
理　事

役職 氏名 担当職務 所属

理事長 苛原 稔 　 　徳島大学　産婦人科

副理事長 落合 和德 関東地 担当   東京慈恵会 科大学　産婦人科

常務理事 寺本 勝寛 総務 　山梨県立中央病院 産婦人科

常務理事 大村 峯 会計 　こころ ら の元氣プ ザ　婦人科

常務理事 土橋 一慶 研修 　千 産婦人科 院

常務理事 鎌田 正晴 認定 / 中国 四国地 担当 　公立学校共 組合四国中央病院

常務理事 竹  茂樹 学術 　帝京大学　産婦人科

常務理事 藤井 知行 外 　東京大学　産婦人科

常務理事 谷 健一 編集 　防衛 科大学　産婦人科

常務理事 宮城 悦子 組織 　横浜市立大学　 ん総合 科学

常務理事 佐  正 将来計画 　北海道大学　保健科学研究院

理事 櫻木 範 北海道地 担当 　北海道大学　産婦人科

理事 小澤 信義 東北地 担当   わ女性総合ク ニック

理事 大道 正英 近畿地 担当 　大阪 科大学　産婦人科

理事 若槻 彦 中部 北陸地 担当 　愛知 科大学　産婦人科

理事 松 敬文 九 地 担当   まつ婦人科ク ニック

理事 藤野 敬史 　手稲渓仁会病院

理事 杉山 徹 　岩手 科大学　産婦人科

理事 井坂 惠一 　東京 科大学　産婦人科

理事 岡本 愛光 　東京慈恵会 科大学　産婦人科

理事 今野 良 　自治 科大学附属 い ま 療 ンタ 　産婦人科

理事 松 潔 　東京歯科大学市 総合病院　産婦人科

理事 平原 史樹 　横浜市立大学　産婦人科

理事 西  富 　静岡県立こ も病院

理事 種部 恭子 　女性ク ニックＷｅ富山

理事 水谷 浩 　 河乳 んク ニック

理事 橋 健 郎 　滋賀 科大学　女性診療科

理事 平松 祐司 　岡山大学　産科 婦人科

理事 加藤 聖子 　九 大学　産婦人科

理事 小林 裕 　鹿児島大学　産婦人科

理事 増﨑 英 　長崎大学　産婦人科

監　事

役職 氏名 担当職務 所属

監事 坂田 壽衛 　 　社会保険横浜中央病院

監事 植村 次雄 　  財 神奈 県労働衛生福祉協会

幹　事

役職 氏名 担当職務 所属

幹事長 漆  敬治 　 　徳島県鳴門病院　産婦人科

副幹事長 関根 憲 　 　 療法人社団憲信会 関根ウィメン ク ニック

幹事 加藤 剛志 総務 　徳島大学 産婦人科

幹事 村 浩一 会計 　徳島大学 予防 学

幹事 菊谷 真理子 研修 　日本 科大学　産婦人科

幹事 平野 浩紀 認定 　 知赤十字病院　産婦人科

幹事 山  美奈 学術   名 屋市立大学病院 乳腺内分泌外科

幹事 平池 修 外 　東京大学附属病院

幹事 笹 秀典 編集 　防衛 科大学 産婦人科

幹事 竹田 奈保子 組織 　井 レディ ク ニック　

幹事 小林 範子 将来計画 　北海道大学　産婦人科

幹事 永松 健 学会主催校 　 東京大学附属病院

幹事 小松 篤史 学会主催校 　 東京大学附属病院

一般社団法人 日本産婦人科乳腺医学会 　役員名簿　
任期：2016年3月6日～2018年社員総会終了時まで


