
参考資料1

氏名 所属学会 学会役職 所属研究機関

1 藤本　豊士 日本解剖学会 理事長 名古屋大学

2 岡部　繁男 日本解剖学会 代議員 東京大学

3 仲嶋  一範 日本解剖学会 常務理事 慶應義塾大学

4 高橋　孝雄 日本小児神経学会 理事長 慶応義塾大学

5 杉江　秀夫 日本小児神経学会 評議員 自治医科大学

6 水口　雅 日本小児神経学会 理事 東京大学

7 黒岩　義之 日本自律神経学会 理事長 財務省診療所

8 荒木　信夫 日本自律神経学会 理事 埼玉医科大学

9 黒澤　美枝子 日本自律神経学会 理事 国際医療福祉大学

10 酒井　宏 日本神経回路学会 会長 筑波大学

11 川人　光男 日本神経回路学会 特任理事 ATR脳情報通信総合研究所

12 小池　康晴 日本神経回路学会 監事 東京工業大学

13 木山　博資　 日本神経化学会 理事長 名古屋大学

14 関野 祐子 日本神経化学会 脳研究推進委員 国立医薬品食品衛生研究所

15 小泉　修一 日本神経化学会 理事 山梨大学

16 田中　啓治 日本神経科学学会 会長 理化学研究所 脳科学総合研究センター

17 平井 宏和 日本神経科学学会 理事 群馬大学

18 柚崎　通介 日本神経科学学会 広報理事 慶応義塾大学

19 高橋　良輔 日本神経学会 代表理事 京都大学

20 祖父江　元 日本神経学会 理事 名古屋大学

21 水澤　英洋 日本神経学会 理事 国立精神・神経医療研究センター

22 石郷岡　純 日本神経精神薬理学会 理事長 東京女子医科大学

23 池田　和隆 日本神経精神薬理学会 副理事長 東京都医学総合研究所

24 山脇　成人 日本神経精神薬理学会 国際学術委員会委員長 広島大学

25 島津 　章 日本神経内分泌学会 理事長 国立病院機構 京都医療センター

26 上田　陽一 日本神経内分泌学会 常務理事 産業医科大学

27 井樋　慶一 日本神経内分泌学会 常務理事 東北大学大学院

28 高橋　均 日本神経病理学会 理事長 新潟大学

29 吉田 眞理 日本神経病理学会 理事 愛知医科大学

30 村山　繁雄 日本神経病理学会 理事 東京都健康長寿医療センター研究所

31 吉良　潤一 日本神経免疫学会 理事長 九州大学

32 桑原　聡 日本神経免疫学会 理事 千葉大学

33 錫村　明生 日本神経免疫学会 理事 名古屋大学
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34 佐藤　隆夫 日本心理学会 理事長 東京大学

35 梅田　聡 日本心理学会 募金委員会副委員長 慶應義塾大学

36 坂上　雅道 日本心理学会 機関紙編集委員会委員 玉川大学

37 伊藤　洋 日本睡眠学会 理事長 東京慈恵会医科大学

38 本間　研一 日本睡眠学会 正会員、学会機関紙編集長 北海道大学

39 三島　和夫 日本睡眠学会 理事 国立精神・神経医療研究センター

40 武田　雅俊 日本精神神経学会 理事長 大阪大学

41 神庭　重信 日本精神神経学会 副理事長　 九州大学

42 齋藤　利和 日本精神神経学会 理事 医療法人北仁会、札幌医科大学

43 西川　徹 日本生物学的精神医学会 理事長 東京医科歯科大学

44 大森　哲郎 日本生物学的精神医学会 総務委員長 徳島大学

45 加藤　忠史 日本生物学的精神医学会 関連学会対応委員長 理化学研究所 脳科学総合研究センター

46 栗原　敏 日本生理学会 理事長 東京慈恵会医科大学

47 伊佐　正 日本生理学会 評議員 自然科学研究機構 生理学研究所

48 加藤　總夫 日本生理学会 副理事長（学術研究担当） 東京慈恵会医科大学

49 森 啓 日本認知症学会 理事長 大阪市立大学

50 秋山 治彦 日本認知症学会 理事 東京都医学総合研究所

51 岩坪　威 日本認知症学会 理事 東京大学

52 近藤　和泉 日本ニューロリハビリテーション学会 理事長 国立長寿医療研究センター

53 鈴木　則宏 日本ニューロリハビリテーション学会 理事 慶應義塾大学

54 伊達　勲 日本ニューロリハビリテーション学会 理事 岡山大学

55 嘉山　孝正 日本脳神経外科学会 理事長 山形大学

56 新井　一 日本脳神経外科学会 理事 順天堂大学

57 斉藤　延人 日本脳神経外科学会 理事 東京大学

58 水間　正澄 日本リハビリテーション医学会 理事長 昭和大学

59 石合　純夫 日本リハビリテーション医学会 理事 札幌医科大学

60 里宇　明元 日本リハビリテーション医学会 元理事長 慶應義塾大学

61 飛松　省三 日本臨床神経生理学会 理事長 九州大学

62 園生 雅弘 日本臨床神経生理学会 理事 帝京大学

63 正門 由久 日本臨床神経生理学会 理事 東海大学

64 近藤 毅 日本臨床精神神経薬理学会 副理事長 琉球大学

65 大谷 浩一 日本臨床精神神経薬理学会 理事長 山形大学

66 鈴木 雄太郎 日本臨床精神神経薬理学会 理事 新潟大学


