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氏名 所属 役職

1 寺田 整司 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経病態学 准教授

2 真田 順子 さなだクリニック 院⾧

3 原田 和佳 医療法人和栄会 原田医院 院⾧

4 赤津 裕康 名古屋市立大学大学院医学研究科地域医療教育学 教授

5 兼行 浩史 山口県立こころの医療センター 院⾧

6 井手 芳彦 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 認知症疾患医療センター センター⾧

7 阪井 一雄 神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 教授

8 田北 昌史 田北メモリーメンタルクリニック 院⾧

9 八森 淳 つながるクリニック 院⾧

10 三森 康世 広島国際大学 保健医療学部 総合リハビリテーション学科 教授

11 小西 吉裕 姫路中央病院 認知症疾患医療センター 副センター⾧

12 西野 惠子 認知症疾患医療センター副センター⾧ 施設⾧

13 川瀬 弓子 国立病院機構鳥取医療センター臨床研究部⾧補佐 事務⾧

14 岡原 一徳 医療法人慶明会 けいめい記念病院 副院⾧

15 谷口 美也子 鳥取大学医学部生体制御学 助教

16 福田 敏秀 高知県立大学 社会福祉学部 社会福祉学科 助教

17 原 祥子 島根大学医学部看護学科 教授

18 涌谷 陽介 社会医療法人全人会 倉敷平成病院 神経内科・認知症疾患医療センター 医師

19 辻 美帆 医療法人社団 翔洋会 臨床美術士

20 中道 淳子 石川県立看護大学 看護学部 成人老年看護学講座 准教授

21 木村 成志 大分大学医学部神経内科学講座 准教授

22 藤原 静香 琴浦町役場 すこやか健康課

23 渡嘉敷 崇 琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座 助教

24 小林 達子 社会福祉法人こうほえん 介護老人保健施設いなば幸朋苑 看護師

25 竹田 伸也 鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻 教授

26 田子 久夫 磐城済世会舞子浜病院 名誉院⾧

27 津久井 洋子 医療法人十字会 老人保健施設のじま 看護師

28 伊澤 幸洋 福山市立大学 教育学部 児童教育学科 障害・福祉分野 教授

29 小徳 美千子 社会福祉法人 真誠会 介護老人保健施設ピースポート 看護師⾧

30 若松 直樹 新潟リハビリテーション大学 医療学部 リハビリテーション学科 リハビリテーション心理学専攻 准教授

31 藤野 孝雄 藤野循環器科内科医院 医師

32 大井 博司 広島国際大学総合リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 教授

33 竹田 徳則 名古屋女子大学 医療科学部 教授

34 益岡 賢示 有限会社プレム・ダン 代表取締役・総合施設⾧

35 伊藤 道美 米子市筒徳地域包括支援センター 管理者

36 近藤 啓子 一般財団法人江原積善会 積善病院 副院⾧

37 久徳 弓子 川崎医科大学 神経内科 講師

38 松村 美由起 東京女子医科大学付属成人医学センター 講師
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39 山上 徹也 群馬大学大学院保健学研究科 リハビリテーション学講座 教授

