
 1ｓｔ～21ｔｈ　歴代シンポジウム講演者一覧

回数 開催日・会場 講師 プロフィール 回数 開催日・会場 講師 プロフィール

山﨑伊久江 W.B.H.A.会長

森下敬一 自然医学会会長　医学博士

福島孝徳 三井記念病院脳神経外科部長

佐藤愛子 作家

左　幸子 女優 伊東信吾 東京農業大学名誉教授　農学博士　理学博士

うつみ　宮土理 タレント 西野皓三 西野バレエ団代表

伊東信吾 東京農大・理学博士・農学博士 小沢昭一 俳優

梅田玄勝 医学博士  北九州市民公害研究所長 山﨑伊久江 W.B.H.A.会長

西山茂夫 北里大学　医学博士 飯島伸子 桃山学院大学社会学部学部長

早川貞夫 自然医学研究所所長 逸見政孝 キャスター

三石巌 科学評論家 伊東信吾 東京農業大学名誉教授

山﨑伊久江 W.B.H.A.会長 原田正純 熊本大学医学部助教授

山﨑光信 W.B.H.A.副会長 佐藤純彌 映画監督

伊東信吾 東京農大・理学博士・農学博士 山﨑光信 W.B.H.A.副会長

梅田玄勝 医学博士 森下敬一 国際自然医学会会長

斉藤茂太 斉藤病医院院長　日本精神病院協会副会長 税所百合子 経営コンサルタント

西山茂夫 北里大学　医学博士 山﨑伊久江 W.B.H.A.会長

森下敬一 お茶の水クリニック所長　自然医学会会長 橋本行生 みずほ漢方研究所医学博士

山﨑伊久江 総合美容家　W.B.H.A.会長 飯島伸子 桃山学院大学社会学部教授

山﨑伊久江 総合美容家　W.B.H.A.会長 山本直純 音楽家

一色一成 フォトグラファー 伊東信吾 東京農業大学名誉教授

犬養智子 評論家 山﨑光信 W.B.H.A.副会長

左幸子 女優 左幸子 女優

森山良子 歌手 加賀まりこ 女優

片岡弘 電通企画室参事/コーディネーター 生島ヒロシ キャスター

城野宏 城野経済研究所所長 山﨑伊久江 W.B.H.A.会長

福島孝徳 三井記念病院脳神経外科部長 伊東信吾 東京農大名誉教授

西山茂夫 北里大学　医学部部長 アントン・ウィッキー 奥羽大学教授

山﨑光信 美容家　W.B.H.A.副会長 下平久美子 ＪＡＬ接遇インストラクター

伊東信吾 東京農業大学名誉教授 佐藤綾子 実践女子大学助教授　国際パフォーマンス研究所代表

原田正純 熊本大学体質医学研究所助教授 山咲千里 女優

飯島伸子 桃山学院大学社会学部教授 山﨑伊久江 W.B.H.A.会長

山﨑伊久江 W.B.H.A.会長 伊東信吾 東京農業大学名誉教授　農学理学博士

西山茂夫 北里大学医学部教授 市毛良枝 女優

福島孝徳 三井記念病院脳神経外科部長 下平久美子 マナー・話し方インストラクター

左幸子 女優 山﨑光信 W.B.H.A.副会長

青島美幸 放送作家 三浦道明 円満院門跡

宮崎総子 フリーアナウンサー 岩井友見 日本舞踊　岩井流家元

徳光和夫 ＮＴＶアナウンサー 大山のぶ代 女優・声優

伊東信吾 東京農業大学名誉教授

飯島伸子 桃山学院大学社会学部教授

山﨑光信 美容家　W.B.H.A.副会長

森下敬一 自然医学会会長

金子信雄 俳優

うつみ　宮土理 タレント

第
②
回

1978.5.8～5.9
東京プリンスホテ

ル

第
④
回

1982.7.12～13
東京郵便貯金

ホール

1984.7.2～7.3
東京郵便貯金

ホール

第
⑤
回

第
⑨
回

1992.7.6～7.7
メルパルクホール

第
⑩
回

1994.7.4～7.5
メルパルクホール

第
①
回

1975.？.
東京プリンスホテ

ル
第
⑥
回

1986.7.7～7.8
東京郵便貯金ホール

第
⑦
回

1988.7.4～7.5
東京郵便貯金ホール

第
③
回

1980.2.4～2.5
東京郵便貯金

ホール

第
⑧
回

1990.7.2～7.3
メルパルクホール

（旧　東京郵便貯金
ホール）



 1ｓｔ～21ｔｈ　歴代シンポジウム講演者一覧

回数 開催日・会場 講師 プロフィール 回数 開催日・会場 講師 プロフィール

山﨑伊久江 W.B.H.A.会長 山﨑光信 NPO法人日本弱酸性美容協会理事長

はらたいら 漫画家 田上八朗 東北大学名誉教授

