
評議員一覧（2021 年 7 月 14 日現在）

会員氏名 所属機関名
赤羽 晃寿 帝京大学
秋山 一文 一般財団法人河田病院
穐吉 條太郎 大分大学
浅見 剛 横浜市立大学
安部川 智浩 慶愛会札幌花園病院
新井 誠 財団法人東京都医学総合研究所
荒木 剛 帝京大学医学部附属溝口病院
飯高 哲也 名古屋大学
伊賀 淳一 愛媛大学
池田 匡志 藤田保健衛生大学
池ノ内 篤子 産業医科大学
池本 桂子 いわき市立総合磐城共立病院
石井 良平 大阪府立大学
石黒 健夫 鴻仁会上の原病院
石黒 浩毅 山梨大学大学院
石田 康 宮崎大学
井関 栄三 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
井田 逸朗 国立病院機構高崎病院
糸川 昌成 公益財団法人東京都医学総合研究所
稲垣 正俊 島根大学
稲田 俊也 名古屋大学
井上 幸紀 大阪市立大学
井上 猛 東京医科大学
井上 雄一 公益財団法人神経研究所
今村 明 長崎大学
入谷 修司 桶狭間病院
岩崎 進一 大阪市立大学
岩瀬 真生 大阪大学
岩田 仲生 藤田保健衛生大学
岩田 正明 鳥取大学
岩波 明 昭和大学
岩本 和也 熊本大学



植木 昭紀 うえき老年メンタル・認知症クリニック
上里 彰仁 国際医療福祉大学
植田 勇人 宮崎大学
上野 修一 愛媛大学
上原 隆 金沢医科大学
鵜飼 渉 札幌医科大学
内山 真 東京足立病院
江川 純 新潟大学
遠藤 みどり 島根大学
大井 一高 金沢医科大学
大久保 善朗 日本医科大学
太田 深秀 筑波大学
太田 深雪 公立陶生病院
大渓 俊幸 国立大学法人千葉大学
大西 哲生 東京医科歯科大学
大森 哲郎 社会医療法人あいざと会藍里病院
岡田 剛 広島大学
岡田 元宏 三重大学大学院
岡久 祐子 岡山大学
岡本 泰昌 広島大学
尾崎 紀夫 名古屋大学
小澤 寛樹 長崎大学
尾関 祐二 滋賀医科大学
小田垣 雄二 埼玉医科大学
音羽 健司 NTT 東日本関東病院
鬼塚 俊明 九州大学
小野 久江 関西学院大学
小原 知之 九州大学
垣内 千尋 東京大学
郭 哲次 和歌山県立医科大学神経精神医学
笠井 清登 東京大学医学部附属病院
笠原 和起 理化学研究所脳科学総合研究センター
柏 淳 ハートクリニック横浜
片桐 直之 東邦大学
加藤 隆弘 九州大学大学院



加藤 忠史 順天堂大学医学部
金沢 徹文 大阪医科大学
金子 尚史 恵生会南浜病院
金生 由紀子 東京大学
亀井 雄一 医療法人超年会 上諏訪病院
川勝 忍 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター
川嵜 弘詔 福岡大学
川崎 康弘 金沢医科大学
河西 千秋 札幌医科大学
神庭 重信 九州大学
菊地 俊暁 慶應義塾大学
岸本 年史 奈良県立医科大学
岸本 英爾 港北病院
北村 秀明 医療法人水明会 佐潟公園病院
北山 功 北山心身クリニック
木戸 日出喜 介護老人保健施設サンセリテ
鬼頭 伸輔 国立精神・神経医療研究センター病院
木下 利彦 関西医科大学精神神経科
木村 大樹 名古屋大学医学部附属病院
木村 真人 日本医科大学
木村 亮 京都大学
紀本 創兵 奈良県立医科大学
久島 周 名古屋大学
久住 一郎 北海道大学
國井 泰人 東北大学
國芳 雅広 筑水会病院
功刀 浩 帝京大学
久保田 学 京都大学医学部附属病院
窪田 美恵 理化学研究所脳科学総合研究センター
栗山 健一 国立精神・神経医療研究センター
黒田 健治 杏和会阪南病院
黒滝 直弘 香川大学医学部
桑原 斉
小池 進介 東京大学
古賀 良彦 杏林大学



