信川益明プロフィール
経 歴 東京都生まれ
慶應義塾大学医学部大学院修了
前慶應義塾大学医学部教授
医療法人社団千禮会 理事長
医療健康科学研究所 所長
千代田漢方内科クリニック 院長
学 位 医学博士
資 格 医師
日本医師会認定健康スポーツ医
日本医師会認定産業医
日本プライマリ・ケア学会認定医（2001～2006 年）
はり師、きゅう師
日本医療情報学会 医療情報技師育成指導者
文部省、厚生省 第 21 回医学教育者のためのワークショップ修了
財団法人医学教育振興財団 医学教育指導者ワークショップ修了
専 門 内科学、漢方医学、東洋医学、生活習慣病
健康科学、健康スポーツ医学、健康食品
予防医学、産業医学、プライマリケア学
医療管理学、医療情報学、診療情報管理学、医学教育学
保健・医療・福祉連携、救急医療、災害医療、高齢者医療、地域見守りシステム
役 職 日本健康科学学会 理事長
上海中医薬大学 客員教授
健康食品認証制度協議会 会長、委員長
一般社団法人日本臨床栄養協会 顧問
日本食品保健指導士会 顧問
日本健康科学学会 倫理委員会 顧問
日本健康科学学会 表彰委員会 顧問
日本健康科学学会 学会誌編集委員会 顧問
日本健康科学学会 メールマガジン編集委員会 顧問
日本健康科学学会 ホームページ企画運営委員会 顧問
一般社団法人日本健康・栄養システム学会 理事・第 10 回大会長
一般社団法人日本交通科学学会 理事
日本レーザー・スポーツ医科学学会 理事・第 19 回学術集会会長
国際融合医療協会 理事・2016 年次大会会長
一般社団法人日本医療・病院管理学会 評議員
一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 評議員
日本診療情報管理学会 評議員
農林水産省「食」に関する将来ビジョン検討本部 有識者委員
厚生労働省 化学物質リスク研究事業 指定型 事前評価委員会 委員
国立医薬品食品研究所 厚生労働科学研究費補助金（化学物質リスク研究事業）事前評価委員会 委員
日本健康科学学会 医療生活機能・伝統中医学教育研修分科会 会長
日本健康科学学会 教育研修委員会 委員長
日本健康科学学会 展示実行計画員会 委員長
日本健康科学学会 ホームページ検討会 座長

公益財団法人日本健康・栄養食品協会 編集委員会 委員
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 認定健康食品(JHFA)規格基準検討会 委員
第 46 回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEX Japan 2017」 展示実行計画委員会 委員
Prevention Journal 編集委員
食と医科学フォーラム 発起人
International Journal of Healthcare Technology and Management Editorial Board Member
Journal of Medicinal Food Reviewer
Environmental Health and Preventive Medicine Reviewer
日本東洋医学会 会員
日本救急医学会 会員
日本公衆衛生学会 会員
公益社団法人東京都医師会 会員
東京商工会議所 千代田支部 会員
一般財団法人日本救急振興財団 救急救命東京研修所 講師
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 講師
一般社団法人日本病院会 講師
星薬科大学 非常勤講師
服部栄養専門学校 卒論審査委員など。
（歴任）
慶應義塾大学医学部 教授（先端医療科学・環境予防医学）
厚生労働省 国立医療・病院管理研究所 客員研究員
財団法人国際医学情報センター 客員研究員
杏林大学医学部附属病院 病院管理部長
杏林大学医学部附属病院 診療情報管理センター長
杏林大学医学部附属病院 病歴室長
杏林大学医学部 助教授（総合医療学）
杏林大学大学院医学研究科 助教授
杏林大学大学院国際協力研究科博士後期課程 兼任助教授
東京医科歯科大学医学部 講師
中央大学法学部 国際企業関係法学科 講師
国士舘大学体育学部 救急救命士学科 講師
立川市立看護専門学校 講師
東京医薬専門学校 講師
