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別紙４ 

次世代ヘルスケア産業協議会 委員名簿 

 

安道 光二   日清医療食品株式会社 代表取締役会長兼社長 

大原 昌樹   四国の医療介護周辺産業を考える会 会長 

北川 薫    新ヘルスケア産業フォーラム代表 

斎藤 勝利   日本経済団体連合会 副会長 

斎藤 敏一   株式会社ルネサンス 代表取締役会長 

堺 常雄    日本病院会 会長 

下田 智久   日本健康・栄養食品協会 理事長 

白川 修二   健康保険組合連合会 副会長兼専務理事 

末松 誠    慶應義塾大学 医学部長 

関口 洋一   健康食品産業協議会 会長 

妙中 義之   国立循環器病研究センター研究所 副所長 

武久 洋三   日本慢性期医療協会 会長 

田中 富美明  株式会社コナミスポーツ＆ライフ 取締役会長 

谷田 千里   株式会社タニタ 代表取締役社長 

辻 一郎    東北大学大学院 医学系研究科 教授 

津下 一代   あいち健康の森健康科学総合センター センター長 

德田 禎久   北海道ヘルスケアサービス創造研究会 座長 

永井 良三   自治医科大学 学長 

中尾 浩治   テルモ株式会社 代表取締役会長 

松永 守央   九州ヘルスケア産業推進協議会 会長 

宮田 喜一郎  オムロンヘルスケア株式会社 会長 

森 晃爾    産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 
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事業環境ＷＧ 委員名簿 

 

＜委員＞  

新井 広明   日清医療食品株式会社 営業本部 在宅配食サービス部長 

有江 勝利   九州ヘルスケア産業推進協議会 ヘルスケアサービス部会  

部会長 

大原 昌樹    四国の医療介護周辺産業を考える会 会長 

北川 薫     新ヘルスケア産業フォーラム 代表  

堺 常雄     日本病院会 会長  

白木 康司    みずほ銀行株式会社 産業調査部ライフケアチーム次長  

武久 洋三    日本慢性期医療協会 会長 

徳田 禎久    北海道ヘルスケアサービス創造研究会 座長 

森谷 路子    株式会社コナミスポーツ＆ライフ 新規プロジェクト推進

室 プロデューサー  

   

＜専門委員＞  

井崎 茂     愛鉄連健康保険組合 常務理事 

国沢 勉     株式会社地域経済活性化支援機構 地域活性化オフィス 

ディレクター 

斎藤 健一    健康ライフコンパス株式会社 代表取締役社長  

藤田 昭       株式会社日立製作所 ヘルスケア本部 ヘルスケアサービス 

部 部長 
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健康投資ＷＧ 委員名簿 

 

＜委員＞  

栗原 美津枝  株式会社日本政策投資銀行 企業金融第 6 部長 

佐藤 かがり  健康保険組合連合会 保健部 保健師業務グループ  

グループマネージャー  

鈴木 清晃   株式会社ローソン ＣＥＯ補佐  

高崎 尚樹   株式会社ルネサンス 取締役常務執行役員 ヘルスケア事業

本部長  

辻 一郎     東北大学大学院医学系研究科 教授  

津下 一代    あいち健康の森健康科学総合センター センター長  

友重 淳二    第一生命保険株式会社 人事部 部長  

丹羽 隆史    株式会社タニタ 経営会社長付事業戦略部長  

古井 祐司    東京大学政策ビジョン研究センター 助教  

森 晃爾     産業医科大学 産業生態科学研究所 教授  

山本 雄士    株式会社ミナケア 社長  

  

＜専門委員＞  

浅野 健一郎  株式会社フジクラ 健康経営推進室 副室長 

石井 淳     株式会社博報堂 テーマプロジェクト推進局 局長代理 

中島 順        株式会社電通 ソーシャル・ソリューション局 局次長 

原垣内 清治   呉市 保険年金課 課長 

松尾 琢己      日本取引所グループ 総合企画部 調査グループ長 

米澤 麻子    株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 ライフ・バリュー・クリ

エイション本部 シニアマネージャー 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 41 ~ 
 

品質評価ＷＧ 委員名簿 

 

＜委員＞  

青山 充   公益財団法人日本健康・栄養食品協会 事務局長 

鹿妻 洋之  オムロンヘルスケア株式会社 学術技術部 学術渉外 

担当部長  

加藤 芳幸   一般財団法人日本規格協会 標準化基盤部 参与 

木村 穣    関西医科大学医学部 健康科学科 教授 

末松 誠    慶應義塾大学医学部 学部長  

関口 洋一   健康食品産業協議会 会長 

妙中 義之   国立循環器病研究センター 研究開発基盤センター長 

宮地 元彦   国立健康・栄養研究所 健康増進研究部長 

三澤 裕    テルモ株式会社 秘書室 産業政策 部長 

矢尾 雅義   凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部 

新市場開発プロジェクト部長  

湯元 昇    産業技術総合研究所 理事  

  

＜専門委員＞  

    福士 政広     認定特定非営利活動法人日本エステティック機構 理事長  

   望月 弘樹    株式会社日本総合研究所 総合研究部門 主任研究員  

   森谷 路子    株式会社コナミスポーツ＆ライフ 新規プロジェクト推進室  

プロデューサー 


