
 

 

                             平成２９年６月１７日 

 

一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター 役員・研究員等 名簿 

 

【理事】１４名  

    ・ 鈴木 清志 理事長    医療法人財団玉川会理事長 

・ 八木澤幸生 専務理事   一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター 事務局長 

・ 片村 宏  常務理事   医療法人財団玉川会ＭＯＡ新高輪クリニック院長 

    ・ 佐久間哲也 常務理事   医療法人財団玉川会ＭＯＡ奥熱海クリニック院長 

    ・ 渡瀬 信之        東海大学名誉教授 

    ・ 陽  捷行        公益財団法人農業・環境・健康研究所副理事長  

    ・ 松尾 汎         医療法人松尾クリニック理事長 

    ・ 宇田川和也        宇田川和也法律事務所所長 

    ・ 立川 豊吏        医療法人財団愛和会理事長  

    ・ 小坂 昇         東方之光理事長 

      ・ 中島 宏平        東方之光理事 

・ 葛原 俊作        東方之光理事  

    ・ 木村 友昭 業務執行理事 一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター研究部次長 

    ・ 内田 誠也 業務執行理事 一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター研究部次長 

                 

 

【監事】２名 

 ・ 岡崎 譲治        株式会社エム・オー・エー商事取締役 

    ・ 石原 義之        東方之光業務委員会委員長 

                             

 

 

 

 

 



 

 

【評議員】９名  

    ・ 長南 征二        東北大学名誉教授 

    ・ 森岡 尚夫        医療法人財団玉川会金沢クリニック院長 

 ・ 蝦名 玄大        医療法人財団瑞泉会理事 

    ・ 水野 昌司        一般社団法人ＭＯＡ自然農法文化事業団専務理事  

・ 横山 茂弘        東方之光理事    

 ・ 小菅 豊弘        ＭＯＡインターナショナル 

自然食運動推進本部事務局課長 

・ 大門 一樹        東方之光国際委員会事務局長 

    ・ 坂本 和豊        公益財団法人岡田茂吉美術文化財団 

関東地区統括マネージャー 

     ・ 笹岡 勝利        ＭＯＡインターナショナル 

ＭＯＡＴＯＫＹＯ地区長 

 

 

【顧問】６名 

・ 新田 和男         （医療法人財団玉川会常務理事、医学博士） 

・ 菅野 久信         （産業医科大学 名誉教授） 

・ チャクリット・プーミサワット（元タイ国衛生省監査官） 

・ 牧  美輝         （医療法人財団光輪会理事長、医学博士） 

・ 山岡 淳          （日本大学名誉教授、文学博士） 

・ マーティン・パーマー    （国際宗教・教育・文化研究所（ICOREC）所長）  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【研究スタッフ】１７名 

・ 研究部長   新田 和男（医師、医学博士） 

・ 研究顧問   菅野 久信（医学博士） 

・  〃      山岡  淳（文学博士） 

・ 主任研究員   木村 友昭（博士（医学））  

・  〃      内田 誠也（博士（工学）） 

・ 研究員     加藤孝太郎（博士（農学）） 

・  〃      坂口 弘征 

・  〃      田中 英明（博士（公衆衛生学）） 

・ 客員研究員   津田 康民（博士（理学）） 

・  〃     深澤 大輔（鍼灸指圧師） 

・  〃     久住 喜春（鍼灸指圧師） 

・  〃     富嶋 謙之（准看護師、メンタルヘルス心理カウンセラー） 

・ 研究補助員  浦田 昌志 

・  〃     高場 政美 

・  〃     木村 幸一 

・  〃     尾花 杉宏 

・  〃     谷川 昇 

・  〃     岡田 雄太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【研究推進委員会および治験審査委員会】１５名 

・委員長 鈴木 清志 医療法人財団玉川会 理事長 

・副委員長 長南 征二 東北大学 名誉教授 

・委員 木嶋 利男  公益財団法人農業・環境・健康研究所 代表理事 

・〃 松尾 汎 医療法人松尾クリニック 理事長 

・〃 柳川 勉 ＮＴＴエレクトロニクス株式会社 品質管理部門長 

・〃 森岡 尚夫 医療法人財団玉川会金沢クリニック 院長 

・〃 立川 豊吏  医療法人財団愛和会 理事長 

・〃 山根 健治 宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター  

  センター長 

・〃  柴 維彦 医療法人財団玉川会ＭＯＡ名古屋クリニック 院長 

・〃 杉岡 良彦 旭川医科大学医学部 講師 

・〃 中島 宏平 東方之光 理事 

・〃 田渕 浩康 公益財団法人農業・環境・健康研究所 業務執行理事 

・〃 矢代 勝也 公益財団法人岡田茂吉美術文化財団 理事 

・〃 八木澤幸生 一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター 事務局長 

・〃 木村 友昭 一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター 研究部次長 

・〃 内田 誠也 一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター 研究部次長 

 

 

【編集委員会】５名 

・顧問 新田 和男 医療法人財団玉川会 常務理事 

・委員長 片村 宏 医療法人財団玉川会 理事 

・副委員長 畠中 幸造 一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター 事業推進課課長 

・委員 八木澤幸生 一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター 事務局長 

・〃 木村 友昭 一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター 研究部次長 

 



 

 

 

 

【倫理審査委員会（利益相反管理委員会兼任）】１８名 

・顧問 新田 和男 医療法人財団玉川会常務理事（医学博士） 

・〃 山岡 淳 日本大学名誉教授（文学博士） 

・〃 牧  美輝 医療法人財団光輪会理事長（医学博士） 

・〃 入江 光生 世界救世教理事 

  （医学・医療の専門家、自然科学の有識者） 

・委員長 片村 宏 医療法人財団玉川会 理事（医学博士、医師） 

・委員 蝦名 玄大 医療法人財団瑞泉会理事（医師）  

・〃 有馬佐和子 医療法人財団玉川会ＭＯＡ新高輪クリニック（看護師） 

・〃 木村 友昭  一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター理事（博士（医学）） 

・〃 内田 誠也 一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター理事（博士（工学）） 

・〃 田中 英明  一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター（博士（公衆衛生学）） 

    （倫理学・法律学の専門家、人文・社会科学の有識者） 

・副委員長 宇田川和也 宇田川和也法律事務所所長（弁護士） 

・委員 杉浦 恒夫  東方之光人権委員会事務局次長 

・〃 西  一嘉  翻訳家（博士（社会学）） 

・〃 小野 努  東方之光教学祭事プロジェクト事務局 

  （一般の立場） 

・委員 豊田 益代  主婦（管理栄養士） 

・〃 田中千枝子 東京療院（心理士、カウンセラー） 

・〃 三井 淳子 主婦（工学修士） 

・〃 畠中 幸造  一般財団法人ＭＯＡ健康科学センター事業推進課課長 

・〃 坂口 弘征  医療法人財団玉川会事務長 

 


