
氏名 所属 職種 所在地

青木　繁政 恒産アオキ株式会社
医師（産業医）|医師（その他臨床系）|経営

者
茨城県

青木　浩光
ジェムズ産業医事務所 / 甲府市医師会 健診

検査センター 健康管理部
医師（産業医）|労働衛生コンサルタント 山梨県

赤岩　幸一 社会保険労務士法人赤岩 社会保険労務士 東京都
淺野　仁 （株）Jskip産業医事務所 医師（産業医） 神奈川県

五十嵐　侑 宮城県

石井　里絵 株式会社リフレームラボ
医師（産業医）|医師（内科）|労働衛生コン

サルタント|その他
東京都

石角　勉 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 社会保険労務士 千葉県
石田　達則 石田労務管理事務所 社会保険労務士 広島県

石塚　真美 淑徳大学
看護師|保健師|心理職（産業カウンセラー）|

研究者・教育者（看護系）
千葉県

市川　邦彦 いちかわ年金相談室 社会保険労務士 神奈川県

市原　剛央 順天堂大学
医師（産業医）|医師（心療内科）|医師（衛
生・公衆衛生）|社会保険労務士|労働衛生コ

ンサルタント
東京都

伊東　明雅 伊東労働衛生コンサルタントオフィス 医師（産業医） 東京都
稲桝　ゆみ 株式会社　ENEOS　NUC 保健師 神奈川県

井野　研太郎 東京都
井上　洋一 愛三西尾法律事務所 弁護士 愛知県

今井　寿生 今井労働衛生コンサルタント事務所
医師（産業医）|医師（衛生・公衆衛生）|医
師（その他臨床系）|労働衛生コンサルタント

長野県

彌冨　美奈子 佐賀県
伊良　部真一郎 聖隷浜松病院 医師（産業医）|医師（その他臨床系） 静岡県

岩佐　翼 つばさ産業医事務所合同会社 医師（産業医） 神奈川県
上田　聖子 東京都

上山　雅子
公益財団法人結核予防会複十字病院　睡眠

時無呼吸症候群治療センター
医師（産業医）|医師（内科） 東京都

上山　怜 ルナレディースクリニック　新橋銀座口院 医師（その他臨床系） 東京都
打和　登 社会医療法人北九州病院 心理職（臨床心理士）|人事労務担当者 福岡県

内海　健太 うつみクリニック 医師（産業医）|医師（内科） 東京都
海野　賀央 SCSK株式会社 人事労務担当者|安全衛生担当者 東京都
江黒　照美 合同会社Ｉｎｔｅｒｎｏ 東京都
衣斐　義高 川崎重工明石健康支援センター 医師（産業医） 兵庫県
遠藤　直美 社会保険労務士法人ふじた事務所 社会保険労務士 新潟県
大石　太地 一般財団法人京都工場保健会 京都府
大石　彩 京都府

大川　義則 神奈川県
大河　原眞 福岡県

大津　真弓 合同会社　ひまわり
医師（産業医）|医師（内科）|医師（衛生・

公衆衛生）|経営者
埼玉県

大塚　創平 兵庫県

大野　敏夫
東京都中小企業診断士協会、東京都社会保

険労務士協会
社会保険労務士 埼玉県

産業保健法務主任者（メンタルヘルス法務主任者）認定資格者一覧
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大野　恵子 Kコンサルタント社労士事務所 心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士 神奈川県

大林　知華子 ロート製薬株式会社 医師（産業医）|医師（精神科） 大阪府
岡田　満 近畿大学医学部 医師（産業医） 大阪府

岡本　昭夫 京都工場保健会 医師（産業医） 京都府
小倉　功志 特定社会保険労務士小倉事務所 社会保険労務士 千葉県
尾崎　和幸 愛媛県

長部　ひろみ ソーシャルサポートオフィスシトラス
心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士

|その他
東京都

小澤　裕美子 オザワ社労士事務所 心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士 京都府

小田上　公法 福岡県
越智　成悟 愛媛県
小沼　浩美 茨城県
加島　和俊 大阪府
加藤　大介 東急病院 医師（産業医）|医師（内科） 東京都
門脇　史宜 門脇医科歯科医院 医師（産業医） 山口県
金澤　英紀 株式会社メドリッヒ 医師（産業医） 栃木県
金丸　宏 かなまる社労士事務所 東京都

