秀昭 金沢医科大学医学部公衆衛生学教室

小林徹治 坂井健康福祉センター
宮下裕文 福井保健所

大橋たみえ 朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保健学分野
永田知里 岐阜大学大学院医学系研究科疫学・予防医学分野

尾島俊之 浜松医科大学健康社会医学
川村佐和子 聖隷クリストファー大学
鶴田憲一 静岡県

五十里明 愛知県健康福祉部
大沢　功 愛知学院大学心身科学部健康科学科
小林章雄 愛知医科大学医学部衛生学講座
櫻井令子 名古屋市昭和保健所
橋本修二 藤田保健衛生大学医学部衛生学講座
浜島信之 名古屋大学大学院医学系研究科予防医学

長坂裕二 三重県桑名保健福祉事務所
中山　治 三重県津保健福祉事務所

角野文彦 滋賀県健康福祉部
三浦克之 滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門
宮松直美 滋賀医科大学臨床看護学講座

木村みさか 京都府立医科大学医学部看護学科
京都府

岐阜県
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中原俊隆 京都大学大学院医学研究科
中山健夫 京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻
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

伊木雅之 近畿大学医学部公衆衛生学教室
磯　博康 大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学
今木雅英 大阪府立大学総合リハビリテーション学部栄養療法学科
岡田武夫 大阪府立健康科学センター健康度測定部
北村明彦 大阪府立健康科学センタ―
多田羅浩三 大阪大学
中村正和 大阪府立健康科学センター健康生活推進部
廣田良夫 大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学

笠松隆洋 神戸市看護大学看護学部
島　正之 兵庫医科大学公衆衛生学
白井千香 神戸市保健所
高岡道雄 兵庫県加古川健康福祉事務所
毛利好孝 姫路市保健所

今村知明 奈良県立医科大学健康政策医学講座
車谷典男 奈良県立医科大学地域健康医学教室
東　賢一 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室

宮下和久 和歌山県立医科大学医学部衛生学教室

岸本拓治 鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野
黒沢洋一 鳥取大学医学部健康政策医学分野

中川昭生 島根県健康福祉部
福澤陽一郎 島根県立大学短期大学部出雲ｷｬﾝﾊﾟｽ

實成文彦 山陽学園大学・山陽学園短期大学
土居弘幸 岡山大学　疫学・衛生学分野
二宮忠矢 岡山県保健福祉局医療推進課

烏帽子田彰 広島大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学教室
小笹晃太郎 財団法人放射線影響研究所疫学部
小林敏生 広島大学大学院保健学研究科

原田規章 山口大学医学部衛生学教室
福田吉治 山口大学　医学部地域医療推進学

石本寛子 徳島県保健福祉部医療健康総局
大木元繁 徳島県吉野川保健所

山口県

徳島県
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兵庫県

大阪府



大原昌樹 綾川町国民健康保険陶病院
平尾智広 香川大学医学部公衆衛生学

斉藤　功 愛媛大学大学院医学系研究科医療情報解析学講座
竹之内直人 愛媛県松山保健所
野村美千江 愛媛県立医療技術大学看護学科

川内敦文 高知県健康政策部医療政策・医師確保課

畝　博 福岡大学医学部衛生学教室
埴岡　隆 福岡歯科大学口腔保健学講座
馬場園明 九州大学大学院医学研究院医療経営　管理学講座
藤野善久 産業医科大学公衆衛生学
吉村健清 福岡女子大学

田中恵太郎 佐賀大学医学部社会医学講座予防医学分野

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
木下博史 西彼保健所/長崎振興局保健部
本田純久 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科看護学講座

加藤貴彦 熊本大学大学院生命科学研究部公衆衛生・医療科学 　
佐藤林正 九州看護福祉大学
宮北隆志 熊本学園大学社会福祉学部福祉環境学科

青野裕士 大分大学医学部 公衆衛生・疫学
藤内修二 大分県福祉保健部

黒田嘉紀 宮崎大学医学部社会医学講座

秋葉澄伯 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科健康科学専攻人間環境学講座
揚松龍治 鹿児島県川薩保健所

宇座美代子 琉球大学医学部保健学科地域看護学教室
金城芳秀 沖縄県立看護大学

阿彦忠之 山形県庁健康福祉部
宇田英典 鹿児島県姶良保健所
遠藤　明 （財）医療情報システム開発センター
遠藤幸男 福島県県南保健福祉事務所  
緒方　剛 筑西保健所
岡本浩二 国立水俣病総合研究センター
加治正行 静岡市保健所
木村博承 厚生労働省大臣官房

A　職　種
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近藤健文
坂井温子 鈴鹿保健福祉事務所
澁谷いづみ 愛知県半田保健所
住友眞佐美 東京都健康安全研究センター
塚原太郎 厚生労働省厚生科学課
徳留信寛 独立行政法人国立健康・栄養研究所
中坪直樹 北区保健所
中西好子 八王子市保健所
長野みさ子 東京都多摩府中保健所
西田みちよ 世田谷区役所　
廣瀬　省 全国地区衛生組織連合会
福内恵子 新宿区保健所
細川えみ子 葛飾区保健所
松原史朗 名古屋市健康福祉局
武藤　真 福井県嶺南振興局二州保健福祉センター
矢島鉄也 厚生労働省
吉田道彦 東京都福祉保健局健康安全部
渡邊義郎 船橋市保健所

