
 『集中』を応援するドクター300人 （敬称略、五十音順）現在331人

氏名 医療機関名 部署 役職氏名 医療機関名 部署 役職

岡留 健一郎 済生会福岡総合病院 院長
岡野 光夫 TWins 先端生命医科学研究所 所長
岡村 進介 医療法人光輝会 光輝病院 院長 
荻野 和功 聖隷三方原病院 病院長
荻野 秀二 医療法人社団倭会 ミネルバ病院 理事長
奥山 浩 大崎病院 東京ハートセンター 心臓血管外科 部長
織田 敏次（故人） 東京大学 名誉教授
織田 正道 医療法人祐愛会 織田病院 理事長
小田原 良治 医療法人尚愛会 理事長
落合 慈之 東京医療保健大学 学事顧問
小野 良樹 公益財団法人東京都予防医学協会 理事長
小原 紀彰 小原クリニック 院長
小俣 二也 医療法人社団富士厚生会 富士厚生クリニック 院長
尾身 茂 独立行政法人地域医療機能推進機構 理事長
折目 由紀彦 駿河台日本大学病院 心臓血管外科 部長
嘉数 研二 かかず整形外科 理事長
梶原 優 医療法人弘仁会 理事長
勝本 富士夫 医療法人 勝本外科日帰り手術クリニック 理事長
片山 敦 医療法人社団ゆうあい会ゆうあいクリニック 理事長
片山 容一 湘南医療大学 副学長
加藤 正弘 江戸川病院 理事長・院長
金子 昌弘 東京都予防医学協会 健康支援センター呼吸器科 部長
金田 智 東京都済生会中央病院 放射線科 担当部長
加納 繁照 加納総合病院 院長
加納 忠行 医療法人仁寿会 タジミ第一病院 理事長
加納 宣康 千葉徳洲会病院 院長
神谷 研二 広島大学 原爆放射線医科学研究所 所長
亀田 信介 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 院長
亀田 隆明 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 理事長
嘉山 孝正 山形大学 医学部がんセンター がんセンター長
香山 リカ 立教大学 現代心理学部 教授
河北 博文 医療法人財団 河北総合病院 理事長
川嶌 眞人 医療法人玄真堂  川嶌整形外科病院 理事長
河内 賢二 ニューハート・ワタナベ国際病院 理事長
川原 弘久 医療法人偕行会グループ 会長
河村 真 国立病院機構 福島病院 産婦人科 医長
菊谷 豊彦 医療法人社団 横浜温知会 菊谷医院 院長
岸本 忠三 大阪大学 名誉教授
北 秀幸 医療法人社団和風会 所沢中央病院 院長
北 嘉昭 三楽病院 総合内科 医師
北原 茂実 医療法人社団 KNI 理事長

北村 聖 東京大学 医学教育国際協力
研究センター 教授

北村 唯一 医療法人社団自靖会 親水クリニック 院長
北村 宏 磐田市立総合病院 事業管理者
北村 正樹 東京慈恵会医科大学附属病院 薬剤部医薬品情報室 室長
木下 敬介 医療法人社団 樹下会木下皮膚科医院 院長
木下 茂 京都府立医科大学 眼科学教室 教授

木原 和徳 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科
泌尿器科学 教授

木村 通男 浜松医科大学 教授
木村 もりよ 医療法人財団綜友会 医学研究所 所長
桐野 髙明 東京大学 名誉教授
草野 敏臣 医療法人社団 ミッドタウンクリニック 理事長
楠岡 英雄 独立行政法人 国立病院機構 理事長

相澤 孝夫 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 理事長・院長
秋下 雅弘 東京大学大学院医学系研究科加齢医学 教授

