
役員名簿 2021年4月1日現在

役職 氏    名 学会及び団体名 所属先

理事長 今中 雄一 日本医療・病院管理学会 京都大学

理事 柳澤　裕之 日本衛生学会 東京慈恵会医科大学

理事 大久保 靖司 日本産業衛生学会 東京大学

理事 磯 博康 日本公衆衛生学会 大阪大学大学院

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 祖父江 友孝 日本疫学会 大阪大学大学院

理事 近藤 久禎 日本災害医学会 国立病院機構災害医療センター

理事 有賀 徹 日本職業・災害医学会 独立行政法人労働者健康安全機構

理事 中澤　よう子 全国衛生部長会 神奈川県健康医療局

理事 内田　勝彦 全国保健所長会 大分県東部保健所

理事 大久保 一郎 地方衛生研究所全国協議会 横浜市健康福祉局衛生研究所

理事 安村 誠司 全国衛生学公衆衛生学教育協議会 福島県立医科大学

理事 今村 聡 日本医師会 公益社団法人日本医師会

理事 岸 玲子 日本医学会連合 北海道大学環境健康科学研究教育センター

理事 大神　明 産業医科大学

理事 小橋　元 獨協医科大学

理事 前田 光哉 神奈川県健康医療局

理事 和田 裕雄 順天堂大学大学院

監事 宇田　英典 公益社団法人地域医療振興協会

監事 松谷 有希雄 一般財団法人日本公衆衛生協会

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

オブザーバー 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

オブザーバー 清古  愛弓 全国保健所長会 葛飾区保健所

オブザーバー 山縣  然太朗 日本公衆衛生学会 山梨大学大学院

一般社団法人　社会医学系専門医協会



研修プログラム認定委員会 名簿 2021年4月1日現在

役職 氏    名 学会及び団体名 所属先

委員長 大久保 靖司 日本産業衛生学会 東京大学

委員 西脇 祐司 日本衛生学会 東邦大学

委員 林 朝茂 日本産業衛生学会 大阪市立大学大学院

委員 安田 誠史 日本公衆衛生学会
高知大学教育研究部医療学系
連携医学部門(公衆衛生学)

委員 山本 光昭 日本医療・病院管理学会 社会保険診療報酬支払基金本部

委員 中川 肇 日本医療情報学会 富山大学附属病院

委員 小橋 元 日本疫学会 獨協医科大学

委員 高橋 昌 日本災害医学会 新潟大学大学院

委員 大西 洋英 日本職業・災害医学会 独立行政法人労働者健康安全機構

委員 坂元 昇 全国衛生部長会 川崎市立看護短期大学

委員 前田 光哉 全国衛生部長会 神奈川県健康医療局

委員 廣瀬　浩美 全国保健所長会 愛媛県今治保健所

委員 岸本 剛 地方衛生研究所全国協議会 埼玉県衛生研究所

委員 尾島 俊之 全国衛生学公衆衛生学教育協議会 浜松医科大学

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

一般社団法人　社会医学系専門医協会



専門医・指導医認定委員会 名簿 2021年4月1日現在

役職 氏    名 学会及び団体名 所属先

委員長 前田 光哉 全国衛生部長会 神奈川県健康医療局

委員 亀井  美登里 日本衛生学会 埼玉医科大学

委員 大神  明 日本産業衛生学会 産業医科大学

委員 山縣  然太朗 日本公衆衛生学会 山梨大学大学院

委員 池田  俊也 日本医療・病院管理学会 国際医療福祉大学

委員 鈴木 隆弘 日本医療情報学会 日本医療研究開発機構

委員 井上  茂 日本疫学会 東京医科大学

委員 加納　秀記 日本災害医学会 愛知医科大学

委員 三上 容司 日本職業・災害医学会 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院

委員 増⽥　和貴 全国保健所長会 杉並保健所

委員 大久保  一郎 地方衛生研究所全国協議会 横浜市健康福祉局衛生研究所

委員 青柳　潔 全国衛生学公衆衛生学教育協議会 長崎大学大学院

委員 坂元  昇 全国衛生部長会 川崎市立看護短期大学

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

一般社団法人　社会医学系専門医協会



企画調整委員会　名簿 2021年4月1日現在

役職 氏    名 学会及び団体名 所属先

委員長 小橋　元 全国衛生学公衆衛生学教育協議会 獨協医科大学

委員 和田 裕雄 順天堂大学大学院

委員 柳澤　裕之 日本衛生学会 東京慈恵会医科大学

委員 大久保  靖司 日本産業衛生学会 東京大学

委員 山本 光昭 日本医療・病院管理学会 社会保険診療報酬支払基金本部

委員 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

委員 尾島  俊之 日本疫学会 浜松医科大学

委員 眞瀬  智彦 日本災害医学会 岩手医科大学

委員 大西  洋英 日本職業・災害医学会 独立行政法人労働者健康安全機構

委員 中澤　よう子 全国衛生部長会 神奈川県健康医療局

委員 山本  長史 全国保健所長会 北海道岩見沢保健所

委員 大久保  一郎 地方衛生研究所全国協議会 横浜市健康福祉局衛生研究所

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

一般社団法人　社会医学系専門医協会