東京医薬専門学校 医療事務科 デュアル実習 責任者・教育指導者
財団法人日本救急医療研修財団 救急救命士養成所 専任教員講習会 講師
特定非営利活動法人東京オリンピック・パラリンピック招致委員会 参与
日本学術会議 法医社会医学研究連絡委員会 委員（幹事）
第 18 期日本学術会議会員の選出に係る推薦人（予防医学研究連絡委員会）
第 19 期日本学術会議会員の選出に係る推薦人（予防医学研究連絡委員会）
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費委員会 専門委員（応用健康科学 B）
埼玉県 病院経営健全化推進会議 委員
東京都北多摩南部保健医療圏内協議会 委員
新宿区 地域保健医療体制整備協議会 委員（平成 22 年度）
新宿区 在宅療養専門部会 部会長（平成 22 年度）
川崎市住宅供給公社 日進町計画共同事業者選定委員会 委員長
武蔵野市 地域医療システム調査研究委員会 副委員長
三鷹市老人保健施設建設調査検討委員会委員
済生会横浜市東部病院 経営と質の会議 委員
済生会支部神奈川県済生会横浜市東部地域中核病院業者・機器選定委員会 委員

公益財団法人日本健康・栄養食品協会 理事
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 論文検討委員会 委員
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 規格基準検討委員会 委員
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 学術委員会 委員
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 適否審査委員会 委員
一般社団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 フォーラム運営委員会 委員
一般社団法人新宿区医師会 医療政策検討委員会 担当理事
社団法人新宿区医師会 医療情報委員会 担当理事
社団法人新宿区医師会 医療連携推進委員会 担当理事
社団法人新宿区医師会 淀橋支部 庶務
社団法人新宿区医師会 医療機能連携推進委員会 委員
一般社団法人新宿区医師会 医療生活機能研究会 代表
社団法人武蔵野市医師会 医療機能連携事前協議委員会 副委員長
社団法人武蔵野市医師会 医療機能連携推進協議会 副委員長
社団法人武蔵野市医師会 地域医療研修推進委員会 委員
社団法人三鷹市医師会 病院委員会 委員
財団法人東京総合医学研究所 評議員
公益財団法人日本医療機能評価機構 評価調査者
日本健康科学学会 選挙管理委員会 委員
日本健康科学学会 第 12 回学術大会組織委員会 委員長
日本健康科学学会 第 13 回学術大会プログラム委員会委員
日本健康科学学会 15 周年記念シンポジウム組織委員会 委員長
日本健康科学学会 15 周年記念シンポジウム組織委員会 委員長
日本健康科学学会 2002 シンポジウム組織委員会 委員長
日本健康科学学会 2002 シンポジウム実行委員会 委員長
日本健康科学学会 健康プロジェクト 21 委員会 顧問
日本健康科学学会 20 周年記念シンポジウム実行委員会 委員長
日本健康科学学会 20 周年記念シンポジウム実行委員会 委員長
日本健康科学学会 統合医療展 2008 展示実行計画委員会 委員長
日本健康科学学会 第 24 回学術大会プログラム委員会 委員
日本健康科学学会 第 24 回学術大会実行委員会メンバー
日本健康科学学会 健康博覧会 2009 展示実行計画委員会 委員長
日本健康科学学会 統合医療展 2009 展示実行計画委員会 委員長
日本健康科学学会 第 25 回学術大会プログラム委員会 委員
日本健康科学学会 第 25 回学術大会実行委員会メンバー
日本健康科学学会 健康博覧会 2010 展示実行計画委員会 委員長
日本健康科学学会 第 26 回学術大会プログラム委員会 委員
日本健康科学学会 TOKYO ヘルスコレクション 2011 健康フォーラムプログラム委員会 委員長
日本健康科学学会 TOKYO ヘルスコレクション 2011 展示実行計画委員会 委員長
日本健康科学学会 第 27 回学術大会プログラム委員会 委員
