国際生命情報科学会（ISLIS )主要役職一覧
1995(H7)
年
1996(H8)
1997(H9)

2017年4月1日現在

創立発起人：山本幹男 （科学技術庁 放射線医学総合研究所 放射線科学研究部 室長）、河野貴美子 （日本医科大学 医学情報部）、町好雄 （東京電機大学 工学部
小林泰男（元 日立製作所 中央研究所 研究員）
会長
副会長
理事長
常務理事
町好雄（東京電機大学 工学部 電子工 河野貴美子（日本医科大学 医学情報部）
山本幹男 （科学技術庁 放射 初代理事：
学科 教授）
線医学総合研究所 放射線科 伊藤正敏、木戸眞美、佐古曜一郎、
学研究部 室長）
Kenneth M.Sancier、柴劍宇

1998(H10) 河野貴美子（日本医科大学 情報科学セ
1999(H11) ンター）
2000（H12） 山本幹男 （科学技術庁 放射線医学総
2001（H13） 合研究所 放射線科学研究部 室長）
2002(H14) 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）

2003（H15)

町好雄 （東京電機大学 工学部

電子工学科 教授）、木戸眞美 （東北学院大学 教養学部 教授）、
事務局長
平澤雅彦（放射線医学総合
研究所 客員協力研究員）

編集委員長
山本幹男
（理事長）

編集部長/執行編集委員
小久保秀之 （放射線医学総
合研究所

客員協力研究員）

樋口雄三（東京工業大学大学院 理工学研究科 教

電子工学科 教授）

授）

河野貴美子 （日本医科大学 情報科学センター）
町好雄（東京電機大学大学院
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） 工学研究科 教授）
①町好雄 （東京電機大学大学院 工学研究科 教授）
②河野貴美子 （日本医科大学 情報科学センター）
①② ③樋口雄三（東京工業大学大学院 理工学研究科
④青木孝志（中部大学 工学部 教授）

小久保秀之（放射線医学総
合研究所 客員協力研究員）

山本幹男（放射線医学総合研究
教授）

所 重粒子医科学センター 上席
研究員）

小久保秀之（放射線医学総合研究所

客員協力研

究員）

⑤内山明彦（早稲田大学 理工学部 教授）
⑥Robert L.MORRIS(Professor, School of Philosophy, Psychology and
Language Sciences, University of Edinburgh,スコットランド）

2004(H16) 土屋喜一（早稲田大学

名誉教授）

⑦全世一（Pochon CHA大学 代替相補医療大学院 院長、韓国）
⑧徐蘭許（中国人対科学会 理事長、黒竜江大学 教授、中国）
①～⑧ ⑨伊藤正敏（東北大学 サイクロトロンRIセンター 核医学研 山本幹男（放射線医学総合研究 小久保秀之（放射線医学総合研究所
究部 教授）

2005(H17)
2006(H18) 樋口雄三（東京工業大学大学院

理工学

研究科 教授）

①～⑤⑦～⑨ ⑩朴玟用（延世大学 電気・電子工学科 教授、韓
国）
（東京電機大学 大学院 先端科学技術技術研究科 教授）
①町好雄
②④⑤⑦～⑩

客員協力研
所 重粒子医科学センター 主任 究員）
研究員）
奥健夫（大阪大学 産業科学研究所 助教授）

山本幹男（国際総合研究機構
IRI 理事長）

①町好雄（東京電機大学 理工学研究科 教授） ②④⑤⑦⑧
⑨伊藤正敏（東北大学 サイクロトロンRIセンター 特任教授） ⑩

2007(H19)

①小久保秀之（国際総合研究機構IRI 主任研究員） 小久保秀之（国際総合研究
機構IRI 主任研究員）
②木戸眞美（東北学院大学 教養学部 教授）

小久保秀之（国際総合研究機
構IRI

主任研究員）

①② ③青山圭秀（カリフォルニア州立大学 客員教
授）

① ②河野貴美子（国際総合研究機構IRI 副理事長）
③樋口雄三（東京工業大学大学院 名誉教授） ⑤⑦⑧⑨⑩
⑪古賀良彦 （杏林大学 医学部 精神神経科学教室 教授）
2009(H21) 伊藤公紀（横浜国立大学大学院 工学研 ①町好雄（東京電機大学 名誉教授）
究院 教授）
② ⑤内山明彦（早稲田大学 理工学部 教授） ⑦⑧⑨⑩⑪
② ④青木孝志（中部大学 名誉教授）
2010(H22)
⑤⑦⑧⑨⑩⑪

