
              一般社団法人社会医学系専門医協会  2017年 4月 

役員名簿 

役職 氏  名 学会及び団体名 所属先 

理事長 宇田 英典 全国保健所長会 鹿児島県伊集院保健所 

業務執行理事 大槻 剛巳 日本衛生学会 川崎医科大学衛生学 

業務執行理事 大久保 靖司 日本産業衛生学会 東京大学環境安全本部 

理事 大井田 隆 日本公衆衛生学会 日本大学医学部公衆衛生学分野 

理事 磯 博康 日本疫学会 大阪大学大学院医学系研究科 

副理事長 今中 雄一 日本医療・病院管理学会 京都大学大学院医学研究科 

理事 澤 智博 日本医療情報学会 帝京大学医療情報システム研究センター 

理事 近藤 久禎 日本集団災害医学会 国立病院機構災害医療センター 

理事 坂元 昇 全国衛生部長会 川崎市健康福祉局 

理事 西本 公子 地方衛生研究所全国協議会 横浜市衛生研究所 

理事 小林 廉毅 
全国医育機関衛生学公衆衛生学
教育協議会 

東京大学大学院医学系研究科 
公衆衛生学 

理事 今村 聡 日本医師会 日本医師会 

監事 塩田 龍海   塩田龍海公認会計士・税理士事務所 

監事 田中 慶司   一般社団法人日本医療安全調査機構 

 

  



              一般社団法人社会医学系専門医協会  2017年 4月 

企画調整委員会 名簿 

役職 氏  名 学会及び団体名 所 属 

委員長 今中 雄一 日本公衆衛生学会 京都大学大学院医学研究科 

委員 大槻 剛巳 日本衛生学会 川崎医科大学衛生学 

  

 

大久保 靖司 日本産業衛生学会 東京大学環境安全本部 

曽根 博仁 日本疫学会 
新潟大学大学院医歯学総合研究科 
血液・内分泌・代謝内科 

寺崎 仁 日本医療・病院管理学会 東京女子医科大学医療安全科 

澤 智博 日本医療情報学会 帝京大学医療情報システム研究センター 

眞瀬 智彦 日本集団災害医学会 岩手医科大学救急・災害医学講座 

倉橋 俊至 全国保健所長会 荒川区保健所 

大久保 一郎 地方衛生研究所全国協議会 横浜市衛生研究所 

坂元 昇 全国衛生部長会 川崎市健康福祉局 

宮園 将哉 全国保健所長会 大阪府富田林保健所 

山本 光昭 全国衛生部長会 兵庫県健康福祉部 

オブザーバー 曽根 智史 国立保健医療科学院 国立保健医療科学院 

  海老名 英治 厚生労働省 厚生労働省健康局健康課地域保健室 

  知念 希和 厚生労働省 厚生労働省健康局健康課地域保健室 

  



              一般社団法人社会医学系専門医協会  2017年 4月 

研修プログラム認定委員会 名簿 

役職 氏  名 学会及び団体名 所 属 

委員長 森 晃爾 日本産業衛生学会 産業医科大学産業生態科学研究所 

委員 西脇 祐司 日本衛生学会 東邦大学医学部社会医学講座 

  

 

遠藤 弘良 日本公衆衛生学会 聖路加国際大学公衆衛生大学院 

小橋 元 日本疫学会 獨協医科大学医学部公衆衛生学講座 

今中 雄一 日本医療・病院管理学会 京都大学大学院医学研究科 

中川 肇 日本医療情報学会 富山大学附属病院医療情報部 

高橋 昌 日本集団災害医学会 新潟大学医学部災害医療教育センター 

宮園 将哉 全国保健所長会 大阪府富田林保健所 

岸本 剛 地方衛生研究所全国協議会 埼玉県衛生研究所 

坂元 昇 全国衛生部長会 川崎市健康福祉局 

尾島 俊之 
全国医育機関衛生学公衆衛生学
教育協議会 

浜松医科大学健康社会医学講座 

大久保 靖司 日本産業衛生学会 東京大学環境安全本部 

山本 光昭 全国衛生部長会 兵庫県健康福祉部 

オブザーバー 曽根 智史 国立保健医療科学院 国立保健医療科学院 

  海老名 英治 厚生労働省 厚生労働省健康局健康課地域保健室 

  知念 希和 厚生労働省 厚生労働省健康局健康課地域保健室 
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専門医・指導医認定委員会 名簿 

役職 氏  名 学会及び団体名 所 属 

委員長 清古 愛弓 全国保健所長会 台東区台東保健所 

委員 武林 亨 日本衛生学会 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 

  

大神 明 日本産業衛生学会 産業医科大学産業生態科学研究所 

山縣 然太朗 日本公衆衛生学会 
山梨大学大学院総合研究部医学域 
社会医学講座 

磯 博康 日本疫学会 大阪大学大学院医学系研究科 

今中 雄一 日本医療・病院管理学会 京都大学大学院医学研究科 

池田 俊也 日本医療・病院管理学会 国際医療福祉大学医学部 

近藤 克幸 日本医療情報学会 秋田大学 

中川 隆 日本集団災害医学会 愛知医科大学災害医療研究センター 

大久保 一郎 地方衛生研究所全国協議会 横浜市衛生研究所 

山本 光昭 全国衛生部長会 兵庫県健康福祉部 

小林 廉毅 
全国医育機関衛生学公衆衛生学
教育協議会 

東京大学大学院医学系研究科 
公衆衛生学 

坂元 昇 全国衛生部長会 川崎市健康福祉局 

オブザーバー 曽根 智史 国立保健医療科学院 国立保健医療科学院 

  海老名 英治 厚生労働省 厚生労働省健康局健康課地域保健室 

  知念 希和 厚生労働省 厚生労働省健康局健康課地域保健室 

 


