
日本老年学会　　役員名簿
　(50音順)

(2022年10月25日現在)
理事長　　　荒井 秀典

理事

（日本老年医学会） 秋下 雅弘 （日本老年歯科医学会） 池邉 一典

荒井 秀典 上田 貴之

荒井 啓行 片倉 朗

荒木 厚 河相 安彦

飯島 勝矢 羽村 章

海老原 覚 平野 浩彦

大石 充 水口 俊介

大内 尉義 * 山崎 裕

北岡 裕章

葛谷 雅文 （日本老年精神医学会） 朝田 隆

神﨑 恒一 内海 久美子

鳥羽 研二 浦上 克哉

横手 幸太郎 岸本 年史

楽木 宏実 兼子 幸一

* 江頭 正人 近藤 毅

* 櫻井 孝 齋藤 正彦

* 鈴木 裕介 堀口 淳

三村 將

（日本老年社会科学会） 植木 章三 * 橋本 衛

甲斐 一郎

加藤 伸司 （日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会） 小澤 温

古谷野 亘 白木 裕子

内藤 佳津雄 白澤 政和

堀内 ふき 田中 滋

安村 誠司 福富 昌城

* 佐藤 眞一 * 服部 万里子

（日本基礎老化学会） 石神 昭人 （日本老年看護学会） 大塚 眞理子

遠藤 昌吾 諏訪 さゆり

柿澤 昌 三重野 英子

下川 功 * 鈴木 みずえ

丸山 光生

* 三浦 ゆり

* 各学会幹事

(幹事：櫻井 孝)



あり方委員会

委員長　　荒井 秀典

（日本老年医学会） 飯島 勝矢 （日本老年歯科医学会） 上田 貴之

海老原 覚 平野 浩彦

（日本老年社会科学会） 斉藤 民 （日本老年精神医学会） 角  徳文

杉澤 秀博 馬場  元

（日本基礎老化学会） 石神 昭人 （日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会） 福富 昌城

遠藤 昌吾 高砂 裕子

（日本老年看護学会） 陶山 啓子

三重野 英子

IAGG Council Member

Presidenｔ 荒井 秀典
Council member 石崎 達郎
Council member 遠藤 昌吾

Council member 松尾 浩一郎
Council member 岸本 年史



将来計画委員会

委員長　　荒井 秀典

（日本老年医学会） 葛谷 雅文 （日本老年歯科医学会） 片倉 朗

鳥羽 研二 羽村 章

楽木 宏実 水口 俊介

（日本老年社会科学会） 植木 章三 （日本老年精神医学会） 新井 哲明

古谷野 亘 數井 裕光

西村 昌記 北村 立

李 相侖 品川 俊一郎

（日本基礎老化学会） 内田 さえ （日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会） 遠藤 英俊

杉本 昌隆 小澤 温

千葉 卓哉 柴山 志穂美

（日本老年看護学会） 桑田 美代子

原 祥子

綿貫 成明

(幹事：櫻井 孝)

プログラム委員会

（日本老年医学会） 秋下 雅弘 （日本老年歯科医学会） 河相 安彦

荒井 秀典 羽村 章

荒井 啓行 平野 浩彦

（日本老年社会科学会） 長田 久雄 （日本老年精神医学会） 内海 久美子

近藤 克則 川勝　忍

藤原 佳典

（日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会） 岡田 進一

（日本基礎老化学会） 石井 恭正 落久保 裕之

千葉 卓哉 服部 万里子

三浦 ゆり

（日本老年看護学会） 亀井 智子

北川 公子

酒井 郁子



名誉会員

（日本老年医学会） 井口 昭久 （日本基礎老化学会） 石井 直明

井藤 英喜 後藤 佐多良

江藤 文夫 鈴木 孯之

大島 伸一 丸山 直記

大友 英一 三井 洋司

荻原 俊男

小澤 利男 （日本老年歯科医学会） 森戸 光彦

折茂 肇 山根 源之

北　　徹 渡辺 郁馬

小林 祥泰

齋藤 康 (日本老年看護学会） 中島 紀恵子

佐々木 英忠 野口 美和子

島本 和明

高崎 優

中村 重信

秦 葭哉

福地 義之助

（日本老年社会科学会） 柴田 博

冷水 豊

長嶋 紀一

湯沢 雍彦
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