2008(H20) 青木孝志（中部大学 工学部 教授）

①②③

河野貴美子（国際総合研究

小久保秀之（国際総合研究機

機構IRI 副理事長）

構IRI

研究部長）

①小久保秀之（国際総合研究機構IRI 研究部長）
②③
①②③ ④平藤雅之（独立行政法人農業・食品産業
技術研究機構 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ研究ﾁｰﾑ チーム長）

⑤大門正幸（中部大学 国際関係学部 教授）

2011(H23) 渡辺恒夫（東邦大学

理学部 生命圏環

境科学科 教授）

①② ③青山圭秀（東洋伝承医学研究所 副所長）
④

②⑤⑦⑧⑨⑩⑪
⑫伊藤公紀（横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授）

2012(H24) 渡辺恒夫（東邦大学

理学部 心と生命の ②⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫
環境学研究センター 名誉教授）

①②③ ④平藤雅之（独立行政法人農業・食品産業
技術研究機構 領域長）

⑤大門正幸（中部大学 大学院国際人間学研究科
全学共通教育学部 教授）

2013(H25) 有田秀穂（東邦大学
2014(H26)

名誉教授）

2015(H27) 栗田昌裕（群馬パース大学

学長）

②⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫ ⑬渡辺恒夫（東邦大学 名誉教授）

① ②木戸眞美（元 東北学院大学 教授）③④⑤

②⑤⑦⑧⑩⑪⑫⑬
⑨伊藤正敏（東北大学 名誉教授）

①②③④⑤

②河野貴美子（国際総合研究機構IRI 副理事長）
⑤内山明彦（早稲田大学 名誉教授）
⑨伊藤正敏（東北大学 名誉教授）
⑪古賀良彦 （杏林大学 医学部 精神神経科学教室 教授）
⑫伊藤公紀（横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授）
⑬渡辺恒夫（東邦大学 名誉教授）
⑭有田秀穂（東邦大学 名誉教授）
⑦全世一（Pochon CHA大学 代替相補医療大学院 院長、韓国）
⑧徐蘭許（中国人対科学会 理事長、黒竜江大学 教授、中国）
⑩朴玟用（延世大学 電気・電子工学科 教授、韓国）

山本幹男（国際総合研究機構
IRI 理事長）

河野貴美子（国際総合研究 山本幹男
①小久保秀之（国際総合研究機構IRI 研究部長）
（理事長）
機構IRI 副理事長）
②木戸眞美（元 東北学院大学 教授）
③青山圭秀（東洋伝承医学研究所 副所長）
④平藤雅之（独立行政法人農業・食品産業技術研究
機構 領域長）

⑤大門正幸（中部大学 大学院国際人間学研究科
全学共通教育学部 教授）

小久保秀之（国際総合研究
機構IRI 研究部長）

国際生命情報科学会（ISLIS )主要役職一覧
2016(H28) 栗田昌裕（群馬パース大学

学長）

②⑤⑨⑪⑫⑬⑭⑦⑧⑩

山本幹男（国際総合研究機構

①②③④⑤

IRI 理事長）

2017(H29) いとうたけひこ（和光大学
心理教育学科 教授）

現代人間学部 ②河野貴美子（国際総合研究機構IRI 副理事長）

⑤内山明彦（早稲田大学 名誉教授）
⑨伊藤正敏（東北大学 名誉教授）
⑪古賀良彦 （杏林大学 医学部 精神神経科学教室 教授）
⑫伊藤公紀（横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授）
⑬渡辺恒夫（東邦大学 名誉教授）
⑭有田秀穂（東邦大学 名誉教授）
⑮栗田昌裕（群馬パース大学 学長）
⑦全世一（Pochon CHA大学 代替相補医療大学院 院長、韓国）
⑧徐蘭許（中国人対科学会 理事長、黒竜江大学 教授、中国）
⑩朴玟用（延世大学 電気・電子工学科 教授、韓国）

山本幹男（国際総合研究機構
IRI 理事長）

2017年4月1日現在
河野貴美子（国際総合研究 山本幹男
機構IRI 副理事長）

①小久保秀之（国際総合研究機構IRI 研究部長）
②木戸眞美（元 東北学院大学 教授）
③青山圭秀（東洋伝承医学研究所 副所長）
④平藤雅之（東京大学 特任教授）
⑤大門正幸（中部大学 大学院国際人間学研究科
全学共通教育学部 教授）

（理事長）

河野貴美子（国際総合研究 山本幹男
機構IRI 副理事長）

（理事長）

小久保秀之（国際総合研究機
研究部長）

構IRI

小久保秀之（国際総合研究機
構IRI

研究部長）

