
（資料 2） 
 

2022.10 月時点 

日本 DOHaD 学会 役員・委員 

 

顧 問    

安次嶺 馨（沖縄県立中部病院） 有阪 治（獨協医科大学）  

板橋 家頭夫（昭和大学）  伊藤 裕（慶應義塾大学） 

井村 裕夫（先端医療振興財団） 内山 聖（魚沼基幹病院）  

大竹 文雄（大阪大学）  緒方 勤（浜松医科大学） 

 岡田 知雄（神奈川工科大学） 岡村 州博（東北公済病院） 

 小川 佳宏（九州大学）  加 藤  則 子 （ 札 幌 保 健 医 療 大 学 ）

 岸 玲子（北海道大学）  金山 尚裕（浜松医科大学）  

楠田 聡（杏林大学）  佐川 典正（洛和会音羽病院） 

冨樫 健二（三重大学）  塩田 邦郎（早稲田大学） 

武見 ゆかり（女子栄養大学） 遠山 千春（筑波大学）  

松田 義雄（医療法人社団東寿会） 村上 哲男（帝塚山大学） 

森 臨太郎（国連 UNFPA）  山城雄一郎（順天堂大学）  

横山 徹爾（国立保健医療科学院） 

 

名誉理事長 

福岡 秀興（福島県立医科大学）  

 

理事長 

伊東 宏晃（浜松医科大学） 

 

副理事長 

古谷 健一（防衛医科大学校） 

 

理事 

後藤 貴文（鹿児島大学） 

佐田 文宏（中央大学） 

根本 崇宏（日本医科大学） 

堀川 玲子（国立成育医療研究センター）    

 

代議員   

     池ノ上 学（慶應義塾大学）  大隅 典子（東北大学） 



菊池 透（埼玉医科大学）  小西 香苗（昭和女子大学） 

菅原 準一（東北大学）  杉山 隆（愛媛大学） 

鈴木 孝太（愛知医科大学）  鈴木 啓二（東海大学） 

土屋 賢治（浜松医科大学）  栃谷 史郎（鈴鹿医療科学大学） 

中野 有也（昭和大学）  西郡 秀和（福島県立医科大学） 

野原 恵子（国立環境研究所） 橋本 貢士（獨協医科大学） 

秦 健一郎（国立成育医療研究センター）松﨑 秀夫（福井大学） 

宮坂 尚幸（東京医科歯科大学） 望月 和樹（山梨大学） 

森 千里（千葉大学）    安田 和基（杏林大学） 

 

幹事長 

濱田 裕貴（東北大学） 

幹事 

鹿嶋 晃平（東京大学）  春日 義史（慶應義塾大学）   

北野 尚美（和歌山県立医科大学） 金高 有里（札幌保健医療大学） 

久保 佳範（慶應大学）  佐藤いずみ（日本赤十字看護大学） 

佐野 光枝（滋賀県立大学）  東海林宏道（順天堂大学）   

鈴木 礼子（日本女子大学）  藤田 愛（山形大学医学部看護学科） 

横田 理（国立医薬品食品衛生研究所） 

 

会計監事  

久保田 健夫（聖徳大学） 

佐川 典正（洛和会音羽病院） 

山城 雄一郎（順天堂大学） 

  

 

広報・渉外委員会  

堀川 玲子（国立成育医療研究センター）（委員長） 

大隅 典子（東北大学）  鹿嶋 晃平（東京大学） 

春日 義史（慶應大学）  河合智子（国立成育医療研究センター） 

金高 友里（札幌保健医療大学） 小西香苗（昭和女子大学）  

櫻井 健一（千葉大学）  佐田 文宏（中央大学） 

鈴木 孝太（愛知医科大学）  杉山 隆（愛媛大学） 

野原 恵子（国立環境研究所）  

古谷 健一（防衛医科大学校） 

藤田 愛（山形大学医学部看護学科） 

宮坂 尚幸（東京医科歯科大学） 望月 和樹（山梨大学） 



横田 理（国立医薬品食品衛生研究所） 

 

ホームページ・ニュースレター委員会 

根本 崇宏（日本医科大学）（委員長） 池ノ上 学（慶應義塾大学） 

春日 義史（慶應大学）  金高 友里（札幌保健医療大学） 

久保 佳範（慶應大学）  小西 香苗（昭和女子大学） 

佐藤いずみ（日本赤十字看護大学） 鈴木 啓二（東海大学）、 

藤田 愛（山形大学医学部看護学科） 

   

