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特定非営利活動法人 国際総合研究機構 

氏  名                   住所又は居所 
所属・肩書 

青木 太郎  新体道協会 理事長 
愛甲 次郎  ソニー株式会社 顧問、 元在クエート大使、 元資源エネルギー庁 次長 
伊藤 正敏  東北大学 サイクロトロン RI センター 核医学研究部 教授 
池上 直彦  長野県上伊那郡 長谷村教育委員会 教育次長 
伊藤 公紀  横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授 
内山 明彦  早稲田大学 理工学部 電子・情報通信学科 教授 
上田 至宏  関西鍼灸短期大学 生理学教室   教授 
岡崎 久彦 （株）博報堂 特別顧問、岡崎研究所 所長、 元在サウディ・アラビア大使、 元在タイ大使 
帯津 良一  帯津三敬病院 名誉院長 
河野 貴美子 日本医科大学 情報科学センター 主任研究員 
梶野 文義  甲南大学 理工学部 教授 
北川 壽昭  H・K 朝日研究所 所長 
木戸 眞美  東北学院大学 教養学部 情報科学専攻 教授 
黒須 美枝  日本アートセラピー推薦委員会 委員 
櫛田 浩平  日本原子力研究所 国際原子力総合技術センター 東海研修センター 
髙良 和武  （財）総合科学研究機構 理事長、（学）筑波研究学園 理事長、東京大学名誉教授 
小久保 秀之  放射線医学総合研究所 客員協力研究員 
近藤 鉄雄  （株）新時代戦略研究所(INES) 代表取締役、 元労働大臣・経企庁長官 
小竹 潤一郎  放射線医学総合研究所 客員協力研究員 
小牧 昭一郎  ヒコ・みずの・ジュエリーカレッジ 講師、 元第二精工舎 時計事業部 開発部長 
小山 悠子  福岡歯科サンデンタルクリニック 院長 
佐古 曜一郎  ソニー（株） AV/IT 開発本部 光ディスク開発部門 3 部 技術戦略担当部長 
篠崎 和博  長野県上伊那郡長谷村 介護保健係長 
渋谷 広見  株式会社 宗画房 代表取締役 
柴田 髙志  医療法人 柴田病院   院長 
鈴木 エドワード  鈴木エドワード建築設計事務所 代表取締役 
杉下 守弘  東京大学 医学部附属 音声言語医学研究施設 教授 
曽我 文宣  放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 加速器物理工学部 部長 
相馬 隆郎  東京都立短期大学 経営情報学科 講師 
田中 昌孝  放射線医学総合研究所 客員協力研究員 
陳 偉中   放射線医学総合研究所 客員協力研究員 
沈 再文   中京女子大学 健康科学部 教授 
張 トウ   放射線医学総合研究所 客員協力研究員 
土屋 喜一 早稲田大学 名誉教授、 理工学総合研究センター 顧問研究員 
釣部 人裕  社団法人 生命科学協会 国際自然医学会 月刊「自然医学」 編集部 
DMITRI VASILYEVICH PARKHOMTCHOUK 

放射線医学総合研究所 客員協力研究員 
並木 伸爾  日本原子力研究所 東海研究所 核燃料対策室 
西野 皓三  西野流呼吸法主宰 ・ 西野バレエ団代表 
野辺地  篤郎 聖路加国際病院 元院長、放射線科名誉医長、日本医学放射線学会 元会長 
原口 鈴恵  放射線医学総合研究所 客員協力研究員 
春木 豊   早稲田大学 人間科学部 教授 
樋口 雄三 東京工業大学 大学院理工学研究科 教授 



福岡 明   医療法人社団明徳会 会長、 福岡歯科東洋医学研究所 所長 
福岡 博史  医療法人社団明徳会福岡歯科 理事長 
古川 雅英  放射線医学総合研究所  放射線安全研究センター ラドン研究グループ 第 1 チーム チームリーダー 
福田 信男  放射線医学総合研究所 客員協力研究員、 東邦大学 理学部 元教授 
BECKER CARL BRADLEY（ﾍﾞｯｶｰ ｶｰﾙ ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ）（別華 薫） 

京都大学 総合人間学部 教授 
町 好雄   東京電機大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 教授 
松澤 正   長野県上伊那郡 長谷村 産業課長 
宮本 高行  山口県 土木建築部 河川課 課長 
向井 俊博  （有）コパン 代表取締役、 元富士通ディジタル・テクノロジ（株） 取締役 
山本 幹男  放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 上席研究員 
山内 正剛  放射線医学総合研究所 企画室 研究担当調査役 
湯浅 泰雄  桜美林大学大学院   名誉教授、筑波大学 名誉教授、人体科学会 元会長 
淀川 英司  工学院大学 大学院工学研究科 情報学専攻 教授 
世一 秀雄  放射線医学総合研究所 客員協力研究員 
横濱 征四  （財）未来工学研究所 主任研究員 
吉福 康郎  中部大学 工学部理学教室 教授 
吉田 勝志  中部大学 健康科学教室 助教授 
劉 超   東京電機大学 大学院 工学研究科 電子工学専攻 町研究室 
渡辺 宙明  東映アニメーション研究所非常勤講師、 作曲家（ﾌﾘｰ）、 渡辺商事合資会社（代表） 
渡辺 恒夫  東邦大学 理学部心理学教室 教授 
北岡 秀二  参議院議員、 元法務政務次官 
渥美 和彦  日本学術会議会員、日本代替・相補・伝統医療連合会議 理事長、 東京大学 名誉教授 
青木 孝志  中部大学 工学部 教授 
足達 義則  中部大学 経営情報学部 経営情報学科 教授 
青木 宏之  新体道協会 会長 
稲場 文男  東北大学名誉教授、 元生体光情報研究所 取締役・技術顧問 
遠藤 俊吉  日本医科大学  精神医学教室  主任教授 
大熊 健司  内閣府 政策統括官（科学技術政策担当） 
大島 章嘉  （株）ワード研究所 
岡田 恒良  医療法人 椎名会 木村病院 外科 
栗田 昌裕  東京大学医学部附属病院第二内科、群馬パース看護短期大学 教授 
菅野 久信  財団法人エム・オー・エー健康科学センター 生命科学研究所  所長 
関本 忠弘  日本電気株式会社 相談役、 チェアマン・エミリタス 
中沢 正治  東京大学大学院工学系研究科 システム量子工学専攻 教授 
丹羽 靭負  土佐清水病院 院長 
鳩山 由紀夫  衆議院議員、 元官房副長官・北海道開発庁政務次官 
長谷川 洋作  （財）未来工学研究所 理事・研究所長 
橋本 聖子  参議院議員、 文教科学委員会 委員長、 元北海道開発総括政務次官 
朴 王文            用  韓国 延世大学 電子工学科 教授 
平藤 雅之  農業技術研究機構 中央農業総合研究センター 農業情報研究部 ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ研究室 室長 
古川 章   放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター 主任研究員 
福生 吉裕  日本医科大学第二内科 助教授、未病医学研究室 室長 
松本 徹   放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 診断システム開発室 主任研究官 
山本 有二  衆議院議員、  元法務統括政務次官・自治政務次官 
山元 孝二  文部科学省 科学技術・学術政策局長 
柳川 勉   NTT フォトニクス研究所 先端光エレクトロニクス研究部 
山本 政則  日本気功協会 理事長 


