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沢田 貴志   港町診療所 
柴田伸一郎   名古屋市衛生研究所 
渋江 寧     横浜市立みなと赤十字病院  
清水 茂徳   東日本国際大学 
白阪 琢磨   独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 

杉浦 太一   株式会社 cinra 
鈴木 淳    東京都健康安全研究センター 

須藤 弘二   株式会社ハナ・メディテック 

中澤 柾哉   石川県保健環境センター 

長島 真美   東京都健康安全研究センター 

仁平 稔    沖縄県衛生環境研究所 
根岸 潤     東京都福祉保健局 

野本 竜平   神戸市健康科学研究所 
花岡 希    国立感染症研究所 感染症危機管理研究センター 
星野 慎二      特定非営利活動法人 SHIP 
松元 明美   AGD法律事務所 
三上 佳祐   朝日大学 
宮島真希子   東京慈恵会医科大学附属病院  
森永 浩次   福井県立病院 
柳澤 雅子   東京医療保健大学  
山崎 貴子   東京都健康安全研究センター 
山本 政弘   独立行政法人国立病院機構九州医療センター 
吉村 幸浩   横浜市立市民病院  
李  広烈   東京慈恵会医科大学附属病院  
渡邉 珠代   石川県立中央病院 
 

 民間クリニック 

岩澤  晶彦   岩澤クリニック 福地 裕三 にじいろクリニック新橋 

吉尾 弘   吉尾産婦人科医院 板東 大晃 神田西口クリニック 

伊藤 晋   あいクリニック 吉川  琢磨   よしかわ耳鼻咽喉科 

清滝  修二   セントラルクリニック伊勢崎 川嶋  敏文   川嶋泌尿器・皮膚科医院 

熊谷  振作   熊谷クリニック 西大條文一 金王坂クリニック 

楠山  弘之   永弘クリニック 操  裕   操健康クリニック 

五島 文恵 林病院 多和田俊保   たわだ泌尿器科 

内田  千秋   あおぞらクリニック 新橋院 瀧 知弘 ひまわりクリニック丹西 

小田島 純   新吉原検診所 保科  眞二   保科医院 

清水  康弘   新宿山の手クリニック 中村  幸生   中村クリニック 

山口  真澄   池袋山の手クリニック 大里  和久   大里クリニック 
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山中 晃   新宿東口クリニック 谷口 恭   太融寺町谷口医院 

立山  啓悦   ひろクリニック 杉本 賢治 京橋杉本クリニック 

根岸  昌功   ねぎし内科診療所 笠井 大介 笠井医院 

中山  保世   東新宿こころのクリニック 石井 誠剛 イシイ内科クリニック 

福地 裕三 あおぞらクリニック新宿院 上村  茂仁   ウィメンズクリニックかみむら 

塩尻 大輔 パーソナルヘルスクリニック 角井 徹   すみいクリニック 
小林  米幸 
   

医療法人社団 
小林国際クリニック 

高橋  雅弘 
   

医療法人社団 
薬院高橋皮ふ科クリニック 

水野 泰孝 グローバルヘルスケアクリニック 鷺山  和幸   さぎやま泌尿器クリニック 

尾上 泰彦 
プライベートケアクリニック東京 
新宿院 

吉田 直人 プライベートケアクリニック東京 東京院 

剣木 憲文 銀座ヒカリクリニック 田中 雅之 KARADA内科クリニック渋谷 

佐藤 昭裕 KARADA内科クリニック 須賀 雅彦 アルファクリニック渋谷 

蓮池林太郎 新宿駅前クリニック 北村 浩 石神井えんじゅ内科クリニック 
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