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伊藤 弘人

評議員候補者審査会審査結果報告
評議員候補者審査会を定款 14 条 2 に基づいて、審査員 7 名（伊藤弘人、上塚芳郎、尾形
裕也、緒方泰子、上條由美、小林健一、林田賢史）で、2021 年 6 月 14 日に Web 会議を開
催いたしました。
審査結果等につき下記の通り報告いたします。
記
１．評議員定数の確認
2017 年 3 月 3 日に開催された社員総会において、定款第 14 条の規定に基づく評議員定
数算出の際の普通会員数は、定時社員総会終了時の普通会員数とすることが決定されまし
た。また、同日に開催された理事会において、普通会員の 20 人に 1 人とする評議員定数に
関する規定の端数の取り扱いについては、切り上げとすることが定められました。
これらの決定をもとに事務局で確認したところ、2021 年 3 月 9 日の定時社員総会終了時
の普通会員数は 1,405 名でしたので、その 20 分の 1 は 70.25 となり、端数を切り上げて 71
名を次期評議員の定数といたしました。
２．次期評議員候補者の立候補手続きと審査会開催までの経緯
2021 年 4 月 5 日の第 1 回評議員候補者審査会を開催し、手続きについて確認した上で、
4 月 12 日に会告「評議員候補者立候補の募集」のご案内を会員へ通知いたしました。その
結果、合計 78 名から立候補の申し出があり、評議員候補者届出カードが提出されました。
なお、締め切りを過ぎて立候補された 4 名につきましては、5 月 31 日に開催された理事会
での審議の結果、
「次期評議員候補者」名簿に加えて審査することになりました。
また、本評議員候補者審査会から 5 名の立候補がありました。31 日の理事会で報告し、
立候補者が退席したうえで審議され、5 名は次期評議員候補者名簿に掲載することを理事会
として推薦することが、審査会に先立ち、確認されました。
３．次期評議員候補者の審査
１）評議員候補者立候補者名簿の作成
提出いただいた評議員候補者届け出カードの内容に加え、学会事務局が客観的に把
握している学術総会・例会・社員総会・学会役員（評議員・理事）
・委員会委員として

の 2019 年度・2020 年度の参画の記録を加えた名簿を作成しました。
２）2 年間の本学会への参画という観点からの評価
次期 2 年間の本学会へ積極的なご参画をいただくという観点から、これまで 2 年間
のご参画状況を勘案しながら、7 名の評議員候補者審査会委員に、最もご参画の程度
が低い 10 名をお選びいただき、順位をつけていただき、7 名の評価結果の順位を合計
しました（範囲：0 点～70 点）
。このプロセスで、審査会委員が 1 名でも選定した 26
名について、合計得点の順番にリスト化し、審査会当日の資料としました。
３）審査
審査会当日は、リスト化した 26 名を中心に、下位から 7 名になるまで、次期評議
員候補者の適任性の優先順位を審議しました。審査にあたっては、評議員候補者届出
カードの内容と、審査会委員が把握している当学会への参画の実績を確認しながら、
「性別」
、
「職種」
、
「地域」を鑑み、全体の均衡を考慮しながら「学会活動に積極的に
寄与できる者（定款施行細則③）
」という観点で進めました。加えて、病院経営者・病
院団体役員については、本学会の成果の発信を期待するという観点から、考慮するこ
とになりました。
以上の選考結果から、次期評議員候補者として別紙の者 71 名を推薦いたします。
なお、
本審議で 71 名に含まれなかった 7 名は、
評議員としての適格性は確認されており、
会員数減少に伴う評議員の上限数が減少したためであることを申し添えます。また、今回推
薦する 71 名の中にも、直近 2 年間の本学会への参画が十分ではないと考えられる候補者も
散見されました。委員会では、会員増の重要性を強く意識するとともに、2 年後の次回の評
議員候補者審査会では、これからの 2 年間の学会への積極的な参画が重要な観点であるこ
とを申し送りたく存じます。

