（別紙 1）

平成 30 年度岩木健康増進プロジェクト・プロジェクト健診
共同研究者一覧
学内研究者
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座 教授 兼弘前大学医学部附属病院 院長 福田眞作，講師 遠藤
哲，講師 佐藤研
同 産科婦人科学講座 教授 横山良仁，助教 飯野香理，助教 大石舞香
同 消化器外科学講座 教授 袴田健一，大学院生 井川明子，助手 内田知顕
同 整形外科学講座 教授 石橋恭之
同 内分泌代謝内科学講座 教授 大門眞，准教授 蔭山和則，講師 村上宏，講師 照井健，講師 柳町幸，助教 松橋
有紀，助教 田辺壽太郎，助教 佐藤江里，助教 杉山綾，助教 髙安忍，医師 対馬悠子，助教 村上洋，助教 村澤
真吾，医員 牧田興志，医員 水尻諭，医員 中山弘文，医員 村林公哉，医員 濱浦季穂，医員 藤田朋之，医員 高
橋和久，医員 遅野井祥，助教 山形聡
同 循環器腎臓内科学講座 教授 富田泰史，助教 西崎史恵，大学院生 成田真人
同 泌尿器科学講座 教授 大山力
同 耳鼻咽喉科学講座 教授 松原篤，准教授 佐々木亮, 医員 後藤真一，医員 三橋友里，医員 野村彩美，医員 三
國谷由貴，前田泰規，工藤玲子
同 皮膚科学講座 教授 澤村大輔，助教 是川あゆみ
同 歯科口腔外科学講座 教授 小林恒, 医師 小山俊朗, 医員 田村好拡
同 眼科学講座 教授 中澤満
同 臨床検査医学講座 教授 萱場広之
同 神経精神医学講座 教授 中村和彦
同 分子生体防御学講座 教授 伊東健
同 脳神経病理学講座 教授 若林孝一，准教授 森文秋，助教 丹治邦和，助教 今智矢
同 脳血管病態学講座 教授 今泉忠淳，講師 吉田秀見，助教 松宮朋穂，客員研究員 柴祐子
同 脳神経生理学講座 教授 上野伸哉，助教 古川智範，助教 下山修司，助手 小潟佳輝
同 脳神経内科学講座 教授 東海林幹夫
同 形成外科学講座 教授 漆館聡志
同 病態薬理学講座 教授 村上学
同 リハビリテーション医学講座 教授 津田英一
同 脳神経外科学講座 教授 大熊洋揮, 講師 嶋村則人, 講師 奈良岡柾都
同 生体構造医科学講座 教授 下田浩
同 統合機能生理学講座 教授 藏田潔
同 病理生命科学講座 教授 鬼島宏
同 分子病態病理学講座 教授 水上浩哉，助教 稲葉渉，助手 板橋智映子，助手 工藤和洋
同 感染生体防御学講座 准教授 浅野クリスナ
同 呼吸器内科学講座 教授 田坂定智
同 卒後臨床研修センター 助教 西崎史恵
同 地域医療学講座 講師 櫻庭 裕丈，助教 杉山綾
同 先進移植再生医学講座 講師 今井篤
同 社会医学講座 助教 沢田かほり，助手 駒目瞳，客員研究員 相馬優樹，小笠原悠，乾明成，大学院生 翠川辰行，
赤池あらた，大圃研，大沼由香，髙橋佳子，太田聖也（整形助手，大学院生）
，森隆志，清水宏保，鈴木伸章，武
田温，榊原毅，植村望，横山順一（地域健康増進学）
，鈴木大輔，川端良介，田名部麻野（地域健康増進学）
，押方
智也子，工藤祐太郎，奥山慎也，齊藤直飛人
同 オーラルヘルスケア学講座 助教 徳田糸代，客員研究員 村上晃満
同 アクティブライフプロモーション学研究講座 客員教授 桂木能久，助教 永田和史，助教 熊谷美香，客員研究
員 片嶋充弘，客員研究員 大里直樹
同 先制栄養医学講座 特任准教授 小松美穂

同 ヘルスケアマネジメント学講座 特任助教 和田啓二
同 ウォーターヘルスサイエンス講座 特任助教 浅野悠，助手 三澤美菜
同 野菜生命科学講座 特任助教 清水直
同 フローラ健康科学講座 特任助教 久田貴義
同 QOL 推進医学講座 特任助教 稲益悟志
大学院保健学研究科 生体検査科学領域 教授 木田和幸，教授 高見秀樹，准教授 三浦富智
同 総合リハビリテーション科学領域 教授 山田順子，講師 平川裕一，講師 上谷英史，助教 佐藤ちひろ
教育学部 保健体育講座 教授 戸塚学
人文学部 教授 李永俊，准教授 日比野愛子
理工学部 教授 佐川貢一，教授 岡和彦，准教授 矢野哲也，助教 長井力，助教 陳暁帥
保健管理センター 教授 高梨信吾
COI 研究推進機構 教授 村下公一