日本健康科学学会 TOKYO ヘルスコレクション 2012 健康フォーラムプログラム委員会 委員長
日本健康科学学会 TOKYO ヘルスコレクション 2012 展示実行計画委員会 委員
日本健康科学学会 第 28 回学術大会プログラム委員会 委員
日本健康科学学会 第 29 回学術大会プログラム委員会 委員
日本健康科学学会 第 30 回学術大会プログラム委員会 委員
第 33 回日本医療福祉設備学会 プログラム委員
第 33 回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEX Japan 2004」展示実行計画委員会 委員
第 34 回日本医療福祉設備学会 副学会長
第 34 回日本医療福祉設備学会 プログラム委員
第 34 回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEX Japan 2005」展示実行計画委員会 委員

第 35 回日本医療福祉設備学会 プログラム委員
第 36 回日本医療福祉設備学会 プログラム委員
第 40 回日本医療福祉設備学会 プログラム委員
第 40 回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEX Japan 2011」展示実行計画委員会 委員
第 41 回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEX Japan 2012 」展示実行計画委員会 委員長
第 42 回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEX Japan 2013」 展示実行計画委員会 委員長
第 43 回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEX Japan 2014」 展示実行計画委員会 委員
第 44 回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEX Japan 2015」 展示実行計画委員会 委員
第 45 回日本医療福祉設備学会併設「HOSPEX Japan 2016」 展示実行計画委員会 委員
一般社団法人日本医療福祉設備協会 学術委員会 委員長
一般社団法人日本医療福祉設備協会 理事・第 40 回学会長
一般社団法人日本医療・病院管理学会 理事
一般社団法人日本医療・病院管理学会 監事
一般社団法人日本医療・病院管理学会 卒前教育委員会 副委員長
一般社団法人日本医療・病院管理学会 学術委員会 委員
一般社団法人日本医療・病院管理学会 教育委員会 委員
一般社団法人日本医療・病院管理学会 研究委員会 委員
一般社団法人日本医療・病院管理学会 将来構想 2001 年委員会 委員
一般社団法人日本医療・病院管理学会 専門領域研究会 代表者
一般社団法人日本医療・病院管理学会 50 周年記念事業 実行委員会 委員
第 34 回日本医療病院管理学会 学術大会企画委員会 委員
第 47 回日本医療病院管理学会 学術大会プログラム委員会 委員
日本交通科学協議会 シンポジウム検討委員会 委員
日本交通科学協議会 役員選考委員会 委員
一般社団法人日本交通科学学会 交通事故の救急医療研究委員会 委員
日本医療情報学会 評議員
日本医療情報学会 編集委員会 委員
第 16 回日本医療情報学連合大会 プログラム委員会 委員
第 27 回日本医療情報学連合大会 プログラム委員会 委員
日本医療情報学会 ISO/TC215 国内対策委員会・WG5 作業部会 委員
日本医療情報学会 医療情報技師能力検定試験問題作成委員
日本医療情報学会 上級医療情報技師能力検定一次試験問題作成委員
日本公衆衛生学会 編集委員会 委員
日本診療情報管理学会 編集委員会 委員
日本診療情報管理学会 我が国における診療録管理の現況調査委員会 委員
日本診療情報管理学会 第 30 回日本診療録管理学会学術総会 プログラム副委員長
日本プライマリ・ケア学会 認定医制度委員会 委員
日本プライマリ・ケア学会 認定医審査会 委員
第 20 回日本未病システム学会学術総会 組織委員会 委員
日本生命倫理学会 第 8 回年次大会実行委員会 委員
日本スポーツ体育健康科学学術連合 監事・実行委員会メンバー