朝田 隆 医療法人社団創知会
メモリークリニックお茶の水 理事長

阿部 博幸 九段クリニック 理事長
阿部 松枝 特別医療法人社団愛有会 久米川病院 理事長
天野 完 北里大学 医学部産婦人科 診療教授
天野 恵子 財団法人野中東晧会 静風荘病院 特別顧問
新家 眞 公立学校共済組合 関東中央病院 病院長
荒瀬 一巳 医療法人荒瀬会 荒瀬病院 理事長
安藤 高朗 医療法人社団永生会 理事長
安東 孝文 杵築中央病院 理事長・院長
安藤 義孝 医療法人社団日高会 日高病院 理事長
飯田 正幸 医療法人幸仁会 飯田病院 院長
五十嵐 隆 国立成育医療研究センター 理事長・総長
井口 宏 医療法人社団宏健会 つきみ野じんクリニック 理事長
池上 敬一 獨協医科大学 越谷病院 救急医療科 教授
池下 久弥 池下レディースチャイルドクリニック 院長
池田 康夫 日本専門医機構 理事長
池田 義雄 日本生活習慣病予防協会 理事長
池端 幸彦 医療法人池慶会 池端病院 理事長・院長
石井 暎禧 社会医療法人財団石心会 理事長
石山 勇司 医療法人藻友会 札幌いしやま病院 名誉院長
井藤 英喜 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 理事長
伊藤 雅治 社団法人 全国訪問看護事業協会 会長
稲田 隆司 医療法人上泉会 かいクリニック 理事長
井上 洋（故人） 関東脳神経外科病院 サイバーナイフセンター センター長
今村 知明 奈良県立医科大学 健康政策医学講座 教授
井廻 道夫 新百合ケ丘総合病院 消化器・肝臓病研究所 所長
苛原 稔 徳島大学大学院 教授
岩尾 憲夫 医療法人聖峰会 マリン病院 院長 
岩﨑 榮 NPO法人卒後臨床研修評価機構 専務理事
岩垂 純一 岩垂純一診療所 所長
上村 春甫 春陽会 うえむら病院 理事長
上村 晋一 医療法人社団順幸会 阿蘇立野病院 院長 
牛尾 浩樹 医療法人竜仁会 牛尾病院 院長

梅里 良正 地域医療振興協会 シニア
アドバイザー

海老原 敏 練馬光が丘病院 常勤顧問
大磯 義一郎 浜松医科大学 医学部 教授
大内 尉義 虎の門病院 病院長
大方 善次郎 医療法人社団真仁会 大方病院 病院長
大木 剛 みつば脳神経クリニック 院長
大澤 真木子 一般社団法人日本てんかん学会 理事長
太田 和年 萩野クリニック 院長
太田 照男 医療法人慈啓会 白澤病院 理事長
大谷 浩 島根大学 医学部 教授
大坪 公子 三軒茶屋病院 名誉院長
大西 正高 医療法人社団恵誠会 大西病院 元院長
大橋 京一 大分大学 理事
大橋 重信 医療法人社団全仁会東都春日部病院 治療責任者
大曲 武征 聖フランシスコ病院 院長
大村 智 北里大学 特別栄誉教授
岡崎 幸生 一般社団法人巨樹の会新久喜総合病院 救急科 部長
岡田 弘 獨協医科大学越谷病院 泌尿器科 教授
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副島 秀久 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 院長
園生 雅弘 帝京大学 医学部神経内科 主任教授
大道 道大 森之宮病院 理事長・院長

曽根 三郎 徳島市民病院 病院事業
管理者

平良 武美 屋宜原病院 院長
髙久 史麿 日本医学会 会長
高橋 洋 坂総合病院 内科診療部 部長
髙橋 眞理子 名古屋市立大学 医学部耳鼻咽喉科 助教
高橋 龍太郎 医療法人こころの会 理事長
高見 佳宏 医療法人聖仁会 西部総合病院 院長 

滝田 孝博 社団法人石岡市医師会
介護老人保健施設ゆうゆう 施設長

瀧野 敏子 ラ・クォール本町クリニック 理事長・院長
武田 純三 慶應義塾大学病院 病院長
武田 正之 山梨大学 医学部泌尿器科 教授
田尻 孝 日本医科大学 学長
田尻 仁 大阪府立急性期・総合医療センター 小児科 部長
多田 暁 あかつき会 多田病院 院長
田中 肇 特別・特定医療法人生長会 府中病院 院長

