
● 委員会構成（任期：2022年1月27日から2024年に開催される社員総会まで）
2022年1月28日現在

（敬称略）

委員長 副／WG長 委員

I.　質の高い疫学研究の実施

疫学リソース利用促進委員会 岡村　智教 慶應義塾大学

古元　重和（外部委員） 厚生労働省老健局老人保健課

リンケージ基盤推進WG 若井　建志 名古屋大学

平松　達雄 国際医療福祉大学未来研究支援センター 

安藤　雄一 国立保健医療科学院

伊藤　ゆり 大阪医科薬科大学研究支援センター

川戸　美由紀 藤田医科大学

清水　厚志（外部委員） 岩手医科大学医歯薬総合研究所

既存疫学研究データ資源化・共有・活用WG 神田　秀幸 岡山大学

中村　好一 自治医科大学

漆原　尚巳 慶應義塾大学

大西　浩文 札幌医科大学

杉山　大典 慶應義塾大学

倫理問題検討委員会 栗山　進一 東北大学

目時　弘仁 東北医科薬科大学

馬場　幸子 大阪大学

井上　悠輔 東京大学

II.　国民の理解、行政・臨床との連携

学会等連携推進委員会 曽根　博仁 新潟大学

中田　由夫 筑波大学

堀川　千嘉 新潟県立大学

川崎　良 大阪大学

鵜川　重和 大阪市立大学

山本　精一郎 国立がん研究センター

桑原　恵介 帝京大学

藤原　和哉 新潟大学

禁煙推進学術ネットワーク連絡WG 片野田　耕太 国立がん研究センター　

島津　太一 国立がん研究センター

本庄　かおり 大阪医科薬科大学

鈴木　孝太 愛知医科大学

田淵　貴大 大阪国際がんセンター

姜　英 産業医科大学

尾崎　米厚 鳥取大学

松山　祐輔 東京医科歯科大学

多様性（ダイバーシティー）促進委員会 村上　義孝 東邦大学

Grant Eric 放射線影響研究所　

黒谷　佳代 昭和女子大学

寳澤　篤 東北大学　東北メディカルメガバンク機構

杉山　裕美 放射線影響研究所

野田　龍也 奈良県立医科大学

道川　武紘 東邦大学

広報委員会 金子　聰 長崎大学

疫学リテラシー普及促進WG 福島　若葉（兼　副委員長） 大阪市立大学

松田　智大 国立がん研究センター

原　めぐみ 佐賀大学

八谷　寛 名古屋大学

寳澤　篤 東北大学　東北メディカルメガバンク機構

大藤　さとこ 大阪市立大学大学

桑原　恵介 帝京大学

メディア連携WG 近藤　尚己 京都大学

齋藤　英子 国立国際医療研究センター

山崎　新 国立環境研究所

藤野　善久 産業医科大学産業生態科学研究所

小山　史穂子 大阪国際がんセンター

柿崎　真沙子 名古屋市立大学大学院

田中　宏和　 三重大学大学院医学系研究科

長嶺　由衣子　 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

福井　敬祐 広島大学

村上　慶子 東北大学東北メディカル・メガバンク機構

III.　国際社会のリーダー国際社会のリーダー

JE編集委員会 片野田　耕太 （* 委員リス ト末尾参照） 国立がん研究センター

国際化推進委員会 郡山　千早 鹿児島大学

伊藤　ゆり 大阪医科薬科大学　研究支援センター

大西　一成 聖路加国際大学

白井　こころ 大阪大学

林　　櫻松 愛知医科大学

後藤　あや 福島県立医科大学

片桐　諒子 国立がん研究センター

齋藤　英子 国立国際医療研究センター

IV.　そのための基盤形成

疫学専門家委員会（改名） 尾島　俊之 浜松医科大学

認定試験WG（改名） 井上　茂 東京医科大学

藤吉　朗 和歌山県立医科大学

村上　義孝 東邦大学

大木　いずみ 埼玉県立大学

尾瀬　功 愛知県がんセンター研究所

後藤　温 横浜市立大学

資格審査WG 小橋　元 獨協医科大学

中田　由夫（副WG長） 筑波大学

朝倉　敬子（副WG長） 東邦大学
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大久保　孝義 帝京大学