樺沢　敏紀 株式会社フィスメック
心理職（臨床心理士）|心理職（産業カウンセ

ラー）
東京都

上澤　美江 日本アビオニクス株式会社 看護師 神奈川県

神谷　綾子
医師（産業医）|医師（内科）|医師（心療内

科）
東京都

唐澤　崇 株式会社ドクタートラスト 東京都
河合　早苗 医師（産業医）|医師（精神科） 京都府
川口　敏哉 株式会社マンツーマンコンサルティング 社会保険労務士 大阪府
川島　恵美 滋賀県
川住　幸子 仙台かわすみ産業医事務所 医師（産業医）|医師（その他臨床系） 宮城県
菅　裕彦 ＯＨコンサルティングむさしの 医師（産業医） 東京都

神原　由香里 なし 社会保険労務士 徳島県
菊池　広大 株式会社リコー 医師（産業医） 宮城県
喜多　裕明 大阪府
北村　義則 山口県

木下　あけみ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 看護師|保健師 東京都
功刀　武夫 ソシア社労士オフィス 社会保険労務士 神奈川県
久保　照子 社会保険労務士 長野県
熊井　弘子 熊井HRサポート社会保険労務士事務所 社会保険労務士|その他 東京都

熊懐　邦高 フェリックス労働衛生コンサルタント
医師（産業医）|医師（内科）|労働衛生コン

サルタント
神奈川県

久米　康宏 クメンタクリニック 東京都
黒川　ゆう子 埼玉県
古宇田　敦子 富士フイルム健康管理センター 医師（産業医）|医師（精神科） 神奈川県
小寺　真紀 心理職（産業カウンセラー） 宮崎県
小橋　正樹 株式会社oneself. 東京都

小林　富佐子 小林マネジメントサービス 心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士 東京都

五味　史江 五味社会保険労務士事務所 心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士 長野県

近藤　眞 近藤社会保険労務士事務所 心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士 愛知県

近藤　祐子 合同会社Crossing
心理職（臨床心理士）|心理職（公認心理師）

|経営者
京都府



今野　由将 大阪府
齋藤　諭 北海道

酒井　衣子 株式会社ネオ・キャスト 心理職（産業カウンセラー）|経営者 東京都
境　浩史 株式会社島津製作所 人事労務担当者 京都府

佐倉　健史 さんぎょうい株式会社 心理職（臨床心理士）|心理職（公認心理師） 東京都

佐々木　ちひろ 東京都

佐々木　規夫 佐々木労働衛生コンサルタント事務所
医師（産業医）|医師（精神科）|研究者・教

育者（医学系）
東京都

笹野　紗帆里 合同会社熊本産業保健研究所 医師（産業医） 熊本県
佐藤　文子 社会保険労務士法人びいずろうむ 心理職（その他）|社会保険労務士 愛知県
佐薙　史子 滋賀県

志田　三四郎 志田労働衛生コンサルタント事務所 医師（産業医） 兵庫県

柴田　幸春
社会保険労務士法人堀井事務所　本荘金沢

事務所
社会保険労務士 秋田県

芝田　久美子 神奈川県
渋谷　純輝 東京都
澁谷　亮 トヨタ自動車株式会社 医師（産業医） 愛知県

清水　達也 静岡県
白川　真紀子 大阪府
白川　史麻理 神奈川県

神　裕
サンデークリニック精神科心療内科/日本

ゲートキーパー協会青森

医師（産業医）|医師（内科）|医師（精神
科）|医師（心療内科）|心理職（公認心理

師）|心理職（産業カウンセラー）|労働衛生
コンサルタント|その他

青森県

新見　智之 株式会社メディカルトラスト 心理職（産業カウンセラー）|その他 東京都
菅野　良介 ソニーピープルソリューションズ株式会社 医師（産業医）|労働衛生コンサルタント 神奈川県
菅原　京子 株式会社　日建設計 保健師|心理職（産業カウンセラー） 東京都

杉浦　和香奈 医療法人社団平成医会 心理職（産業カウンセラー） 東京都
杉原　純子 京都府
杉山　卓郎 伊藤忠商事株式会社 医師（産業医）|医師（内科） 東京都
鈴木　翼 新潟県労働衛生医学協会 医師（産業医）|研究者・教育者（看護系）