40 守山 正樹 NPO法人ウェルビーイング附属研究所/福岡大学 主任研究員/名誉教授

41 梅垣 宏行 名古屋大学大学院医学系研究科老年科学 教授

42 佐藤 厚 愛知淑徳大学 健康医療科学部医療貢献学科言語聴覚学専攻 言語聴覚士

43 須藤 慎治 国立病院機構宇多野病院 神経内科 医⾧

44 高橋 智子 横手市役所 健康福祉部 地域包括支援センター 保健師

45 野田 明子 中部大学 生命健康科学部 生命医科学科 教授

46 九⿁ 克俊 いるか心療所 医師

47 後藤 誠一 医療法人藤誠会 後藤クリニック 医師

48 佐野 英孝 医療法人敬成会 白根緑ヶ丘病院 院⾧

49 花岡 秀明 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 教授

50 成瀬 聡 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 院⾧

51 石渡 明子 日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野 非常勤講師

52 秋下 雅弘 東京大学医学部付属病院 老年病科 教授

53 駒野 宏人 岩手医科大学 薬学部 神経科学講座 教授

54 中山 寛人 医療法人水の木会 下関病院 医師

55 北村 ゆり 医療法人鳴子会 菜の花診療所 理事

56 作本 修一

57 川井 元晴 脳神経筋センター よしみず病院 副院⾧

58 内田 泰史 医療法人 恕泉会 内田脳神経外科 理事⾧

59 豊田 正博 兵庫県立大学大学院 緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 教授

60 澤田 浩秀 四日市看護医療大学 看護医学部 臨床検査学科 講師

61 鵜飼 克行 総合上飯田第一病院 老年精神科 部⾧

62 原田 俊英 公立大学法人 県立広島大学 保健福祉学部 教授

63 旭 俊臣 医療法人社団弥生会 旭神経内科リハビリテーション病院 院⾧

64 河月 稔 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 講師

65 菱川 望 倉敷平成病院 脳神経内科 部⾧

66 高村 歩美 鳥取大学医学部保健学科 生体制御学講座 講師

67 水上 勝義 筑波大学大学院人間総合科学研究科 スポーツ健康システム・マネジメント専攻 教授

68 根本 留美 日本医科大学 街ぐるみ認知症相談センター 臨床心理士

69 古川 勝敏 東北医科薬科大学医学部地域医療学 教授

70 杉山 美香 東京都健康⾧寿医療センター研究所 自立促進と介護予防研究チーム 研究員

71 山本 美輪 香川大学医学部 看護学科 老年看護学 教授

72 神谷 達司 神谷医院 院⾧

73 島田 裕之 国立研究開発法人 国立⾧寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター 予防老年学研究部 部⾧

74 山下 徹 岡山大学大学院 医師薬学総合研究科 脳神経内科学 講師

75 山田 律子 北海道医療大学 看護福祉学部 教授

76 柳本 有二 頌栄短期大学 学⾧

77 木宮 高代 福山平成大学 看護学部 看護学科 学部⾧、学科⾧

78 高橋 純子 社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院 

79 天野 宏紀 鳥取大学医学部社会医学講座健康政策医学分野 講師
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80 瀧澤 俊也 東海大学医学部付属大磯病院 神経内科 特任教授

81 岡村 信行 東北大学大学院医学系研究科機能薬理学分野 准教授

82 川瀬 敦士 医療法人社団 川瀬神経内科クリニック 理事

83 狩野 賢二 島根大学医学部付属病院クリニカルスキルアップセンター センター⾧

84 小田 史郎 北翔大学生涯スポーツ学部健康福祉学科 教授

85 和泉 唯信 徳島大学病院 脳神経内科 教授

86 内門 大丈 医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニック湘南 院⾧

87 大田 秀隆 秋田大学高齢者医療先端研究センター センター⾧・教授

88 下山 直登 医療法人好縁会 下山記念クリニック 院⾧

89 太田 康之 山形大学医学部第三内科神経学分野 教授

90 稲葉 敏 いなば内科クリニック 院⾧

91 荒川 千晶 医療法人社団礼惠会 むすび葉クリニック渋谷 副院⾧

92 浅野 次義 あさの金町クリニック 院⾧

93 佐治 直樹 国立研究開発法人 国立⾧寿医療研究センター もの忘れセンター 副センター⾧

94 古和 久朋 神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域 教授

95 繁田 雅弘 東京慈恵会医科大学 診療部⾧／教授

96 米田 哲也 熊本大学大学院生命科学研究部医療技術科学講座 准教授

97 三品 雅洋 東京労災病院 脳神経内科 部⾧

98 小林 良太 山形大学医学部精神医学講座 講師

99 松原 悦朗 国立大学法人大分大学 医師
100 林 博史 福島県立医科大学保健科学部 作業療法学部 教授
101 進藤 由美 国立⾧寿医療研究センター 認定心理士
102 牧迫 飛雄馬 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 教授
103 大沢 愛子 国立⾧寿医療研究センター リハビリテーション科 医⾧
104 藤原 佳典 東京都健康⾧寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム 研究部⾧
105 杉江 和馬 奈良県立医科大学 脳神経内科 教授
106 入江 一浩 京都大学大学院 農学研究科 教授
107 管谷 由紀子 医療法人社団 翔洋会 通所介護 脳リハビリデイサービス 大泉学園はなみずき 管理者
108 飯田 康江 医療法人ふらて会 西野病院 統括看護部⾧
109 戸田 好信 天理医療大学 医療学部 臨床検査学科 特任教授
110 古橋 淳夫 医療法人古橋会 揖保川病院 理事⾧
111 三好 陽子 鳥取大学医学部保健学科成人・老人看護学講座 准教授
112 篠原 もえ子 金沢大学医薬保健研究域医学系 脳神経内科学 准教授
113 深澤 隆 医療法人財団青仁会青南病院 病院⾧