田中 博 東京医科歯科大学 大学院生命情報
科学教育部 教授 

谷口 修一 虎の門病院 血液内科 部長
田蒔 正治 医療法人明和会 たまき青空病院 理事長
千葉 敏雄 未来の胎児と医療を考える会 理事長
長 健 長外科胃腸科医院 医師
津田 喬子 日本女医会 理事
土屋 了介 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 理事長
堤 晴彦 埼玉医科大学総合医療センター 病院長
寺岡 暉 社会医療法人社団陽正会 理事長
寺野 彰 学校法人獨協学園 理事長
徳島 武 独立行政法人国立病院機構 松江医療センター 院長
徳永 英吉 上尾中央総合病院 院長
戸塚 恭一 東京女子医科大学 教授
鳥羽 研二 国立長寿医療研究センター 理事長・総長
富田 剛司 東邦大学医療センター 大橋病院 第2眼科 教授
友田 秀教 医療法人友愛会 友田病院 理事長
長尾 和宏 長尾クリニック 理事長・院長
仲井 培雄 芳珠記念病院 理事長
中川 隆雄 東京女子医科大学東医療センター 救急医療科 教授
中澤 和嘉 特定医療法人檜山会 中澤病院 院長
中嶋 昭 公益財団法人日産厚生会 玉川病院 理事長・院長
永田 勝太郎 国際全人医療研究所 代表理事
永谷 浩明 医療法人資生会 八事病院 理事長
中林 正雄 総合母子保健センター 愛育病院 センター所長
中村 哲也 獨協医科大学 医療情報センター センター長
中村 安秀 大阪大学大学院 人間科学研究科 教授
中山 健夫 京都大学 大学院医学研究科 教授
夏井 睦 練馬光が丘病院 科長
南淵 明宏 昭和大学 教授
成田 陽二郎 医療法人成天会 成田整形外科病院 理事長
奈良 昌治 日本人間ドック学会 理事長
難波 泰樹 なんば医院 院長
西岡 清 横浜市立みなと赤十字病院 名誉院長
西澤 寛俊 社会医療法人 恵和会西岡病院 理事長
新田 國夫 新田クリニック 理事長
丹羽 明博 平塚共済病院 院長 
沼口 雄治 聖路加国際病院 附属クリニック 聖路加メディローカス 所長
納富 壽 医療法人誠晴會 納富病院 理事長
野村 耕司 埼玉県立小児医療センター 心臓血管外科 部長

工藤 龍彦 東京医大八王子医療センター 心臓血管外科 所長
熊谷 賴佳 医療法人社団京浜会 京浜病院 院長
熊本 悦明 日本臨床男性医学研究所 所長
栗原 正紀 社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 理事長
黒岩 義之 帝京大学医学部附属溝口病院 神経内科脳卒中センター 客員教授
黒川 清 政策研究大学院大学 教授
黒木 宣夫 東邦大学医療センター佐倉病院 精神神経医学研究室 副院長
黒瀬 康平 黒瀬クリニック 副院長
小泉 和正 稲城市立病院 名誉院長
高 英成（故人） 京都第二赤十字病院 心臓血管外科 部長
越川 貴史 越川病院 理事長・院長
小松 恒彦 帝京大学 医学部第三内科 教授
小松 秀樹 医師
近藤 達也 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 理事長
近藤 啓文 北里大学 メディカルセンター 元病院長
西條 長宏 日本臨床腫瘍学会 特別顧問
斎藤 一郎 鶴見大学歯学部 教授
齊藤 寿一 JCHO東京山手メディカルセンター 名誉院長
齊藤 雅也 医療法人香徳会 関中央病院 病院長
斎藤 友紀雄 日本自殺予防学会 理事長
堺 常雄 聖隷浜松病院 総長
坂本 勇人 伊予病院 院長
坂根 みち子 坂根Mクリニック 院長
相良 吉厚 特別医療法人博愛会 会長
作田 学 日本禁煙学会 理事長

櫻井 秀也 労働衛生
コンサルタント

佐々木 一晃 社団法人日本海員掖済会 小樽掖済会病院 院長
笹月 健彦 九州大学高等研究院 特別主幹教授
佐藤 明男 クリニック平山 院長
佐藤 一樹 医療法人いつき会ハートクリニック 院長
佐藤 正次 九州保健福祉大学総合医療専門学校 鍼灸学科 学科長
佐藤 保 金沢こども医療福祉センター 施設長
佐藤 年信 独立行政法人国立病院機構 弘前病院 医師
佐栁 進 特定医療法人茜会昭和病院 病院長
猿田 享男 慶應義塾大学 名誉教授
澤 芳樹 大阪大学 医学部長