International Association for Laser and Sports Medicine Member of the scientific committee
社団法人日本病院会 専門課程小委員会 委員
一般社団法人日本医療福祉設備協会 選挙管理委員会 委員長
健康・栄養食品 CRO 連絡会 信頼性保証部会 部会長
社団法人日本医師会 会員
などを歴任。
公的研究事業
経済産業省

・地域見守り調査研究事業 総括事業代表者（平成 22 年度）
・地域見守り実証事業 総括事業代表者（平成 21 年度）
厚生労働省
・厚生労働科学研究「健康食品の評価に関する研究」分担研究者（平成 21～23 年度）
・厚生科学研究「IT（情報技術）に関する研究」分担研究者（平成 16 年度）
・厚生科学研究「心臓、脳卒中の診療機能の向上のための教育・研修プログラムの開発に関する研究」
分担研究者（平成 13～15 年度）
・厚生科学研究「IT（情報技術）の応用による地域の保健サービスの円滑化と職域保健サービスおよび
医療・福祉との連携の向上に関する研究」分担研究者（平成 14～15 年度）
・厚生科学研究「二次、三次救急医療機関の機能分担と医療情報の連携に関する研究」分担研究者（平成 13～14 年度）
・厚生科学研究「二次医療圏での保健所を中心とした保健医療福祉の連携推進システム構築の方法論と評価
に関する研究」主任研究者（平成 11～13 年度）
・厚生科学研究「2 次医療圏での保健医療福祉の連携システム構築の方法論と評価に関する研究」
主任研究者（平成 9~12 年度）
・厚生科学研究「理学療法士等リハビリテーション関連職種の適正配置に関する研究」主任研究者（平成 10～12 年度）
・厚生科学研究「救急救命士の需給に関する研究」主任研究者（平成 9～11 年度）
・厚生科学研究「理学療法士等リハビリテーション関連職種の就業の実態と需給予測に関する研究」
主任研究者（平成 9 年度）
・厚生科学研究「救急医療機関の機能分担と連携に関する研究」分担研究者（平成 9～12 年度）
・厚生科学研究「救急患者の重症度と発生状況を勘案した二次医療圏ごとの初期、二次救急医療機関の必要数
に関する研究」分担研究者（平成 9 年度）
・厚生科学研究「PT、OT の需給に関する研究」主任研究者（平成 8 年度）
・厚生科学研究「二次医療圏における救急医療の確保に関する研究」分担研究者（平成 6～8 年度）
・厚生科学研究「交通外傷患者の社会経済的損失及び医療保障の在り方に関する研究」分担研究者（平成 6 年度）
・厚生科学研究「診療報酬審査結果の地域的差異に関する研究」主任研究者（平成 6 年度）
、ほか
文部科学省
・科学研究（研究成果公開促進）補助事業（平成 17 年度）
「健康維持のためのサプリメントの理解と適切な使用－科学的に検証された情報提供と選択－」
・科学研究（研究成果公開促進）補助事業（平成 16 年度）
「世界的規模の視点からのサプリメントの理解と適切な使用－安全で安心できる食文化の浸透をめざして－」
・科学研究（研究成果公開促進）補助事業（平成 15 年度）
「安全で安心できる健康食品とは～サプリメントの理解と適切な利用～」
・科学研究（研究成果公開促進）補助事業（平成 14 年度）
「健康維持と「健康食品」～サプリメントとどうつきあうか～」
・科学研究「医学教育カリキュラムの評価に関する研究」主任研究者（平成 5～7 年度）
財団、学会
・
「保健・医療・福祉の連携推進システム構築の方法論と評価手法の開発に関する研究会」主任研究者
（平成 15～17 年度）
・
「2 次医療圏における交通事故患者の救急医療システムに関する研究－複数の２次医療圏に跨る
消防本部管内の場合－」主任研究者（平成 14～16 年度）
・
「2 次医療圏における交通事故患者の救急医療システムに関する研究－静岡県の場合－」主任研究者
（平成 17、19、20 年度）
・
「東京都における交通外傷と事故形態に関する調査研究」分担研究者（平成 10～12 年度）
・
「プライマリ・ケアにおける医療評価に関する研究」主任研究者（平成 10 年度）
・
「滅菌室業務委託及び標準化器材導入による病院経営能率改善の評価に関する研究」主任研究者（平成 9 年度）
・