次期評議員候補者名簿（71 名）
浅野 晃司

学校法人慈恵大学

鮎澤 純子

九州大学大学院医学研究院/九州大学病院 医療経営・管理学講座

飯島 佐知子

順天堂大学 医療看護学部

池崎 澄江

千葉大学大学院看護学研究院 生活創成看護学部門 健康増進看護学

池田 俊也

国際医療福祉大学 医学部医学科

石井 孝宜

石井公認会計士事務所

石川 ベンジャミン光一

国際医療福祉大学 大学院 医学研究科

石川 雅俊

筑波大学 医学医療系

伊藤 敦

京都府立大学 公共政策学部

伊藤 公一

伊藤病院 診療部

伊藤 弘人

独立行政法人 労働者健康安全機構

伊藤 道哉

東北医科薬科大学 医学部 医療管理学

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 医療経済学分野

上田 英一郎

大阪医科薬科大学 医療総合管理部

宇田 淳

滋慶医療科学大学大学院 医療管理学研究科

小笠原 克彦

北海道大学 大学院保健科学研究院

緒方 泰子

東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科

筧 淳夫

工学院大学 建築学部建築デザイン学科

勝山 貴美子

横浜市立大学 医学部

加藤 憲

愛知淑徳大学 健康医療科学部

加藤 多津子

東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学教室

加藤 由美

東北文化学園大学 経営法学部

上條 由美

昭和大学 保健医療学研究科 医療マネジメント

川渕 孝一

東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野

北野 達也

星城大学／星城大学大学院 経営学部 健康マネジメント系

QI 管理室

医療マネジメントコース/健康支援学研究科 医療安全管理学
荒神 裕之

山梨大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部

小林 健一

国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部

小林 大介

神戸大学 大学院医学研究科

根東 義明

日本大学 医学部社会医学系医療管理学分野

齋藤 信也

岡山大学 大学院保健学研究科

坂口 美佐

公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部

渋谷 明隆

学校法人北里研究所 大学本部

須賀 万智

東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座

瀬戸 加奈子

東邦大学 医学部 社会医学講座 公衆衛生学分野

相馬 孝博

千葉大学医学部附属病院 医療安全管理部

高橋 泰

国際医療福祉大学 大学院医療福祉経営専攻

医療システム学分野

田久 浩志

国士舘大学 体育学部スポーツ医科学科

田倉 智之

東京大学 大学院医学系研究科

田城 孝雄

放送大学 教養学部

桵澤 邦男

東北大学大学院 医学系研究科・医学部 公共健康医学講座
医療管理学分野

寺崎 仁

東京女子医科大学 医学部 医療安全科

中島 範宏

東京女子医科大学 医学部衛生学公衆衛生学講座
大学病院医療安全科 医療安全・危機管理部

長瀬 啓介

金沢大学 附属病院

中山 茂樹

千葉大学 大学院工学研究院

西 巧

福岡県保健環境研究所 管理部 企画情報管理課

長谷川 友紀

東邦大学 医学部

畠山 洋輔

東邦大学医学部 社会医学講座公衆衛生学分野

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

濱島 ちさと

帝京大学 医療技術学部 看護学科 保健医療政策分野

林 宗貴

昭和大学藤が丘病院 救命救急科

林田 賢史

産業医科大学 大学病院

平尾 智広

香川大学医学部 公衆衛生学

廣瀬 昌博

島根大学医学部 地域医療政策学講座

福田 敬

国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター

伏見 清秀

東京医科歯科大学 医療政策情報学分野

前田 俊樹

福岡大学 医学部衛生公衆衛生学

前田 光哉

神奈川県庁 健康医療局

増田 昌人

琉球大学病院 がんセンター

松尾 龍

九州大学大学院医学研究院 医療経営・管理学講座

松田 晋哉

産業医科大学 医学部 公衆衛生学

松本 邦愛

東邦大学 医学部 社会医学講座 医療政策・経営科学分野

真野 俊樹

中央大学大学院 ビジネススクール

安田 信彦

上尾中央総合病院 診療部麻酔科

山内 慶太

慶應義塾大学 看護医療学部・大学院健康マネジメント研究科

山下 哲郎

工学院大学 建築学部・建築学科

山田 覚

高知県立大学 看護学部

山本 武志

札幌医科大学 保健医療学部看護学科

山本 光昭

社会保険診療報酬支払基金 本部

山本 康弘

国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科

吉村 公雄

慶應義塾大学 医学部医療政策・管理学教室

米本 倉基

藤田医科大学 保健衛生学部リハビリテーション学科
以上

