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2015.04現在

*敬称略・順不同

役職 氏名 学会等の公職

名誉学長 谷　修一
第46回ＷＨＯ総会委員会・会議等の政府代表
日本医療経営学会第2回年次学術大会長

学長 北島　政樹

元慶應義塾大学医学部　医学部長
元慶應義塾大学病院　病院長
ハンガリー十字騎士勲章受章
センメルワイス大学名誉医学博士
英国・米国・ドイツ・イタリア・ハンガリー・ポーランド外科学会名誉会員
New England Journal of Medicine,編集委員
日本内視鏡外科学会理事長
前日本コンピュータ外科学会理事長
第100回日本外科学会会長
第3･7回国際センチネルノード学会会長
第6回国際胃癌学会会長
第42回万国外科学会会長
前国際消化器外科学会会長
欧州科学アカデミー会員
万国外科学会名誉会員

総長 矢﨑　義雄

元東京大学医学部　医学部長
独立行政法人国立病院機構名誉理事長（前理事長）
元国立国際医療センター病院長・総長
元日本内科学会理事長
元日本循環器学会理事長
元日本医学会副会長
第28回日本医学会総会会頭

名誉大学院長
学事顧問

金澤　一郎

東京大学名誉教授
元東京大学医学部脳研神経内科教授
元同大学附属病院長
元国立精神・神経センター総長
元日本学術会議会長
日本医学会総会幹事
前宮内庁長官官房皇室医務主管（現宮内庁・侍従職御用掛）

大学院長
副学長
大学院医療福祉学研究科長
大学院がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ講座主任
医学部設置準備委員会委員長

山王メディカルセンター
　名誉院長

天野　隆弘

元慶応義塾大学医学部教授、現客員教授
元慶應義塾大学医学教育統括センター長
元財団法人慶應健康相談センター（人間ドック施設）センター長・理事
前国際医療福祉大学塩谷病院副院長
日本医学教育学会元理事・名誉会員
人間ドック健診専門医（日本人間ドック学会・日本総合健診医学会）
日本総合健診医学会理事
日本人間ドック学会理事
日本神経学会認定指導医・神経内科専門医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医・名誉会員
日本内科学会認定内科医
日本頭痛学会認定頭痛専門医
第42回日本総合健診医学会大会長

副学長
保健医療学部長
基礎医学研究センター副センター長
大学院保健医療学専攻
　　　　理学療法学分野長
医療福祉教育・管理分野長
産学・医工連携推進室長

丸山　仁司

第10回アジア理学療法学会会長
理学療法科学学会会長
元日本理学療法士協会副会長
全国リハビリテーション学校協会理事・事務局長

副学長
国際医療福祉大学病院長
発達医学診療・研究センター長

桃井　眞里子

自治医科大学名誉教授
前自治医科大学医学部　医学部長
前自治医科大学小児科学主任教授
前自治医科大学とちぎ子ども医療センター長
日本学術会議会員
日本小児神経学会名誉会員
日本人類遺伝学会評議員
信州大学メディカルヘルスイノベーション講座客員教授

国内外の学会等で活躍する教員
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副学長
医療福祉学部長
国際交流センター長
医学教育研修センター長
神経内科統括部長（栃木地区）

糸山  泰人

前国立精神・神経医療研究センター病院長
元東北大学病院副病院長（研究・医療安全担当）
元東北大学医学部神経内科学講座教授
元日本神経学会理事
日本神経治療学会名誉会員（元理事）
日本神経免疫学会理事
元日本神経学会理事長
日本末梢神経学会理事
元日本神経感染症学会理事

副学長
副大学院長
九州地区生涯教育センター長

金出　英夫

九州大学名誉教授
元九州大学医学部　医学部長・医学研究院長
前福岡山王病院　病院長
日本循環器学会循環器専門医・元評議員
元日本動脈硬化学会評議員
元日本薬理学会評議員
元日本平滑筋学会理事・評議員
元国際心臓研究学会日本部会理事
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【関東ブロック　栃木本校】 *敬称略・順不同

