
平成２７年度 役員改選結果 

 

○ 新理事 

氏 名 所 属 

苛原 稔 徳島大学 

大須賀 穣 東京大学 

大道 正英 大阪医科大学 

可世木 久幸 花と森の東京病院 

加藤 聖子 九州大学 

河端 恵美子 帝京平成大学 

北脇 城 京都府立医科大学 

木村 正 大阪大学 

久保田 俊郎（副理事長） 東京医科歯科大学 

倉林 工 新潟市民病院 

小松 浩子 慶應義塾大学 

櫻木 範明 北海道大学 

髙松 潔 東京歯科大学市川総合病院 

堂地 勉 鹿児島大学 

林 邦彦 群馬大学 

水沼 英樹（理事長） 弘前大学 

望月 善子 獨協医科大学 

森重 健一郎 岐阜大学 

矢野 哲 独立行政法人国立国際医療研究センター 

若槻 明彦（副理事長） 愛知医科大学 

 

 

 



○ 新監事 

氏 名 所 属 

倉智 博久 大阪府立母子保健総合医療センター 

五來 逸雄 産育会 堀病院 

武谷 雄二 独立行政法人 労働者健康福祉機構 

吉村 泰典 吉村やすのり生命の環境研究所 

 

 

 

   ＜参考＞新名誉会員 

氏 名 所 属 

落合 和徳 東京慈恵会医科大学 

石塚 文平 聖マリアンナ医科大学 

太田 博明 国際医療福祉大学／山王メディカルセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 新代議員 

