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昭和62年（1987年）10月から8年間 平成7年（1995年）4月から3年間

役職 氏名 役職 氏名

会長 名取 禮二 名誉会長 名取 禮二

副会長 八木 國夫 会長 八木 國夫

理事（事業） 渥美 和彦 副会長 阿部 　裕

理事（庶務） 岡田 　晃 理事 渥美 和彦

理事（会計） 金岡 祐一 理事 糸川 嘉則

理事（事業） 五島 雄一郎 理事 岡田 　晃

理事（会計） 宮崎 　正 理事 折茂 　肇

理事（会計） 山田 和生 理事 金岡 祐一

理事 五島 雄一郎

理事 渋谷 　健

理事 武下 　浩

理事 曲直部 壽夫

理事 宮崎 　正

理事 山田 和生

理事 野島 庄七

理事 渡邊 冨士夫

日本医歯薬アカデミー役員 日本医歯薬アカデミー役員
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平成10年（1998年）4月から3年間 平成13年（2001年）4月から3年間

役職 氏名 役職 氏名

名誉会長 名取 禮二 名誉会長 名取 禮二

会長 八木 國夫 会長 岡田 　晃

副会長 阿部 　裕 副会長 遠藤 　實

理事 渥美 和彦 副会長 金岡 祐一

理事 安楽 泰宏 理事 浅野 茂隆

理事 内田 安信 理事 渥美 和彦

理事 遠藤 　實 理事 安楽 泰宏

理事 岡田 　晃 理事 内田 安信

理事 金岡 祐一 理事 鴨下 重彦

理事 鴨下 重彦 理事 黒川 　清

理事 黒川 　清 理事 黒川 高秀

理事 五島 雄一郎 理事 小林 宏行

理事 清水 喜八郎 理事 清水 喜八郎

理事 末舛 恵一 理事 杉本 恒明

理事 杉本 恒明 理事 角田 文男

理事 高石 昌弘 理事 橋本 嘉幸

理事 武下 　浩 理事 平野 　寛

理事 鳥山 貞宜 理事 本郷 利憲

理事 野田 起一郎 理事 武藤 輝一

理事 橋本 嘉幸 監事 五島 雄一郎

理事 武藤 輝一 監事 高石 昌弘

監事 馬場 一雄 顧問 阿部 　裕

監事 渡邊 冨士夫 顧問 八木 國夫

日本医歯薬アカデミー役員 日本医歯薬アカデミー役員
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平成16年（2004年）4月から3年間 平成19年（2007年）4月から2年間

役職 氏名 役職 氏名

名誉会長 名取 禮二 会長 鴨下 重彦

会長 岡田 　晃 副会長 金澤 一郎

副会長 遠藤 　實 理事 浅野 茂隆

副会長 金岡 祐一 理事 渥美 和彦

理事 浅野 茂隆 理事 加賀谷 淳子

理事 渥美 和彦 理事 北島 政樹

理事 安楽 泰宏 理事 北村 惣一郎

理事 伊藤 學而 理事 小林 宏行

理事 金澤 一郎 理事 小林 義典

理事 鴨下 重彦 理事 笹月 健彦

理事 黒川 　清 理事 柴崎 正勝

理事 小林 宏行 理事 瀬戸 晥一

理事 小林 義典 理事 鶴尾 　隆

理事 杉本 恒明 理事 本田 孔士

理事 高橋 清久 理事 山本 　雅

理事 角田 文男 監事 内田 安信

理事 橋本 嘉幸 監事 高石 昌弘

理事 平野 　寛 顧問 阿部 　裕

理事 本田 孔士 顧問 遠藤 　實

監事 内田 安信 顧問 岡田 　晃

監事 高石 昌弘 顧問 金岡 祐一

顧問 阿部 　裕 顧問 黒川 　清

日本医歯薬アカデミー役員 日本医歯薬アカデミー役員
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平成21年（2009年）4月から3年間 平成24年（2012年）4月から3年間