井谷　修 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
井上　茂 東京医科大学公衆衛生学
今中雄一 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
圓藤吟史 大阪市立大学大学院医学研究科産業医学分野（環境衛生学教室）
大井田隆 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
岡村智教 慶應義塾大学衛生学公衆衛生学
尾崎米厚 鳥取大学医学部社会医学講座
加藤誠也 公益財団法人結核予防会結核研究所
兼板佳孝 日本大学医学部社会医学系　公衆衛生学分野
川本俊弘 産業医科大学医学部衛生学教室
木山昌彦 大阪府立健康科学センター
小牧宏一 埼玉県立大学保健医療福祉学部
近藤修治 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
佐藤千史 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科健康情報分析学
佐藤眞一 千葉県衛生研究所
祖父江友孝 国立がんセンタ―がん対策情報センターがん統計研究部
高鳥毛敏雄 関西大学社会安全学部
谷川　武 愛媛大学大学院医学系研究科公衆衛生・健康医学分野
東　尚弘 東京大学医学研究科公衆衛生学教室
伏見清秀 東京医科歯科大学医療情報システム学
渕上博司 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
三島和夫 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神生理研究部
三宅健夫 日本大学医学部公衆衛生学分野
森河裕子 金沢医科大学看護学部疫学公衆衛生学
安村誠司 福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座
吉池信男 青森県立保健大学健康科学部栄養学科

青山　旬 栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部
石井拓男 東京歯科大学社会歯科学研究室
岡田加奈子 千葉大学教育学部養護教諭養成課程
尾崎哲則 日本大学歯学部医療人間科学教室
貞升健志 東京都健康安全研究センター病原細菌研究科
中垣晴男 愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
永野英子 大阪府立健康科学センター健康度測定部
濱野　裕 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
三浦宏子 国立保健医療科学院口腔保健部
森田　学 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野
矢澤正人 多摩立川保健所

B　職　種

C　職　種



米満正美 岩手医科大学歯学部 口腔保健育成学講座口腔保健学分野

赤尾千恵美 春江町クリニック
大渕修一 東京都健康長寿医療センター　福祉と生活ケア
押野榮司 日本栄養士会
神谷信行 東京都健康安全研究センター疫学情報室
新保真理 埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科
武見ゆかり 女子栄養大学栄養学部食生態学研究室
伊達ちぐさ 兵庫県立大学　環境人間学部
田中久子 女子栄養大学公衆栄養学研究室
長野　聖 市立堺病院リハビリテーション科
中村丁次 神奈川県立保健福祉大学
新美達也 さいたま市健康科学研究センター 生活科学課
西村節子 大阪府立健康科学センター健康開発部栄養指導班　
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

麻原きよみ 聖路加看護大学
池田信子 秋田看護福祉大学
井上愛子 東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課
大西真由美 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻
大橋　初枝 日本大学付属看護専門学校
岡崎いみ子 日本大学付属看護専門学校
岡本和井 日本大学付属看護専門学校
岡本玲子 岡山大学大学院保健学科研究科
尾崎章子 東邦大学医学部看護学科
金川克子 神戸市看護大学
叶谷由佳 山形大学医学部看護学科
茅山加奈江 石川県健康福祉部健康推進課
岸恵美子 帝京大学医療技術学部看護学科
北山三津子 岐阜県立看護大学地域基礎看護学講座
木根　久江 日本大学付属看護専門学校
越田美穂子 香川大学医学部看護学科地域・精神看護学講座
小林典子 (財)結核予防会 結核研究所
佐伯和子 北海道大学大学院保健科学研究院
鳥海佐和子 筑西市健康増進課
仁木孝子 日本大学付属看護専門学校
長谷川富美子 大阪府寝屋川保健所
鳩野洋子 九州大学大学院医学研究院保健学部門
春山早苗 自治医科大学看護学部
平野かよ子 東北大学大学院医学系研究科
堀井裕子 大阪府豊中保健所
松島郁子 東京都西多摩保健所
村嶋幸代 東京大学大学院医学系研究科地域看護分野
村松照美 山梨県立大学看護学部看護学科

朝倉隆司 東京学芸大学教育学部養護教育講座
安西将也 龍谷大学 社会学部地域福祉学科
井上まり子 帝京大学　医学部衛生学公衆衛生学講座
片山　律 千葉工業大学工学部建築都市環境学科
木戸宜子 日本社会事業大学
栗盛須雅子 茨城キリスト教大学
小島光洋 （財）宮城県成人病予防協会
西連地利己 獨協医科大学公衆衛生学講座
島津明人 東京大学大学院　医学系研究科精神保健学分野
清野薫子 東京医科歯科大学大学院国際保健医療協力学
高橋秀人 筑波大学大学院人間総合科学研究科

D　職　種

E　職　種

F　職　種



武村真治 国立保健医療科学院健康危機管理研究部
筒井孝子 国立保健医療科学院
豊川智之 東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室
芳賀　博 桜美林大学大学院老年学研究科
本庄かおり 大阪大学グローバルコラボレーションセンター
三浦宜彦 埼玉県立大学保健医療福祉学部
村上義孝 滋賀医科大学社会医学講座医療統計学部門
村山伸子 新潟医療福祉大学健康栄養学科
吉田裕人 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
李廷秀 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻


