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【脳卒中】 (五十音順)
全国失語症患者家族会
江戸川失語症友の会 会長
脳卒中者友の会「あけぼの会」 副会長
日本脳卒中協会 理事 /
厚生労働省「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る
診療提供体制の在り方に関する検討会」 委員
目黒失語症友の会 会長
福岡脳卒中療友会

園田 尚美
奈良 久美子
奈良 喜彦
塙 美どり
森本 せつ子
八島 三男
友井 規幸

日本脳卒中協会理事/日本失語症協議会事務局長・副理事長

塩見 正晴

日本ICDの会 理事
日本心臓ペースメーカー友の会 名誉会長 /
東京女子医科大学 名誉教授

青森市脳卒中等友の会 事務局長
青森市脳卒中等友の会 副会長
日本失語症協議会 豊島失語症友の会 会長
失語症友の会若竹
日本失語症協議会 理事長
若い失語症のつどい 埼玉県 会長

脳卒中者友の会「あけぼの会」 会長

患者会・家族会 【循環器】 (五十音順)
井上 美枝子

日本心臓ペースメーカー友の会 副会長 /
厚生労働省「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供
体制の在り方に関する検討会」委員

岡村 勲

元日本弁護士連合会福会長

須磨 幸蔵

学会・職能団体 【脳卒中】 (五十音順)
井口 保之
岩石 隆光
木村 和美
古賀 昭貴
小林 英一
塩川 芳昭
高橋 良輔
竹川 英宏
立石 恒雄
冨永 悌二
冨本 秀和
学会・職能団体
池亀 俊美
磯部 光章
大屋 祐輔
岡村 智教
片桐 敬
小室 一成
上記以外(順不同)
市川 朝洋
小玉 剛
山本 信夫
石井 甲一
安東 哲也
大澤 泰輔
大原 整
近藤 奈緒美

日本脳卒中協会東京都支部 /
東京慈恵会医科大学内科学講座 神経内科 教授
日本脳卒中協会 理事
日本脳卒中学会 理事 /
日本医科大学神経・脳血管内科 教授
日本言語聴覚士協会 常任理事
日本脳卒中協会千葉県支部 副支部長 /
千葉大学医学部附属病院 包括脳卒中センター
センター長・脳神経外科 診療教授
日本脳卒中協会東京都支部 / 日本脳神経外科学会
理事 / 杏林大学 副院長・脳神経外科 教授
日本神経学会 理事長/京都大学医学部神経内科 教授
日本脳卒中学会 常務理事 / 獨協医科大学神経内科
准教授・超音波センター センター長
日本言語聴覚士協会 事務局長
宮城県対脳卒中協会 理事長 /
日本脳卒中の外科学会 理事長
日本神経学会 理事・脳卒中セクションチーフ /
三重大学神経内科 教授

中村 春基
中山 博文
野川 茂
橋本 洋一郎
長谷川 泰弘
半田 一登
平田 幸一
平野 照之
星野 晴彦
松丸 祐司
峰松 一夫

日本作業療法士協会 理事長
日本脳卒中協会 専務理事 / 中山クリニック 院長
日本脳卒中学会 理事 /
東海大学八王子病院神経内科 教授
日本脳卒中学会 理事 /
熊本市民病院神経内科・地域医療連携部
日本脳卒中協会神奈川県支部 支部長 /
聖マリアンナ医科大学内科学神経内科 教授・副院長
日本理学療法士協会 会長 / 日本脳卒中協会 理事
日本脳卒中協会栃木県支部 支部長 /
獨協医科大学神経内科 教授・院長
日本脳卒中学会 理事 /
杏林大学脳卒中センター長・脳卒中医学 教授
日本脳卒中協会東京都支部 / 東京都済生会中央病院
日本脳神経血管内治療学会 事務局長 /
筑波大学脳神経外科脳卒中予防医学講座 教授
日本脳卒中協会 理事長 /
国立循環器病研究センター 病院長

【循環器】(五十音順)
日本循環器看護学会 理事 / 聖路加国際病院
日本心不全学会 前理事長 / 榊原記念病院 院長
日本高血圧学会/琉球大学循環器腎臓神経内科学 教授
日本循環器病予防学会 理事 /
慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 教授
ジャパンハートクラブ 理事長
日本循環器学会 代表理事/東京大学循環器内科 教授

日本医師会 常任理事
日本歯科医師会 常務理事
日本薬剤師連盟 会長
日本薬剤師連盟 副会長
日本薬剤師連盟 副会長
日本薬剤師連盟 常任総務
日本薬剤師連盟 総務
日本薬剤師連盟 総務

下澤 達雄
前川 眞広
宮内 克己
森下 竜一
山口 徹

工藤 万知
高木 雅史
長江 彰
髙松 和夫
田中 宏幸
大曾根 直紀
伊藤 弘泰
舘 よう子

日本高血圧学会総務委員会副委員長 /
国際医療福祉大学三田病院臨床検査医学 主任教授
日本心臓血圧研究振興会 / 榊原記念病院
日本心臓病学会 代議員 /
順天堂大学医学部附属順天堂医院循環器内科
日本循環器学会 / 大阪大学臨床遺伝子治療学 教授
日本心臓財団 常任理事

日本薬剤師連盟 事務局
日本薬剤師連盟 事務局
日本労働組合総連合会
UAゼンセン 副書記長 / 連合 前雇用対策局長
日本建設業職員労働組合協議会 議長
日本建設業職員労働組合協議会 事務局長
日本建設業職員労働組合協議会 政策企画局次長
全国生命保険労働組合連合会 書記局員