役職 氏名 学会等の公職

副学長
保健医療学部長
基礎医学研究センター副センター長
大学院保健医療学専攻
　　　　理学療法学分野長
医療福祉教育・管理分野長
産学・医工連携推進室長

丸山　仁司

第10回アジア理学療法学会会長
理学療法科学学会会長
元日本理学療法士協会副会長
全国リハビリテーション学校協会理事・事務局長

副学長
国際医療福祉大学病院長
発達医学診療・研究センター長

桃井　眞里子

自治医科大学名誉教授
前自治医科大学医学部　医学部長
前自治医科大学小児科学主任教授
前自治医科大学とちぎ子ども医療センター長
日本学術会議会員
日本小児神経学会名誉会員
日本人類遺伝学会評議員
信州大学メディカルヘルスイノベーション講座客員教授

副学長
医療福祉学部長
国際交流センター長
医学教育研修センター長
神経内科統括部長（栃木地区）

糸山  泰人

前国立精神・神経医療研究センター病院長
元東北大学病院副病院長（研究・医療安全担当）
元東北大学医学部神経内科学講座教授
元日本神経学会理事
日本神経治療学会名誉会員（元理事）
日本神経免疫学会理事
元日本神経学会理事長
日本末梢神経学会理事
元日本神経感染症学会理事

大学院長
副学長
大学院医療福祉学研究科長
大学院がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ講座主任
医学部設置準備委員会委員長

山王メディカルセンター
　名誉院長

天野　隆弘

元慶応義塾大学医学部教授、現客員教授
元慶應義塾大学医学教育統括センター長
元財団法人慶應健康相談センター（人間ドック施設）センター長・理事
前国際医療福祉大学塩谷病院副院長
日本医学教育学会元理事・名誉会員
人間ドック健診専門医（日本人間ドック学会・日本総合健診医学会）
日本総合健診医学会理事
日本人間ドック学会理事
日本神経学会認定指導医・神経内科専門医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医・名誉会員
日本内科学会認定内科医
日本頭痛学会認定頭痛専門医
第42回日本総合健診医学会大会長

薬学部長
大学院薬科研究科長
大学院医療・生命薬学専攻主任
先進漢方医薬学教育研究ｾﾝﾀｰ長

武田　弘志

日本ストレス学会副理事長
第5回日本緩和医療薬学会年会 会長
日本薬理学会理事
日本緩和医療薬学会理事
日本精神神経薬理学会理事

保健医療学部看護学科長 坪倉　繁美
前新潟県立看護大学 看護学部長
元日本看護協会 事業開発部長
元厚生省医政局看護課 課長補佐

保健医療学部理学療法学科長 久保　晃 元日本理学療法士協会 財務部長

作業療法学科長
教務部長

谷口　敬道 栃木県作業療法士会 副会長

保健医療学部作業療法学科准教授 陣内　大輔
日本作業療法士協会常務理事
全国リハビリテーション学校協会理事

国内外の学会等で活躍する教員
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保健医療学部言語聴覚学科長 城間　将江 一般社団法人日本言語聴覚士協会業務執行理事

保健医療学部言語聴覚学科教授 新美　成二

元東京大学医学部教授
東京大学名誉教授
日本喉頭科学会理事
元日本音声言語医学会理事長（現・顧問）
元日本気管食道科学会理事（現・監事）
元日本耳鼻咽喉科学会評議員

保健医療学部言語聴覚学科教授
国際医療福祉大学クリニック
　　　　　　　　言語聴覚センター長

加我　君孝

元東京大学耳鼻咽喉科学教室教授
東京大学医学教育国際協力研究センター初代センター長
東京大学名誉教授
元日本耳科学会理事長（現顧問）
元耳鼻咽喉科学会理事
元日中医学協会常任理事
厚生労働省援護審査会委員