「救急医療施設の医療評価に関する研究」主任研究者（平成 9 年度）
・
「広域救急医療情報ネットワークシステムの確立に関する研究」主任研究者（平成 9 年度）
・
「虚血性心疾患患者の低年齢化の予防と早期社会復帰のための地域保健医療システムの策定に関する調査研究」
主任研究者（平成 8 年度）
・
「高度防災情報網の確立に関する研究」分担研究者（平成 8 年度）

・
「二次医療圏における救急医療体制の確保と消防本部との連携に関する研究」主任研究者（平成 6～8 年度）
・
「交通災害の実態およびその原因についての研究―東京都における交通外傷について―」主任研究者（平成 6 年度）
・
「廃棄物の排出、処理、再資源化における安全に関する研究」分担研究者（平成 4～6 年度）
・
「プレホスピタル・ケアにおける救急医療機関と消防本部の連携に関する研究」主任研究者（平成 5 年度）
・
「交通外傷患者の救急医療システムに関する研究」主任研究者（平成 5 年度）
、ほか
取材他
NHK E テレ NHK for School ”10 min,ボックス 生活指導”
CBC 制作/TBS 系全国 28 局ネット ”健康カプセル! ゲンキの時間”
（監修、出演）
テレビ朝日 “グッドモーニング “ 梅雨注意 “水毒症”出演
ラジオ大阪 “ミツバチからの贈り物 自然が教えてくれる”
日本経済新聞、読売新聞、河北新報、日経ヘルス、日経ビジネス、健康産業新聞、週刊医学界新聞、
教育医事新聞、病院新聞、メディファックス、日刊薬業
Medical Nutrition、Medical Academy News、Medicament News、The Medical & Test Journal
Nursing plaza 、Prevention Journal
日本医師会雑誌、新宿区医師会会誌、日本医事新報、日本病院会雑誌、病院、病院経営、病院新報、ふゅーちゃー
クロワッサン Premium、壮快、婦人公論、姉 ageha
日本紳士録登載（第 80 版，第 79 版，第 78 版：交詢社出版局）ほか。
講 演
日本学術会議、日本スポーツ体育健康科学学術連合、日本健康科学学会、日本救急医学会、日本集中治療学会
日本医療福祉設備学会、日本健康・栄養システム学会、日本公衆衛生学会、日本未病システム学会
日本医療・病院管理学会、日本医療情報学会、日本診療情報管理学会、日本医療秘書学会
東京大学、京都大学、東北大学、筑波大学、慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学、杏林大学、星薬科大学
上海中医薬大学
厚生労働省、経済産業省、東京都、埼玉県、茨城県、社団法人新宿区医師会、社団法人武蔵野市医師会
社団法人三鷹市医師会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会
社団法人日本病院会、健康と食品懇話会
Hospex Japan、TOKYO ヘルスコレクション、健康博覧会、統合医療展、ほか。
著 書
新よくわかるサプリメント－医者と患者のための完全マニュアル第 4 版（監修著）
よくわかるサプリメント－医者と患者のための完全マニュアル第 3 版（監修著）
よくわかるサプリメント－医者と患者のための完全マニュアル第 2 版（監修著）
よくわかるサプリメント－医者と患者のための完全マニュアル（監修著）
サプリメントと栄養管理
食品保健の科学
大豆健康食
食品機能素材Ⅳ
食品機能素材Ⅲ
歯科におけるくすりの使い方 2011-2014
医療科学第 2 版（編著）
医療科学
医療原論―医の人間学―
改訂 7 版救急救命士標準テキスト
新版 医療情報：医療情報システム編（第 2 版）
医療情報：医療情報システム編
プライマリ・ケア医の一日
プライマリ・ケアを目指す医師研修ガイドブック
診療情報管理Ⅲ 専門・診療情報管理編

診療情報管理士の生涯教育 2003
わが国の病院における診療録管理の現況
看護大事典第 2 版（責任編集著）
ごみの百科事典（担当主査）
最新医学略語辞典（第 5 版）
最新医学略語辞典（第 4 版）
プライマリ・ケア用語集第 4 版
プライマリ・ケア用語集
医療・病院管理用語事典（改訂第 3 版）
医療・病院管理用語事典（改訂版）
医療・病院管理用語事典
医療安全用語事典、ほか。