学外研究者
青森県総合健診センター 理事長 齊藤勝
盛岡大学 栄養科学部 栄養科学科 教授 板井一好
神戸大学大学院保健学研究科 パブリックヘルス領域 教授 石川朗
青森県立保健大学 健康科学部 看護学科 教授 古川照美
八戸学院大学 健康医療学部 看護学科 准教授 西村美八
弘前医療福祉大学 保健学部 医療技術学科 作業療法学専攻 教授 岩間孝暢
青森中央学院大学 経営法学部 専任講師 奥村俊樹
芝浦工業大学 工学部 共通学群体育・健康科目 教授 浜野学
九州情報大学 経営情報学部 経営情報学科 准教授 竹石洋介
熊本学園大学 社会福祉学部 ライフ・ウェルネス学科 准教授 石橋剛士
関西学院大学 人間福祉学部 人間科学科 教授 甲斐知彦
尚絅学院大学 総合人間科学部 現代社会学科 准教授 福井真司
松山大学 法学部 法学科 准教授 樗木武治
明治大学 経営学部 公共経営学科 専任教授 田中充洋
弘前学院大学 社会福祉学部 教授 高橋和幸
青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 助教 熊谷貴子
青森県立中央病院 栄養管理部 技師長 久米田桂子
日本体育大学 体育学部 社会体育学科 教授 山本博
青森県立保健大学 健康科学部 看護学科 准教授 谷川涼子
大阪樟蔭女子大学 健康栄養学部 健康栄養学科 教授 三輪孝士
みはる矯正・歯科医院 院長 関根陽平
京都産業大学 現代社会学部 健康スポーツ社会学科 助教 小室輝明
介護老人保健施設やかた リハビリテーション課 専門理学療法士（神経系）柴田信行
至学館大学短期大学部 体育学科 准教授 松本秀彦
中央福祉医療専門学校 学生部長 飯塚浩史
名城大学 薬学部 健康・スポーツ科学研究室 准教授 金子美由紀
仙台大学 体育学部 子ども運動教育学科 講師 溝口絵里加
国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科 棟方理
防衛医科大学校 医学教育部 保健体育学科目 講師 廣瀬かほる
弘前医療福祉大学 保健学部 看護学科 教授 平川美和子
八戸学院大学 健康医療学部 看護学科 講師 木村緑
宮城大学 事業構想学群 教授 糟谷昌志
名城大学 バレーボール部 コーチ 神田翔太
青森県立保健大学 健康科学部 看護学科 講師 倉内静香
中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所) 技師 乾明成
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青森大学 薬学部 薬学科 教授 大上哲也
公益財団法人久山生活習慣病研究所 代表理事 清原裕
九州大学大学院医学研究院 衛生・公衆衛生学分野 教授 二宮利治
京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科 教授 的場聖明
京都大学大学院医学研究科 ビッグデータ医科学分野 教授 奥野恭史
東京大学医科学研究所 ヘルスインテリジェンスセンター 健康医療データサイエンス分野 教授 井元清哉
東京大学大学院医学系研究科 生物統計学分野 教授 松山裕
東京大学大学院医学系研究科 生物情報統計学講座 特任准教授 平川昌弘
東京大学大学院薬学系研究科 医療政策学 特任准教授 五十嵐中
名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター 講師 中杤昌弘
名桜大学大学院看護学研究科 人間健康学部 学部長 砂川昌範
和歌山県立医科大学 医学部 公衆衛生学教室 教授 竹下達也
産業技術総合研究所 人間情報研究部門主任研究員 小林吉之，研究員 中嶋香奈子
マルマンコンピュータサービス株式会社 常務取締役 工藤寿彦
東北化学薬品株式会社 生命システム情報研究所 所長 山田治
株式会社テクノスルガ・ラボ 技術部 マネージャー 久田貴義
株式会社栄研 営業部 在宅事業課 健康な食事推進室長 小松澤真弥
イオンリテール株式会社 ドラック・ファーマシー事業 部長 三成亮
カゴメ株式会社 イノベーション本部 自然健康研究部長 菅沼大行
エーザイ株式会社 メディカル本部 ディレクター 上野正孝
花王株式会社 ヘルスケア食品研究所 所長 桂木能久
アツギ株式会社 技術開発部 マネージャー 大石秀樹
協和発酵バイオ株式会社 マーケティング部 加藤真紀子
ライオン株式会社 事業開発部 部長 河上修，副主席部員 西永英司
同 口腔健康科学研究所 主任研究員 内山千代子
公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 主任研究員 森田十誉子
オムロンヘルスケア株式会社 技術開発統轄部 学術開発部 永吉翔
株式会社ベネッセコーポレーション 事業戦略本部 事業戦略部 プロデューサー 吉田富美子
北海道システム・サイエンス株式会社 代表取締役社長 水谷幸雄
株式会社生命科学インスティテュート 健康・医療 ICT 部門 健康サポート推進部長 平松重親
同 健康サポート推進部 原勢鉄之助，高田真人
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 取締役 営業・マーケティング本部長 亀谷直孝
日本コープ共済生活協同組合連合会 総合マネジメント本部 経営企画部 部長 塩谷健一
クラシエホールディングス株式会社 経営企画室企画部 R&D 戦略推進チーム シニアアドバイザー 与茂田敏
クラシエ製薬株式会社 漢方研究所 主任研究員 磯崎隆史
株式会社ローソン健康ステーション推進委員会 事務局長 大矢根寿子
サントリー食品インターナショナル株式会社 商品開発部 浅野悠
大塚製薬株式会社 ニュートラシューティカルズ事業部 佐賀栄養製品研究所 フェロー 内山成人
楽天株式会社 通信&メディアカンパニーメディア事業部コンテンツメディア事業課 レシピグループ 関口美貴子
ハウス食品グループ本社株式会社 イノベーション企画部 上野正一
その他、共同研究契約に基づき COI 参画企業及び機関が追加される場合がある。
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