保健医療学部視機能療法学科長 新井田　孝裕
全国視能訓練士学校協会顧問
日本神経眼科学会評議員

保健医療学部放射線・情報科学科長 勝俣　健一郎
第30回日本医用画像工学会大会長
元東芝メディカルシステムズＣＴ事業部長、専務
元日本VR医学会理事

保健医療学部放射線・情報科学科教
授
国際医療福祉大学クリニック院長
　健康管理センター長

鈴木　元

元放射線医学総合研究所室長
原子力規制委員会・緊急事態応急対策委員
原子力規制委員会・緊急被ばく医療に関する検討チーム
日本放射線事故・災害医学会理事

保健医療学部放射線・情報科教授 佐々木  博
元東芝医用システム社 首席技監
元日本超音波医学会理事

医療福祉学部
　　医療福祉･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科長
　　社会福祉コース主任
学生部長
キャリア支援センター長

小林　雅彦 元厚生省社会・援護局地域福祉課地域福祉専門官

医療福祉学部
　　医療福祉･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ副学科長
　　診療情報管理コース主任
　　医療福祉マネジメントコース主任
大学院医療福祉経営専攻
　　診療情報アナリスト養成分野長
就職部長

山本　康弘
日本医療・病院管理学会評議員
日本診療情報管理士会評議員
特定非営利活動法人日本DPC協議会事務局長

医療福祉学部
　　医療福祉･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科教授

上島　國利

元昭和大学医学部教授（現：客員教授）
元杏林大学医学部教授
日本うつ病学会設立者・初代理事長
元日本本精神科診断学会理事（現：名誉会員）
日本臨床精神神経薬理学会名誉会員
元厚労省医療関係者審議会専門員

薬学部薬学科教授
大学院教授
学務部長（大学院）
医学部設置準備室長

池田　俊也

第52回日本医療・病院管理学会学術総会会長
第17回日本薬剤疫学会学術総会会長
国際医薬経済・アウトカム研究学会日本部会理事・元会長
日本医療・病院管理学会学術総会長・理事
日本薬剤疫学会評議員（元理事）
日本薬剤疫学会理事・評議員
日本クリニカルパス学会評議員
元日本医療情報学会評議員
元厚生省「薬価基準制度の見直しに関する作業チーム」委員
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総合教育センター長 菊地　哲郎

元毎日新聞社　常務取締役主筆、特別顧問
毎日新聞社客員編集委員
元政府税制調査会特別委員
元内閣府独立行政法人改革分科会委員
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【関東ブロック　小田原】 *敬称略・順不同

役職 氏名 学会等の公職

常務理事

小田原保健医療学部長

国際医療福祉大学熱海病院
  名誉病院長

寺岡　慧

東京女子医科大学名誉教授
元東京女子医科大学第三外科教授
前日本移植学会理事長
前日本膵・膵島移植研究会会長
日本組織移植学会副理事長
日本外科学会認定指導医・専門医
日本透析医学会指導医・専門医
日本急性血液浄化学会功労会員
日本腎臓財団理事
日本臓器移植ネットワーク理事
元日本人工臓器学会副理事長

副学部長
理学療法学科長

黒澤　和生
日本理学療法士協会業務執行理事
理学療法科学学会副会長
元・健康科学大学教授

作業療法学科長 藤本　幹
前新潟リハビリテーション大学医療学部リハビリテーション学科教授
元帝京平成大学健康メディカル学部作業療法学科教授

小田原保健医療学部　看護学科長

大学院保健医療学専攻看護学分野
長

荒木田　美香子

元大阪大学大学院教授
元浜松医科大学医学部看護学科教授
日本産業保健師会副理事長
日本養護教諭養成大学協議会副会長
日本公衆衛生看護学会理事
日本地域看護学会理事
元日本公衆衛生学会評議員
日本健康教育学会評議員
日本産業精神保健学会理事

国内外の学会等で活躍する教員
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【九州ブロック】 *敬称略・順不同

役職 氏名 学会等の公職

副学長
副大学院長
九州地区生涯教育センター長

金出　英夫

九州大学名誉教授
元九州大学医学部　医学部長・医学研究院長
前福岡山王病院　病院長
日本循環器学会循環器専門医・元評議員
元日本動脈硬化学会評議員
元日本薬理学会評議員
元日本平滑筋学会理事・評議員
元国際心臓研究学会日本部会理事

