
会  告 

2019年 7月 26日 

会員各位 

 

一般社団法人 日本医療・病院管理学会 
理事長 筧 淳夫 

 

評議員承認のお知らせ 

2019年 7月 8日付け会告「評議員の選挙について」のとおり、一般社団法人日本医療・病院管理学会

定款第 3章第 14条第 2項に基づき、評議員候補者審査会において推薦された候補者 74名を対象として、

普通会員による評議員（任期 2020年 1月 1日～2021年 12月 31日）選挙を行いました。 
指定された期日の2019年7月21日（日）までに、異議申し立てはなく、下記全ての候補者について承認

されたものとさせていただきます。 

 

記 

浅野 晃司 学校法人慈恵大学  
鮎澤 純子 九州大学大学院 医学研究院医療経営・管理学講座 
飯島 佐知子 順天堂大学大学院 医療看護学研究科看護管理学  
池崎 澄江 千葉大学大学院 看護学研究科健康管理看護学専門領域 
池田  俊也 国際医療福祉大学 医学部 
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 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 
石川 雅俊 Harvard T.H. Chan School of Public Health 
伊藤 公一 伊藤病院 
伊藤 弘人 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  
今井 博久 東京大学大学院 医学系研究科地域医薬システム学講座 
今中 雄一 京都大学大学院 医学研究科医療経済学分野 
上塚 芳郎 東京女子医科大学附属成人医学センター 
宇田 淳 滋慶医療科学大学院大学 医療管理学研究科 
江原 朗 広島国際大学 医療経営学部医療経営学科 
尾形 裕也 九州大学 
緒方 泰子 東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科、 

東京医科歯科大学 看護キャリアパスウェイ教育研究センター 



折井 孝男 河北総合病院 薬剤部 
筧 淳夫 工学院大学 建築学部建築デザイン学科 
糟谷 昌志 宮城大学 事業構想学群 
勝山 貴美子 横浜市立大学大学院 医学研究科看護管理学分野 
加藤 憲 愛知淑徳大学 健康医療科学部スポーツ・健康医科学科 
加藤 多津子 東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学 
加藤 由美 東北文化学園大学 医療福祉学部保健福祉科 
上條 由美 昭和大学 江東豊洲病院、昭和大学大学院 保健医療学研究科 
川島  英樹 医療・病院管理研究協会 
川渕 孝一 東京医科歯科大学 医歯学総合研究科医療経済学分野    
北野 達也 星城大学大学院 健康支援学研究科医療安全管理学、 

星城大学 経営学部健康マネジメント系医療マネジメントコース 
荒神 裕之 山梨大学医学部大学院 総合医学域 

小林 健一 国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 
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 医学部、岡山大学大学院 保健学研究科 
酒井  順哉 名城大学大学院 都市情報学研究科保健医療情報学 
坂口 美佐 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 
坂本 眞一郎 常葉大学 経営学部 
渋谷 明隆 北里大学 医学部医療管理学 
須賀 万智 東京慈恵医科大学 環境保健医学講座 
菅原 浩幸 日本医療機能評価機構 
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 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 
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 医学系研究科医療経済政策学 
田城 孝雄 放送大学 教養学部 
寺崎 仁 東京女子医科大学 医療安全科 
長瀬 啓介 金沢大学 附属病院経営企画部 
中山 茂樹 千葉大学大学院 工学研究科 
西 巧     福岡県保健環境研究所 管理部企画情報管理課 
信川  益明 医療法人社団千禮会 
長谷川 剛 上尾中央病院 情報管理部 
長谷川 友紀 東邦大学 医学部社会医学講座医療政策・経営科学分野 
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学分野 
林 宗貴 昭和大学 医学部救急・災害医学講座、 

昭和大学藤が丘病院 救命救急科診療科、同救命救急センター 



林田 賢史 産業医科大学 大学病院,医療情報部 
原 祐一 原土井病院 
平尾 智広 香川大学 医学部公衆衛生学、香川大学附属病院 
廣瀬 昌博 島根大学 医学部附属病院、医療安全管理部 
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 東京医科歯科大学大学院 医療政策情報学分野 
前田 光哉 神奈川県健康医療局 保健医療部 
増田 昌人 琉球大学 医学部附属病院がんセンター 
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 戦略経営研究科 
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、慶應義塾大学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 東京都中央区保健所 
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 74名 
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