児玉 匡史 岡山県精神科医療センター
齋藤 竹生 藤田保健衛生大学
阪井 一雄 神戸学院大学
佐々木 司 東京大学
篠山 大明 信州大学
定松 美幸 金城学院大学
塩入 俊樹 岐阜大学
篠崎 和弘 浅香山病院
澁谷 治男 国分寺メンタルクリニック
島本 知英 独立行政法人理化学研究所
下田 和孝 獨協医科大学
庄盛 敏廉 吉備国際大学
白川 治 医療法人  尚生会 湊川病院
白山 幸彦 帝京大学ちば総合医療センター
新開 隆弘 産業医科大学
神出 誠一郎 東京大学
鈴木 昭仁 山形大学
鈴木 利人 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
鈴木 正泰 日本大学
鈴木 道雄 富山大学
須原 哲也 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
住谷 さつき 徳島大学
住吉 太幹 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
仙波 純一 たかつきクリニック
染矢 俊幸 新潟大学
曽良 一郎 神戸大学
髙木 学 岡山大学
高橋 栄 日本大学
髙橋 隼 和歌山県立医科大学
高橋 努 富山大学
高橋 秀俊 高知大学
高橋 英彦 東京医科歯科大学
武井 雄一 群馬大学大学院
武田 雅俊 藍野大学
竹林 淳和 浜松医科大学



竹林 実 熊本大学
多田 真理子 東京大学
舘野 周 日本医科大学
田中 稔久 大阪大学
谷井 久志 三重大学
辻井 農亜 近畿大学
鶴 紀子 高宮病院 ならびに宮崎大学
寺尾 岳 大分大学
戸田 裕之 防衛医科大学校
栃木 衛 帝京大学
富田 博秋 東北大学
鳥居 洋太 名古屋大学医学部附属病院
鳥塚 通弘 奈良県立医科大学
中尾 智博 九州大学
中川 伸 山口大学
中河原 通夫 中河原クリニック
中込 和幸 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
中瀧 理仁 徳島大学
中村 和彦 弘前大学
中村 雅之 鹿児島大学
中村 道子 社会福祉法人鶴風会西多摩療育支援センター
中村 祐 香川大学
永山 治男 親和会衛藤病院
成本 迅 京都府立医科大学
西岡 玄太郎 西山病院
西川 徹 東京医科歯科大学
西口 直希 医療法人社団 向陽会 向陽病院
布村 明彦 東京慈恵会医科大学附属第三病院
沼田 周助 徳島大学
沼知 陽太郎 アムジェン株式会社
根本 清貴 筑波大学
橋岡 禎征 島根大学
橋本 恵理 札幌医科大学
橋本 謙二 千葉大学
橋本 健志 神戸大学



橋本 亮太 国立精神・神経医療研究センター
服部 功太郎 国立精神・神経医療研究センター神経研究所
馬場 元 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
濱村 貴史 はまむらクリニック
林 朗子 理化学研究所、脳神経科学研究センター
疋田 貴俊 大阪大学
菱本 明豊 横浜市立大学
平川 博文 大分大学
平野 羊嗣 九州大学
平安 良雄 医療法人へいあん平安病院
福田 正人 群馬大学
福永 浩司 東北大学
藤井 久彌子 滋賀医科大学
藤村 洋太 島根大学
淵上 学 広島大学
朴 秀賢 熊本大学
堀 弘明 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
堀内 泰江 東京都医学総合研究所
前川 素子 国立大学法人東北大学
前嶋 仁 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
牧之段 学 奈良県立医科大学
松尾 幸治 埼玉医科大学
松田 哲也 玉川大学
松本 純弥 国立精神・神経医療研究センター
三島 和夫 秋田大学
三村 將 慶應義塾大学
宮田 淳 京都大学大学院
村井 俊哉 京都大学
村島 善也 首都大学東京大学院
本橋 伸高 武蔵野赤十字病院
森信 繁 吉備国際大学
門司 晃 佐賀大学
安田 由華 生きる・育む・輝くメンタルクリニック
安野 史彦 国立長寿医療研究センター病院
柳 雅也 近畿大学



八幡 憲明 放射線医学総合研究所
矢部 博興 福島県立医科大学
山岡 功一 澤記念会神経科浜松病院
山形 弘隆 山口大学
山末 英典 浜松医科大学
山田 和男 医療法人社団 風鳴会 成城墨岡クリニック 分院
山田 尚登 滋賀医科大学
山室 和彦 奈良県立医科大学付属病院
山本 直樹 東京医科歯科大学
山脇 成人 広島大学
油井 邦雄 芦屋大学
吉井 崇喜 京都府立医科大学
吉池 卓也 国立精神・神経医療研究センター
吉川 茜 順天堂大学
吉川 武男 理化学研究所脳科学総合研究センター
吉田 寿美子 国立精神神経センター病院
吉野 相英 防衛医科大学校
芳野 浩樹 奈良県立医科大学
吉村 玲児 産業医科大学精神医学
米田 博 特定医療法人大阪精神医学研究所
和久田 智靖 浜松医科大学
渡部 雄一郎 新潟大学
渡辺 義文 山口大学