福岡保健医療学部長
医学検査学科長
大学院大川ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ主任

辻 貞俊

元産業医科大学医学部長
元産業医科大学医学部神経内科学教授
第8回国際誘発電位シンポジウム会長
第39回日本臨床神経生理学会学術大会会長
第30回日本神経治療学会会長
第47回日本てんかん学会会長
元日本神経治療学会理事
日本神経学会ガイドライン評価委員長、統括委員、専門医制度検討委員
元日本てんかん学会理事
日本臨床神経生理学会監事（元理事長）

福岡看護学部長 斉藤  ひさこ

前佐賀大学医学部看護学科長
元佐賀医科大学医学部看護学科教授
元日本看護系大学協議会FD委員会委員
元日本看護研究学会評議員
日本看護科学学会代議員

福岡保健医療学部言語聴覚学科長 深浦　順一

日本言語聴覚士協会会長
第13回日本言語聴覚学会会長
第59回日本音声言語医学会会長
日本音声言語医学会理事・評議員

国内外の学会等で活躍する教員



8

2015.04現在
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役職 氏名 学会等の公職

名誉大学院長
学事顧問

金澤　一郎

東京大学名誉教授
元東京大学医学部脳研神経内科教授
元同大学附属病院長
元国立精神・神経センター総長
元日本学術会議会長
日本医学会総会幹事
前宮内庁長官官房皇室医務主管（現宮内庁・侍従職御用掛）

大学院長
副学長
大学院医療福祉学研究科長
大学院がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ講座主任
医学部設置準備委員会委員長

山王メディカルセンター
　名誉病院長

天野　隆弘

元慶応義塾大学医学部教授、現客員教授
元慶應義塾大学医学教育統括センター長
元財団法人慶應健康相談センター（人間ドック施設）センター長・理事
前国際医療福祉大学塩谷病院副院長
日本医学教育学会元理事・名誉会員
人間ドック健診専門医（日本人間ドック学会・日本総合健診医学会）
日本総合健診医学会理事
日本人間ドック学会理事
日本神経学会認定指導医・神経内科専門医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医・名誉会員
日本内科学会認定内科医
日本頭痛学会認定頭痛専門医
第42回日本総合健診医学会大会長

大学院教授
国際医療福祉大学　常務理事

丸木　一成
元読売新聞社医療情報部長
元介護老人保健施設よみうりランドケアセンター法人事務局長
株式会社　医療福祉総合研究所　取締役社長

副学長
副大学院長
九州地区生涯教育センター長

金出　英夫

九州大学名誉教授
元九州大学医学部　医学部長・医学研究院長
前福岡山王病院　病院長
日本循環器学会循環器専門医・元評議員
元日本動脈硬化学会評議員
元日本薬理学会評議員
元日本平滑筋学会理事・評議員
元国際心臓研究学会日本部会理事

副大学院長
大学院教授
保健医療学専攻主任
　言語聴覚分野長

藤田　郁代

元国立身体障害リハビリテーション言語訓練専門職
第35回日本神経心理学学術集会会長
第36回日本高次脳機能障害学会学術総会会長
前日本言語聴覚士協会会長
日本音声言語医学会顧問（元理事）
日本神経心理学会名誉会員（元理事）

副大学院長
大学院教授
リハビリテーション学分野長
医療福祉国際協力学分野責任者
医療福祉ロボット研究センター長

赤居　正美

元国立障害者リハビリテーションセンター病院長
日本リハビリテーション医学会理事
日本運動器科学会理事
日本レーザ治療学会理事
日本整形外科学会委員会委員
日本生体医工学会代議員
国際協力機構 医療リハビリテーション小委員会委員
医薬品医療機器総合機構 専門委員
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員
厚生労働省 長寿科学総合研究事業・認知症対策総合研究事業評価委員
　　　　　　　　補装具評価検討会委員