塩谷 泰一 高松市役所病院局 高松市病院
事業管理者

志田 一彦 医療法人 扶恵会 釧路中央病院 理事長
篠原 裕希 篠原湘南クリニック クローバーホスピタル 理事長
島田 謹一郎 医療法人 三川内病院 理事長
島田 文雄 晴明病院 院長
清水 紘 財団法人仁風会 嵯峨野病院 理事長
清水 幸子 亀田京橋クリニック 院長
東海林 豊 医療法人社団城東桐和会東京さくら病院 院長
白井 厚治 医療法人社団誠仁会みはま香取クリニック 院長
白井 徹郎 東京警察病院 院長
白石 幸三 白石病院 理事長
白髪 宏司 埼玉県済生会栗橋病院 副院長
城谷 典保 医療法人社団 鴻鵠会 理事長
新森 義信 新森内科医院 院長
調
ず し ょ

所 廣之 関東労災病院 名誉院長
鈴木 厚 川崎市立井田病院 地域医部長
鈴木 勝彦 医療法人社団健勝会 鈴木診療院 理事長
鈴木 邦彦 医療法人 博仁会 理事長
鈴木 善作 白十字総合病院 院長
鈴木 央 鈴木内科医院 院長
炭谷 茂 社会福祉法人恩賜財団済生会 理事長
瀨在 幸安 日本大学 名誉教授
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野村 総一郎 六番町メンタルクリニック 所長
橋本 忠美 医療法人橋本病院 院長 
橋本 洋一 医療法人社団 平成醫塾苫小牧東病院 理事長・院長
長谷川 敏彦 一般財団法人 未来医療研究機構 代表理事
畑 博明 日本大学 医学部附属板橋病院 心臓血管外科 教授
蜂谷 哲也 さくらクリニック  院長
花岡 一雄 JR東京総合病院 名誉院長
英 裕雄 医療法人社団三育会 新宿ヒロクリニック 理事長
花輪 峰夫 秩父病院 院長
浜 六郎 NPO法人医薬ビジランスセンター 代表

原口 信一 医療法人原信会
原口病院循環器科内科 院長

原尻 正治 医療法人愛恵会 
精神科・神経科 タキオ保養院

理事長・
院長

万代 恭嗣 JCHO東京山手メディカルセンター 院長
久道 勝也 医療法人社団青泉会下北沢病院 理事長
日野 頌三 社会医療法人 頌徳会 理事長
日野原 重明 聖路加国際病院 名誉院長
日比野 佐和子 医療法人再生未来 Rサイエンスクリニック広尾 院長
平山 登志夫 医療法人社団晴山会 理事長
夫 由彦 医療法人三栄会 ツカザキ病院 院長
深尾 立 千葉労災病院 名誉院長
藤川 謙二 医療法人聖医会 藤川病院 名誉院長
藤塚 光慶 松戸整形外科病院 理事長
藤野 武彦 BOOCSホリスティッククリニック東京 理事長
藤原 秀臣 総合病院土浦協同病院 名誉院長
別所 文雄  日本医療科学大学 保健医療学部 教授
邉見 公雄 赤穂市民病院 名誉院長
堀田 知光 独立行政法人国立がん研究センター 前理事長
堀 正二 大阪府立成人病センター 総長
堀井 茂男 財団法人慈圭会 慈圭病院 院長
堀江 重郎 順天堂大学附属病院 教授
本田 雅敬 東京都立小児総合医療センター 院長
前﨑 繁文 埼玉医科大学 感染症科 感染制御科 教授
前沢 政次 一般社団法人地域医療教育研究所 代表理事
幕内 雅敏 日本赤十字社医療センター 院長
増山 茂 東京医科大学病院 渡航者医療センター 登山者・高山病外来 医師
松岡 博昭 宇都宮中央病院 病院長
松木 康夫 新赤坂クリニック 名誉院長
松崎 進 医療法人松崎病院 院長 
松本 滋 隼仁会 大口温泉リハビリテーション病院 病院長
松本 純夫 国立病院機構東京医療センター 名誉院長
松本 隆利 八千代病院 理事長
真野 俊樹 多摩大学 医療・介護ソリューション研究所 所長
馬渕 茂樹 東京トータルライフクリニック 院長