原　めぐみ　 佐賀大学

目時　弘仁 東北医科薬科大学

学術委員会（新規） 三浦　克之 滋賀医科大学

疫学教育推進WG 本庄　かおり（兼　副委員長） 大阪医科薬科大学

後藤　温 横浜市立大学

陣内　裕成 日本医科大学

鈴木　孝太 愛知医科大学

長嶺　由衣子 東京医科歯科大学医学部付属病院

清原　康介 大妻女子大学

長谷田　真帆 京都大学

疫学研究推進WG（新規） 三浦　克之 滋賀医科大学

上原　里程 国立保健医療科学院

月野木　ルミ 東京医科歯科大学

秦　　淳 九州大学

平田　匠 北海道大学

久松　隆史 岡山大学

杉山　裕美 放射線影響研究所

COI委員会 有馬　久富 福岡大学

郡山　千早（副委員長） 鹿児島大学

八谷　寛 名古屋大学

岩田　広治（外部会員） 愛知県がんセンター中央病院

藤吉　朗 和歌山県立医科大学

選挙規定検討委員会 有馬　久富 福岡大学

郡山　千早（副委員長） 鹿児島大学

岩崎　基 国立がん研究センター

久松　隆史 岡山大学

永井　雅人 東京医科歯科大学

選挙管理委員会（継続） 福田　吉治 帝京大学大学院

（2021年1月～2023年1月）

総務委員会 菊池　宏幸 東京医科大学

北村　哲久 大阪大学

喜多村　祐里 大阪市こころの健康センター

今野　弘規 大阪大学

郡山　千早 鹿児島大学

財務担当理事 関根　道和 富山大学

井上　真奈美 国立がん研究センター

外部組織の委員
日本医学会評議員 玉腰　曉子 北海道大学

日本医学会連絡委員 井上　真奈美 国立がん研究センター

日本医学会医学用語委員 藤原　武男 東京医科歯科大学

日本医学会医学用語代委員 相田　潤 東京医科歯科大学

全国公衆衛生関連学協会連絡協議会 玉腰　曉子 北海道大学

社会医学系専門医協会理事 井上　茂 東京医科大学

同企画調整委員会委員 尾島　俊之 浜松医科大学

同研修プログラム認定委員会委員 小橋　元 獨協医科大学

同専門医・指導医認定委員会委員 井上　茂 東京医科大学

同専門医認定試験分科会委員 大久保　孝義 帝京大学

＊ JE編集委員会委員（任期つき） 片野田　耕太 国立がん研究センター

近藤　尚己 京都大学

浦山　ケビン 聖路加国際大学

中村　幸志 琉球大学

寳澤　篤 東北大学　東北メディカルメガバンク機構

村上　義孝 東邦大学

福島　若葉 大阪市立大学

相田　潤　 東北大学

後藤　あや 福島県立医科大学

原　めぐみ 佐賀大学

西山　毅 名古屋市立大学

鈴木　孝太 愛知医科大学

康永　秀生 東京大学

本庄　かおり 大阪医科大学

奥村　泰之 医療経済研究機構

有馬　久富 福岡大学

大平　哲也 福島県立医科大学

後藤　温 横浜市立大学

村山　洋史 東京都健康長寿医療センター研究所

山岸　良匡 筑波大学

八谷　寛 名古屋大学

頼藤　貴志 岡山大学

澤田　典絵 国立がん研究センター

清原 康介 大妻女子大学

黒谷　佳代 昭和女子大学

道川　武紘 東邦大学

伊藤　ゆり 大阪医科大学研究支援センター

桜井　良太 東京都健康長寿医療センター

高橋　邦彦 東京医科歯科大学

辻　真弓 産業医科大学

和田　恵子 岐阜大学

竹内　研時 名古屋大学

阿江　龍介 自治医科大学

菖蒲川　由郷 新潟大学

鈴木　越治 岡山大学

片桐　諒子 国立がん研究センター

中田　由夫 筑波大学（2022年1月就任）

田栗　正隆 横浜市立大学（2022年1月就任）

尾瀬　功 愛知県がんセンター研究所（2022年1月就任）

松尾　恵太郎（顧問） 愛知県がんセンター研究所

Chen, Wanqing National Cancer Center（中国）

Wang, Peiyu Peking University（中国）

Gallus, Silvano Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (イタリア）

Shin, Aesun Seoul National Unviersity（韓国）

Kim, Sun-Young National Cancer Center（韓国）（2022年1月就任）