1   合阪 幸三 浜田病院 

2   青木 大輔 慶應義塾大学 

3   赤松 達也 医療法人社団養生会 赤松レディスクリニック 

4   秋下 雅弘 東京大学 

5   秋吉 美穂子 東京医科歯科大学 

6   明楽 重夫 日本医科大学 

7   浅川 恭行 東邦大学 

8   安達 知子 母子愛育会総合母子保健センター 愛育病院 

9   有馬 牧子 NPO法人女性の健康とメノポーズ協会 

10   飯岡 由紀子 東京女子医科大学 

11   五十嵐 豪 聖マリアンナ医科大学病院 

12   井口 登美子 東京女子医科大学 

13   池上 博雅 医療法人西恵会 西川婦人科内科クリニック 

14   石谷 健 東京女子医科大学 

15   和泉 俊一郎 東海大学 

16   板橋 明 埼玉骨疾患研究センター（SCBR） 

17   市村 三紀男 平成博愛会 印西総合病院 

18 新 伊藤 加代子 新潟大学 

19 新 糸賀 知子 越谷市立病院 

20   岩沖 靖久 広島県 JA吉田総合病院 

21   岩佐 弘一 京都府立医科大学 

22   岩下 弘美 有限会社エスティバン あすなろ薬局 

23   岩元 一朗 鹿児島大学 

24   植村 次雄 財団法人神奈川県労働衛生福祉協会 

25   上村 浩一 徳島大学 

26   後山 尚久 大阪医科大学健康科学クリニック 

27   臼杵 悊 二の宮眼科 

28   卜部 諭 草津総合病院 

29   江藤 亜矢子 小山嵩夫クリニック 

30   江本 智子 江本智子ウィメンズクリニック 

31 新 大石 元 国立国際医療研究センター 

32   大久保 智治 京都第一赤十字病院 

33   大須賀 穰 東京大学 

34   大輪 陽子 東京医科歯科大学 

35   岡野 浩哉 飯田橋レディースクリニック 

36   小川 真里子 東京歯科大学市川総合病院 

37   小川 克弘 青森県健康福祉部医療薬務課  

38   尾崎 喜一 東京都立駒込病院 

39   尾上 佳子 東京女子医科大学 

40   尾林 聡 東京医科歯科大学 



41   片野田 耕太 国立がん研究センター 

42   加藤 聖子 九州大学 

43 新 加藤 剛志 徳島大学 

44   加藤 育民 旭川医科大学 

45   金井 雄二 北里大学 

46   河野 宏明 熊本大学 

47 新 北島 道夫 長崎大学 

48   木下 俊彦 東邦大学医療センター佐倉病院 

49   木村 武彦 城南レディスクリニック 

50   木村 好秀 東邦大学 

51   久具 宏司 東京都立墨東病院 

52   久米 美代子 聖徳大学 

53   小池 浩司 小池レディスクリニック 

54   黄 長華 目黒メディカルクリニック 

55   甲村 弘子 こうむら女性クリニック 

56   小嶋 康夫 小嶋ウィメンズクリニック 

57   古謝 将一郎 こしゃクリニック 

58   小林 範子 北海道大学 

59   小武海 成之 こむかい産婦人科 

60   坂本 秀一 獨協医科大学越谷病院 

61   相良 洋子 さがらレディスクリニック 

62 新 佐々木 浩 大阪医科大学 

63   佐藤 力 手稲渓仁会病院 

64   真田 光博 真田病院 

65 新 澤田 健二郎 大阪大学 

66   篠原 康一 愛知医科大学 

67   代田 琢彦 医療法人社団シロタクリニックシロタ産婦人科 

68   新谷 雅史 新谷レディースクリニック 

69   新橋 成直子 ななこレディースクリニック 

70   須賀 万智 東京慈恵会医科大学 

71 新 椙田 賢司 日本大学 

72   杉野 法広 山口大学 

73   隅田 能雄 足利赤十字病院 

74   角沖 久夫 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 

75   千場 直美 神戸大学 

76   多賀 理吉 多賀レディースクリニック 

77   高橋 一広 山形大学 

78   髙橋 健太郎 滋賀医科大学 

79   髙橋 眞理 順天堂大学 

80   伊達 ちぐさ 兵庫県立大学 

81   田中 一範 JA静岡厚生連 静岡厚生病院 



82   谷内 麻子 庄司産婦人科 

83   茶木 修 横浜労災病院 

84   陳 瑞東 陳 瑞東クリニック 

85   堤 治 医療法人財団順和会 山王病院 

86   弟子丸 亮太 済生会中央病院 

87   寺内 公一 東京医科歯科大学 

88   寺田 幸弘 秋田大学 

89 新 永瀬 智 山形大学 

90   永田 英明 永田 婦人科クリニック 

91   中村 元一 福岡山王病院 

92   楢原 久司 大分大学 

93   西尾 永司 藤田保健衛生大学 

94   野崎 雅裕 野崎ウイメンズクリニック 

95   萩庭 一元 聖マリアンナ医科大学 

96   橋本 和法 東京女子医科大学 

97   濱田 佳伸 獨協医科大学越谷病院 

98   原田 省 鳥取大学 

99 新 日置 智華子 帝京平成大学 

100   東 恭彦 医療法人社団大坪会 東和病院 

101   樋口 毅 弘前大学 

102   平池 修 東京大学医学部附属病院  

103 新 平沢 晃 慶應義塾大学 

104   平原 史樹 横浜市立大学 

105   廣田 憲二 阪和住吉総合病院 

106   藤野 敬史 手稲渓仁会病院 

107 新 藤本 薫 北里大学 

108   冬城 高久 医療法人社団 冬城産婦人科医院 

109   細井 延行 名鉄病院 

110   堀口 文 東京歯科大学市川総合病院 

111   本庄 滋一郎 住友生命保険相互会社 

112   牧田 和也 牧田産婦人科医院 

113   松木 貴彦 九州歯科大学 

114   松下 宏 愛知医科大学 

115   松本 隆史 医療法人松徳会 花の丘病院 

116   丸山 智美 金城学院大学 

117   宮浦 千里 東京農工大学 

118   宮原 富士子 株式会社ジェンダーメディカルリサーチ 

119   三羽 良枝 NPO法人女性の健康とメノポーズ協会 

120   武者 稚枝子 稚枝子おおつきクリニック 

121   森 恵美 千葉大学 

122   八重樫 稔 札幌マタニティ・ウィメンズ南 1条クリニック 



123   矢追 正幸 矢追医院 

124   安井 敏之 徳島大学 

125   柳本 茂久 埼玉メディカルセンター 

126   山本 哲史 徳島市民病院 

127   山本 宝 福井愛育病院 

128   吉形 玲美 東京女子医科大学病院 

129   吉沢 豊予子 東北大学 

130   米田 直人 ベリタス病院 

131   米山 芳雄 アーク米山クリニック 

132   李 廷秀 東京大学 

 

 