鈴木　雅子 株式会社NTTデータ 保健師 東京都
鈴谷　由美 埼玉県
清野　弘子 福島県
関矢　和樹 多摩北部医療センター 埼玉県

世古口　真吾 マツダ株式会社
医師（産業医）|社会保険労務士|労働衛生コ

ンサルタント
広島県

曽　義家 曽労働衛生コンサルタント事務所
医師（産業医）|医師（内科）|医師（その他

臨床系）|労働衛生コンサルタント
東京都

高木　美紀 シャープ健康保険組合

髙田　雄一郎 静岡電装
医師（産業医）|医師（内科）|医師（衛生・

公衆衛生）|医師（その他臨床系）
静岡県

高野　隆一 山梨県
髙橋　宏典 住友ゴム工業株式会社 医師（産業医） 兵庫県
竹内　幸子 東京都

竹下　浩 竹下労働衛生コンサルタント事務所
医師（産業医）|医師（その他臨床系）|労働

衛生コンサルタント
福岡県

竹村　誠 株式会社電通 人事労務担当者 東京都

舘野　聡子 オフィス ブリーゼ
心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士

|大学院生・学生
神奈川県

田中　純哉 東京医匠　合同会社 医師（産業医）|医師（その他臨床系） 東京都



田中　康雅 株式会社パパゲーノ
研究者・教育者（医学系）|経営者|人事労務
担当者|安全衛生担当者|大学院生・学生|その

他
神奈川県

玉川　真里 NPO法人ハートシーズ 心理職（臨床心理士）|経営者 広島県

玉山　美紀子 富士通株式会社
心理職（産業カウンセラー）|人事労務担当者

|その他
神奈川県

千葉　樹里 東京都
塚田　月美 塚田産業保健師事務所 保健師 愛知県
塚原　正明 社会保険労務士法人　ウェルビーイング 山梨県
堤田　真紀 京都府
角山　史朗 ツノヤマ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 東京都
鶴谷　武親 東京都

寺村　孝之祐 京都府

寺本　匡俊 寺本社会保険労務士事務所 心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士 東京都

戸松　幹雄
社会保険労務士・産業カウンセラー戸松事

務所
心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士 静岡県

泊　慶明
（株）京阪ビジネスマネジメント人事事業

部
医師（産業医）|社会保険労務士 大阪府

豊田　勇輝 東京都

永井　好郎 株式会社　電通
心理職（産業カウンセラー）|心理職（その

他）|社会保険労務士|人事労務担当者
神奈川県

永尾　嘉康 株式会社メディヴァ 心理職（産業カウンセラー） 埼玉県
中澤　祥子 合同会社ロハジョイ 医師（産業医） 東京都
中谷　素子 パナソニック健康保険組合 医師（産業医） 大阪府

中西　麻由子 なかにしヘルスケアオフィス 医師（産業医）|労働衛生コンサルタント 大阪府

西内　正樹
医療法人社団　俊秀会　エヌ・ケイ・クリ

ニック
医師（産業医）|医師（内科） 東京都

西内　千代子 ㈱オリエンタルコンサルタンツHD 保健師 東京都
西川　里奈 神奈川県
西森　俊秀 日立製作所 医師（産業医） 東京都
沼田　沙織 医師（産業医） 東京都
野瀬　一司 東京都
土師　美帆 京都府

橋本　真紀子 東京都
長谷川　渉 福岡県

長谷川　克一 長谷川社会保険労務士事務所 心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士 新潟県

八矢　浩 有限会社マイルストーン
心理職（その他）|研究者・教育者（その他）

|経営者|人事労務担当者|安全衛生担当者
宮城県

花田　隆造 医療法人相生会　墨田病院 医師（産業医）|労働衛生コンサルタント 東京都
羽根　裕美子 KPMGコンサルティング株式会社 医師（産業医） 東京都
早川　洋子 Rita早川労働衛生コンサルタント事務所 看護師|保健師|労働衛生コンサルタント 群馬県

早坂　佳津絵
株式会社ルミナス労働衛生コンサルタント

事務所
医師（産業医） 東京都

林　健一郎 セントラル社会保険労務士法人 社会保険労務士|安全衛生担当者 愛知県
林　幹浩 株式会社ビスメド 医師（産業医）|医師（内科）|経営者 東京都
原口　賢 東京都

平野井　啓一 神奈川県
平松　総一郎 名古屋産業労働衛生事務所 医師（産業医） 愛知県
廣瀬　真希子 埼玉県
福島　麻衣 パナソニック健康保険組合 保健師 岡山県