丸山 勝也 独立行政法人国立病院機構
久里浜アルコール症センター 名誉院長

丸山 泰幸 医療法人社団幸正会 岩槻南病院 理事長・院長

水野 雅文 東邦大学 医学部
精神神医学講座 教授

三角 和雄 千葉西総合病院 院長

三井 秀也 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究所
心臓血管外科 講師

峰田 自章 医療法人社団和風会
所沢リハビリテーション病院 院長

箕輪 良行 みさと健和病院 ER
宮坂 信之 東京医科歯科大学大学院 膠原病・リウマチ内科学 名誉教授
宮崎 東洋 医療法人将道会 東京クリニック 院長
宮﨑 久義 日本医療マネジメント学会 理事長
宮崎 勝 千葉大学 臓器制御外科学 教授

宮澤 政彦 医療法人宮沢医院 理事長
武藤 徹一郎 がん研有明病院 名誉院長
武藤 芳照 日体大総合研究所 所長
村江 正始 医療法人アスピオス 鳥取産院 院長 
村上 壽治 むらかみ脳神経クリニック 院長
村田 正弘 セルフメディケーション推進協議会 専務理事
望月 智行 川越胃腸病院 院長
八重樫 伸生 東北大学 医学部産科学婦人科学 教授
八木 聰明 人間環境大学 学長
矢崎 義雄 国際医療福祉大学 総長
康井 制洋 神奈川県立こども医療センター 総長
安井 信之 仙台東脳神経外科病院 院長
安永 博 黒崎整形外科病院 理事長
八十川 要平 相模原赤十字病院 病院長
籔本 恭明 大阪国際綜合法律事務所 弁護士・医師
山内 一信 東員病院・認知症疾患医療センター 院長
山口 榮一 医療法人聖ルチア会 聖ルチア病院 医師
山口 徹 虎の門病院 顧問
山口 俊晴 公益財団法人がん研究会有明病院 病院長
山崎 學 日本精神科病院協会 会長
山下 剛司 医療法人社団淳英会 おゆみの中央病院 理事長
山田 實紘 社会医療法人 厚生会 木沢記念病院 理事長
山田 隆司 台東区立台東病院 管理者
山田 統正 医療法人 社団 山慈会 山田皮膚科医院 院長
山田 好則 松戸ニッセイ エデンの園 所長

山名 征三 医療法人（社団） ヤマナ会東広島記念病院
リウマチ・膠原病センター 会長

山根 宏夫 豊岡第一病院 院長
山本 修三 株式会社日本病院共済会 代表取締役
山本 正二 Ai学会 理事長
山本 知則 東京臨海病院 心臓血管外科 部長

山本 晴義 横浜労災病院 勤労者メンタル
ヘルスセンター センター長

山本 保博 東和病院 病院長
山脇 英範 やまわき こどもクリニック 院長
横倉 義武 日本医師会 会長
吉川 敏一 京都府立医科大学 学長
吉川 裕之 日本婦人科腫瘍学会 理事長
吉田 謙一 東京医科大学 法医学講座 教授
吉田 憲史 医療法人起生会 表参道吉田病院 理事長
吉田 象二 総合病院国保旭中央病院 理事長
吉田 威 医療法人社団 慶友会 吉田病院 理事長・院長 
吉永 圭吾 医療法人康麗会 越谷誠和病院 院長
与芝 真彰 東京高輪病院 医師

吉村 泰典 一般社団法人
吉村やすのり生命の環境研究所 所長

四津 良平 原宿リハビリテーション病院 院長
米田 俊一 脳神経外科 日本橋病院 病院長
米田 實 特定医療法人 米田病院 理事長・院長
米山 公啓 医師・作家
羅 智靖 日本大学 大学院  医学研究科 教授
竜 崇正 浦安ふじみクリニック 院長
鷲谷 澄夫 医療法人晴澄会 鷲谷病院 理事長 
和田 仁孝 早稲田大学大学院法務研究科 教授
渡邊 剛 ニューハート・ワタナベ国際総合病院 総長
渡部 和巨 湘南鎌倉総合病院 副院長
渡辺 清朗 医療法人生樹会 渡辺外科病院 理事長
渡辺 雅子 新宿神経クリニック 院長
渡邊 元嗣（故人） 医療法人瑞心会 渡辺病院 理事長
渡辺 嘉久 総合川崎臨港病院 理事長


