
（敬称略・平成30年10月26日時点）

担当
都道府県

氏名 所属 役職

1 笹本　洋一 北海道医師会 常任理事

2 佐古　和廣 名寄市立大学 学長

3 村上　秀一 青森県医師会 副会長

4 吉田　茂昭 青森県中央病院 病院事業管理者

5 大西　基喜 青森県立保健大学 特任教授

6 滝田　研司 岩手県医師会 副会長

7 本間　博 岩手県医師会 常務理事

8 望月　泉 八幡平市国民健康保険西根病院 統括院長

9 遠藤　秀彦 国民健康保険葛巻病院 院長

10 下沖　収 岩手医科大学 教授

11 宮城県 藤森　研司 東北大学大学院医学系研究科公共健康医学講座医療管理学 教授

12 秋田県 坂本　哲也 秋田県医師会 顧問

13 山形県 村上　正泰 山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座 教授

14 福島県 馬場　義文 福島県医師会 事務局長

15 諸岡　信裕 茨城県医師会 会長

16 田宮　菜奈子 筑波大学医学医療系 教授

17 入江　ふじこ 茨城県筑西保健所 所長

18 栃木県 太田　照男 栃木県医師会 会長

19 長坂　資夫 群馬県医師会 理事

20 奥　裕子 群馬大学医学部付属病院 助教

21 村上　正巳 群馬大学医学部付属病院 特命副病院長

- 埼玉県 －

- 千葉県 －

- 東京都 －

- 神奈川県 －

22 鈴木　榮一 新潟大学 理事・副学長・医歯学総合病院長

23 堂前　洋一郎 新潟県医師会 理事

24 塚田　芳久 新潟県病院協会 副会長

25 川嶋　禎之 新潟県病院協会 副会長

26 富山県 馬瀬　大助 富山県医師会 会長

27 上田　博 石川県医師会 副会長

28 神野　正博 石川県病院協会 副会長

29 岡田　俊英 石川県病院協会 副会長
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担当
都道府県

氏名 所属 役職

30 大中　正光 福井県医師会 会長

31 池端　幸彦 福井県医師会 副会長

32 山村　修 福井大学医学部 講師

- 山梨県 －

33 相澤　孝夫 社会医療法人財団慈泉会 理事長

34 井上　憲昭 長野県厚生農業協同組合連合会富士見高原病院 名誉院長

35 竹重　王仁 長野県医師会 理事

36 中澤　勇一 信州大学医学部 准教授

37 永田　知里 岐阜大学大学院医学系研究科 教授

38 川出　靖彦 岐阜県医師会 副会長

39 白鳥　義宗 名古屋大学医学部付属病院 病院教授

40 小林　利彦 静岡県医師会 理事

41 竹内　浩視 浜松医科大学 特任准教授

42 愛知県 伊藤　健一 愛知県医師会 理事

- 三重県 －

- 滋賀県 －

43 中川　正法 京都府立医科大学附属北部医療センター 病院長

44 今中　雄一 京都大学 教授

45 吉井　健悟 京都府立医科大学医学部 講師

46 中尾　正俊 大阪府医師会 副会長

47 佐々木　洋 大阪府病院協会 会長

48 生野　弘道 大阪府私立病院協会 会長

49 小林　大介 神戸大学大学院医学研究科 特任准教授

50 安慶名　正樹 兵庫県医師会 県医師会シンクタンク構成員

51 今川　敦史 済生会中和病院（奈良県病院協会） 院長（副会長）

52 今村　知明 奈良県立医科大学公衆衛生学講座 教授

53 野田　龍也 奈良県立医科大学公衆衛生学講座 講師

- 和歌山県 －

54 鳥取県 魚谷　純 鳥取県医師会 顧問

55 椎名　浩昭 島根大学医学部 教授

56 櫻井　照久 島根県医師会 常任理事

57 浜田　淳 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 教授

58 則安　俊昭 岡山県保健福祉部医療推進課 課長

59 毛利　好孝 岡山県備中保健所 所長

60 桑原　正雄 広島県医師会 副会長

61 中西　敏夫 広島県医師会 常任理事

62 檜谷　義美 広島県病院協会 会長
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都道府県

氏名 所属 役職

63 前川　恭子 山口県医師会 理事

64 杉野　法広 山口大学医学部付属病院 病院長

65 岡　紳爾 山口県立病院機構 理事長

66 徳島県 木下　成三 徳島県医師会 副会長

67 香川県 長尾　省吾 香川県医療政策アドバイザー（元　香川大学） （元学長）

68 愛媛県 久野　梧郎 愛媛県医師会 顧問

69 田中　誠 高知県医師会

70 中澤　宏之 高知県医師会 常任理事

71 戸次　鎮史 福岡県医師会 常任理事

72 辻　裕二 福岡県医師会 常任理事

73 村松　圭司 産業医科大学医学部公衆衛生学 講師

- 佐賀県 －

74 長崎県 高山　隼人 長崎大学病院　地域医療支援センター 副センター長

- 熊本県 －

75 大分県 河野　幸治 大分県医師会 副会長

76 鈴木　斎王 宮崎大学医学部付属病院患者支援センター センター長

77 金丸　吉昌 宮崎県医師会 理事

- 鹿児島県 －

- 沖縄県 －
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