福島　南
株式会社メンタルヘルス・リサーチ＆コン

サルティング
心理職（公認心理師）|経営者 東京都

福田　和子 社会保険労務士福田事務所 福岡県

福谷　淳子 株式会社OHコンシェルジュ
看護師|保健師|心理職（公認心理師）|安全衛

生担当者
東京都

藤井　冬仁 藤井社会保険労務士事務所 社会保険労務士 静岡県
藤田　周弥 さんぽワークス株式会社 医師（産業医） 兵庫県
藤巻　聡美 医師（産業医）|医師（内科） 埼玉県
藤本　純子 エフワークス合同会社 医師（産業医） 東京都
藤本　俊樹 三菱電機（株）神戸製作所 医師（産業医） 大阪府
舟波　美幸 株式会社　富士通ビー・エス・シー 保健師 千葉県

北條　孝枝
株式会社ブレインコンサルティングオフィ

ス
東京都

星野　有美 けいゆう病院 東京都
真﨑　竜邦 福井県

増井　拓哉 NEU産業医事務所
医師（産業医）|医師（精神科）|医師（心療

内科）
北海道

松本　理 (株)東北村田製作所 福島県
三浦　康子 心理職（産業カウンセラー） 大阪府
溝口　茂樹 株式会社心陽 経営者|人事労務担当者|安全衛生担当者 東京都
満田　和弘 佐賀労働基準監督署 その他 佐賀県
三宅　琢 株式会社Studio Gift Hands 東京都

宮沢　佳子 佳子社労士事務所 心理職（産業カウンセラー）|社会保険労務士 千葉県

宮本　泰登 医師（産業医）|医師（精神科） 東京都
妙圓　薗雅美 石川県
村井　佳代子 大阪府

室本　正剛
ドクターズコンサルティング合同会社／東

京横浜産業医事務所
医師（産業医）|心理職（公認心理師）|労働

衛生コンサルタント|その他
東京都

森　克義 社会保険労務士法人ヒューマン・プライム 社会保険労務士 神奈川県
森　千晴 経営労務サポートオフィスぶどうの樹 社会保険労務士 岐阜県
森　治郎 東京産業医オフィス 医師（産業医）|大学院生・学生 東京都

森岡　利行 森岡事務所 社会保険労務士 大阪府
森村　和枝 アミティエ社会保険労務士法人 奈良県

森本　宏志 山口大学

医師（産業医）|医師（内科）|心理職（産業
カウンセラー）|研究者・教育者（医学系）|
研究者・教育者（看護系）|研究者・教育者
（その他）|安全衛生担当者|大学院生・学生

山口県

森本　美花 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
心理職（公認心理師）|心理職（産業カウンセ

ラー）|心理職（その他）|安全衛生担当者
東京都

諸川　和子 諸川社労士事務所
矢島　新子 ドクターズヘルスケア産業医事務所 医師（産業医） 東京都
安　眞子 東京都
栁田　真 東京都

山岡　美由紀 山岡美由紀社会保険労務士事務所 社会保険労務士 和歌山県
山口　宏茂 一般社団法人日本健康倶楽部和田山診療所 医師（産業医）|医師（内科）|経営者 兵庫県
山口　理恵 花王株式会社　鹿島工場 茨城県

山越　志保 株式会社さくら事務所
医師（産業医）|医師（内科）|研究者・教育

者（医学系）|経営者
東京都

山﨑　康太郎 東京都
山下　哲史 福岡県
山下　紘見 株式会社鴻池組 保健師 大阪府
山元　洋之 東邦大学医療センター佐倉病院 社会保険労務士 千葉県



山本　喜一 社会保険労務士法人日本人事 社会保険労務士|その他 東京都
湯野川　隻 向ケ丘PEDスポーツクリニック 医師（産業医）|医師（その他臨床系） 東京都
横谷　俊孝 神奈川県

横山　尚多香 東京都
吉田　麻衣子 医療法人社団惟心会 医師（産業医）|医師（精神科） 東京都

吉田　美昌
富士フィルムマニュファクチャリング株式

会社　鈴鹿事業所
医師（産業医）|心理職（公認心理師）|労働

衛生コンサルタント
三重県

吉村　達也 東京都
吉村　章志 吉村労務管理事務所 社会保険労務士 熊本県
淀川　亮 弁護士 大阪府

米山　裕子 東京都
若林　佳奈 東京都
渡辺　晶子 神奈川県
渡辺　彩夏 心理職（産業カウンセラー） 東京都
綿谷　翔 株式会社こはく社 東京都

※掲載内容は、学会会員専用ページに登録された所属先・職種・都道府県を掲載しています。
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