薬学部長
大学院薬科研究科長
大学院医療・生命薬学専攻主任
先進漢方医薬学教育研究ｾﾝﾀｰ長

武田　弘志

日本ストレス学会副理事長
第5回日本緩和医療薬学会年会 会長
日本薬理学会理事
日本緩和医療薬学会理事
日本精神神経薬理学会理事

国内外の学会等で活躍する教員
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大学院教授
医療福祉経営専攻主任
　先進的ケア・ネットワーク開発
　　　　　　　　　　　　　　　　研究分野長

竹内　孝仁

元日本医科大学教授
日本自立支援介護学会会長
日本ケアマネジメント学会副理事長
パワーリハビリテーション研究会理事長
元日本介護福祉学会理事
元日本リハビリテーション医学会理事
元厚生省福祉サービスのあり方検討委員会委員

小田原保健医療学部　看護学科長
大学院保健医療学専攻看護学分野
長

荒木田　美香子

元大阪大学大学院教授
元浜松医科大学医学部看護学科教授
日本産業保健師会副理事長
日本養護教諭養成大学協議会副会長
日本公衆衛生看護学会理事
日本地域看護学会理事
元日本公衆衛生学会評議員
日本健康教育学会評議員
日本産業精神保健学会理事

大学院教授
福祉支援工学分野長

山本　澄子

元東北大学大学院助教授
平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
日本技師装具学会 標準化委員会委員
バイオメカニズム学会会長（元理事）

大学院教授
医療経営管理学分野長

武藤　正樹

元国立病院機構長野病院副院長
日本医療マネジメント学会副理事長
日本ジェネリック医薬品学会代表理事
日本疾病管理研究会会長
医療材料マネジメント研究会代表幹事
医療福祉建築協会理事

大学院教授
医療福祉経営専攻
　医療福祉ジャーナリズム分野長

大熊　由紀子

元朝日新聞社論説委員
元大阪大学大学院教授
元千葉県参与
元医療審議会・国民生活審議会・中央社会福祉審議会委員

大学院教授
臨床心理学専攻主任
　医療福祉心理学分野長

亀口　憲治

元東京大学教授
東京大学名誉教授
日本家族心理学会30周年大会 大会長
日本家族心理学会常任理事

大学院教授 黒川　幸雄

元理学療法士協会副会長
理学療法科学学会監事（元理事）
全国リハビリテーション学校協会理事
第42回日本理学療法学術大会大会長
第7回全国大学理学療法学教育学会大会大会長
元厚生労働省理学療法士作業療法士国家試験出題基準作成部会委員

大学院教授 高橋　泰
日本医療経営学会理事
日本医療・病院管理学会評議委員
日本医師会地域医療対策委員会委員

大学院教授 水巻　中正
元読売新聞編集局社会保障部長
元内閣府国民生活審議会委員

大学院教授 渡辺　俊介

元日本経済新聞論説委員
元厚労省社会保障審議会委員
元厚生労働省独立行政法人評価委員会国立病院評価部会委員
元全国老人保健施設協会参与
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大学院教授 鹿島　晴雄

元慶應義塾大学医学部教授
日本高次脳機能障害学会理事長
日本老年精神医学会理事
元日本老年医学会理事
日本精神病理学会理事
日本統合失調症学会理事
日本森田療法学会理事
日本精神保健・予防学会理事
日本精神衛生会理事
高度先進リハビリテーション医学研究会理事
元日本精神神経学会理事長

大学院特任教授 和田　秀樹
精神科医
心理学、教育問題、老人問題、大学受験などのフィールドを中心に
多くの著書を執筆する評論家

大学院
国際医療福祉総合研究所　所長

中村　秀一

元厚生労働大臣官房審議官、老健局長、社会・援護局長
元社会保険診療報酬支払基金理事長
内閣官房社会保障改革担当室長
医療介護福祉政策研究フォーラム理事長

大学院
国際医療福祉総合研究所  教授

渡邉　芳樹
元厚生労働省年金局長
元社会保険庁長官
前スウェーデン特命全権大使
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