学術委員会・学術情報発信委員会 

後藤 貴文（鹿児島大学）（委員長） 

菊池 透（埼玉医科大学）  佐藤 いずみ（日本赤十字看護大学） 

栃谷 史郎（鈴鹿医療科学大学） 西郡 秀和（福島県立医科大学） 

橋本 貢士（獨協医科大学）  秦 健一郎（国立成育医療研究センター） 

濱田 裕貴（東北大学）  松﨑 秀夫（福井大学）  

望月 和樹（山梨大学）  森 千里（千葉大学） 

安田 和基（杏林大学）  横田 理（国立医薬品食品衛生研究所） 

 

国際 DOHaD 学会学術集会日本招致委員会 

 伊東 宏晃（浜松医科大学）（委員長） 

堀川 玲子（国立成育医療研究センター）（副委員長） 

池ノ上 学（慶應義塾大学）  後藤 貴文（鹿児島大学） 

佐田 文宏（中央大学）  菅原 準一（東北大学） 

土屋 賢治（浜松医科大学）  中野 有也（昭和大学） 

根本 崇宏（日本医科大学）  濱田 裕貴（東北大学） 

古谷 健一（防衛医科大学校） 

  

若手登用委員会 

伊東 宏晃（浜松医科大学）（委員長） 

池ノ上 学（慶應義塾大学）  久保 佳範（慶應大学） 

東海林宏道（順天堂大学）   

古谷 健一（防衛医科大学校） 

中野 有也（昭和大学）  濱田 裕貴（東北大学）  

望月 和樹（山梨大学） 

 

倫理審査・利益相反（COI）委員会 

中野 有也（昭和大学）（委員長）  



宇田川 潤（滋賀医科大学）  栃谷 史郎（鈴鹿医療科学大学） 

 

学会誌・学術図書編集委員会 

佐田 文宏（中央大学）（委員長） 

池ノ上 学（慶應義塾大学）  大隅 典子（東北大学） 

春日 義史（慶應義塾大学）  菊池 透（埼玉医科大学） 

  東海林宏道（順天堂大学）  中村 彰男（実践女子大学） 

  橋本 貢士（獨協医科大学）  濱田 裕貴（東北大学） 

  松﨑 秀夫（福井大学）  森 千里（千葉大学）   

森崎 菜穂（国立成育医療研究センター）安田 和基（杏林大学） 

 

トラベルアワード選定・その他施行細則の整理と運営に関する委員会 

西郡 秀和（福島県立医科大学）（委員長）   

鹿嶋 晃平（東京大学）  久保 佳範（慶應大学） 

 野原 恵子（国立環境研究所） 橋本貢士（獨協医科大学） 

 濱田 裕貴（東北大学）  宮坂  尚幸（ 東京医 科歯科 大 学 ）

 目時 弘仁（東北医科薬科大学） 古谷 健一（防衛医科大学校） 

 

 

分科会に関する委員会 

１）DOHaD疫学セミナー 

佐田 文宏（中央大学）（代表世話人） 

大西 一成（聖路加国際大学） 小西 香苗（昭和女子大学） 

顧 艶紅（前大阪医科薬科大学）  西條 泰明（旭川医科大学） 

櫻井 健一（千葉大学）   鈴木 孝太（愛知医科大学） 

竹内 文乃（慶應義塾大学）   春名 めぐみ（東京大学）  

目時 弘仁（東北医科薬科大学） 

 

２）臨床 DOHaD セミナー 

中野 有也（昭和大学）（代表世話人） 

 

３）DOHaD寺子屋  

福岡 秀興（福島県立医科大学）（塾長）  

池ノ上 学（慶應義塾大学）   久保 佳範（慶應大学） 

佐藤 いずみ（日本赤十字看護大学）  東海林 宏道（順天堂大学） 

中村 彰男（実践女子大学）    

横田 理（国立医薬品食品衛生研究所） 



 

４）若手の会/DOHaD-Japan Affiliated Society Trainee Organization (ASTRO) 

濱田 裕貴（東北大学）（代表世話人） 

 

事務局 古谷 健一（防衛医科大学校）（事務局長） 

 

以上 