さとう有作 漫画家 櫻井よしこ ジャーナリスト

原田正純 熊本大学体質医学研究所助教授・医学博士 鈴木康友 (株)つり人社　代表取締役社長

浅川元之 エルメス・ジャポン　営業企画室長 山﨑伊久江美容研究会講師陣

山﨑光信 W.B.H.A.副会長 田澤賢次 富山医科薬科大学名誉教授

大村政男 日本大学名誉教授・文学博士 津川雅彦 俳優・映画監督

片山左京 慶應義塾大学経済学部教授 山﨑光信 日本弱酸性美容協会理事長

櫻井よしこ ジャーナリスト ＩＫＫＯ 豊田　一幸　美容家

山﨑伊久江 W.B.H.A.会長 林　覚乗 南蔵院第二十三世住職

浜　美枝 女優 山﨑伊久江美容研究会講師陣

川添 修成 整形外科医 福島孝徳 脳神経外科医 アメリカデューク大学脳外科教授

鈴木 章生 服部栄養専門学校食品学教授 田澤賢次 富山医科薬科大学（現富山大学）名誉教授

谷口 正和 マーケティング・コンサルタント 澤登雅一 三番町ごきげんクリニック院長・医学博士

櫻井 よしこ ジャーナリスト 櫻井よしこ ジャーナリスト

山﨑光信 W.B.H.A.副会長 田澤賢次 富山医科薬科大学名誉教授

山崎伊久江 NPO法人日本弱酸性美容協会名誉理事長 デューク更家 ウォーキングドクター

山崎光信 NPO法人日本弱酸性美容協会理事長 山﨑伊久江美容研究会講師陣

田澤賢次 富山医科薬科大学医学部教授 林　成之 日本大学院生命科学専攻主任教授医学博士

ベル・ジュバンス講師陣 櫻井よしこ ジャーナリスト

薄井坦子 宮崎県立看護大学学長 美輪明宏 シャンソン歌手・俳優

倉本聰 作家 山﨑光信 （社）日本弱酸性美容協会理事長

山﨑陽子 童話作家・ミュージカル脚本家 伊藤和磨 矯正運動療法士・元Ｊリーガー

実川久美子 実川皮フ科クリニック院長 田澤賢次 富山医科薬科大学名誉教授

櫻井よしこ ジャーナリスト 山﨑伊久江美容研究会講師陣

山﨑光信 NPO法人日本弱酸性美容協会理事長 渡邊　剛 金沢大学心肺・総合外科

岸　惠子 女優　作家 太田　成男 日本医科大学大学院医学研究科教授

薄井坦子 宮崎県立看護大学学長 櫻井よしこ ジャーナリスト

Ｃ・Ｗ・ニコル 作家　　自然・文化創造会議副議長 山﨑光信 （社）日本弱酸性美容協会理事長

山崎伊久江美容研究会講師陣 山﨑伊久江美容研究会講師陣

松崎　貴 島根大学生物資源科学部講師 北川雄光 慶應義塾大学　医学部外科学教授

櫻井　よしこ ジャーナリスト 美輪明宏 歌手・俳優・演出家

田澤　賢次 富山医科薬科大学医学部教授 田澤賢次 富山医科薬科大学名誉教授

山崎光信 NPO法人日本弱酸性美容協会理事長 宮入純 人財研究所「Ｊ　INSTITUTE」　代表

美輪明宏 シャンソン歌手・俳優 櫻井よしこ ジャーナリスト

櫻井よしこ ジャーナリスト 山﨑光信 （社）日本弱酸性美容協会理事長

山崎伊久江美容研究会講師陣 尾木直樹 法政大学教職課程センター長・教授

佐々木勝徳 阪口周二 精神科医・ＪＡ尾道総合病院

田口勝子 ディスカッション（協会会員） 櫻井よしこ ジャーナリスト

高岩治 宝田恭子 歯科医

竹森理子 田澤賢次 富山医科薬科大学（現富山大学）名誉教授

花木啓子 山﨑伊久江美容研究会講師陣

田澤賢次 富山医科薬科大学医学部教授 山﨑光信 （社）日本弱酸性美容協会理事長

松崎貴 島根大学生物資源科学部講師

中島裕而 健和看護学院非常勤講師

森田克子 声楽家

第
㉑
回

2016.5.30～31
文京シビックホール

第
⑮
回

2004.7.5～7.6
文京シビックホー

ル

第
⑲
回

2012.7.2～7.3
文京シビックホール

第
⑭
回

2002.7.15～7.16
文京シビックホー

ル

第
⑳
回

2014.7.7～7.8
文京シビックホール

第
⑪
回

1996.7.1～7.2
東京厚生年金会

館

第
⑯
回

2006.7.10～7.11
文京シビックホール

第
⑰
回

2008.7.7～7.8
文京シビックホール

第
⑫
回

1998.6.15～16
メルパルクホール

第
⑱
回

2010.7.5～7.6
文京シビックホール

第
⑬
回

2000.7.3～7.4
文京シビックホー

ル