役職 氏名 役職 氏名

会長 鴨下 重彦 名誉会長 金岡 祐一

副会長 金澤 一郎 会長 金澤 一郎

理事 浅野 茂隆 副会長 瀬戸 晥一

理事 北島 政樹 理事 浅野 茂隆

理事 桐野 髙明 理事 春日 文子

理事 小林 義典 理事 北島 政樹

理事 柴崎 正勝 理事 桐野 髙明

理事 瀬戸 晥一 理事 小林 義典

理事 橋田 　充 理事 柴崎 正勝

理事 本田 孔士 理事 長野 哲雄

理事 南　 裕子 理事 橋田 　充

理事 山本 　雅 理事 本田 孔士

理事 渡邉 　誠 理事 南　 裕子

監事 内田 安信 理事 山本 　雅

監事 高石 昌弘 理事 渡邉 　誠

顧問 渥美 和彦 監事 内田 安信

顧問 阿部 　裕 監事 高石 昌弘

顧問 遠藤 　實 顧問 渥美 和彦

顧問 岡田 　晃 顧問 阿部 　裕

顧問 金岡 祐一 顧問 遠藤 　實

顧問 黒川 　清 顧問 岡田 　晃

顧問 黒川 　清

日本医歯薬アカデミー役員 日本医歯薬アカデミー役員
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平成27年（2015年）4月から1年間 平成28年（2016年）4月から1年間

役職 氏名 役職 氏名

会長 金岡 祐一 名誉会長 金岡 祐一

副会長 瀬戸 晥一 会長 長野 哲雄

理事 浅野 茂隆 理事（庶務） 北島 政樹

理事 春日 文子 理事 浅野 茂隆

理事 北島 政樹 理事 春日 文子

理事 桐野 髙明 理事 小林 義典

理事 小林 義典 理事 古谷野 　潔

理事 古谷野 　潔 理事 柴崎 正勝

理事 柴崎 正勝 理事 清木 元治

理事 清木 元治 理事 瀬戸 晥一

理事 戸山 芳昭 理事 戸山 芳昭

理事 長野 哲雄 理事 那須 民江

理事 那須 民江 理事 橋田 　充

理事 橋田 　充 理事 本田 孔士

理事 本田 孔士 理事 本間 さと

理事 本間 さと 理事 南　 裕子

理事 南　 裕子 理事 山本 　雅

理事 山本 　雅 理事 渡邉 　誠

理事 渡邉 　誠 監事 高石 昌弘

監事 内田 安信 顧問 渥美 和彦

監事 高石 昌弘 顧問 遠藤 　實

顧問 渥美 和彦 顧問 岡田 　晃

顧問 阿部 　裕 顧問 黒川 　清

顧問 遠藤 　實

顧問 岡田 　晃

顧問 黒川 　清

顧問 金澤 一郎

日本医歯薬アカデミー役員 日本生命科学アカデミー役員
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平成29年（2017年）4月13日から平成30年（2018年）3月平成30年（2018年）4月3日から現在

役職 氏名 役職 氏名

会長 長野 哲雄 会長 長野 哲雄

理事（庶務） 北島 政樹 副会長 石川 冬木

理事 浅野 茂隆 理事（庶務） 北島 政樹

理事 春日 文子 理事 秋葉 澄伯

理事 小林 義典 理事 浅野 茂隆

理事 古谷野 潔 理事 小林 義典

理事 柴崎 正勝 理事 古谷野 潔

理事 清木 元治 理事 柴崎 正勝

理事 瀬戸 晥一 理事 清木 元治

理事 戸山 芳昭 理事 瀬戸 晥一

理事 那須 民江 理事 那須 民江

理事 橋田 充 理事 橋田 充

理事 本田 孔士 理事 平井 みどり

理事 本間 さと 理事 本田 孔士

理事 南 裕子 理事 本間 さと

理事 山本 雅 理事 南 裕子

理事 渡邉 誠 理事 山本 雅

監事 高石 昌弘 理事 渡邉 誠

監事 金岡 祐一 監事 春日 文子

名誉会長 渥美 和彦 監事 高石 昌弘

顧問 遠藤 實 名誉会長 金岡 祐一

顧問 岡田 晃 顧問 渥美 和彦

顧問 黒川 清 顧問 遠藤 實

顧問 岡田 晃

顧問 黒川 清

日本生命科学アカデミー役員 日本生命科学アカデミー役員


