
学会役職 氏名 所属
顧問 高久　史麿

学会役職 氏名 所属
名誉 入谷　明 近畿大学　生物理工学部
名誉 毛利　秀雄
名誉 谷澤　修
名誉 友田　豊
名誉 園田　俊郎
名誉 森　崇英 愛寿会同仁病院内　ＮＰＯ法人生殖再生医学アカデミア
名誉 森　純一
名誉 柏木　登
名誉 三河　春樹
名誉 佐藤　和雄
名誉 永田　行博 鹿児島大学医学部　産科婦人科学教室
名誉 村松　喬 名古屋大学
名誉 牧野　恒久 （社）有隣厚生会東部病院
名誉 星　元紀 放送大学
名誉 久保　春海
名誉 森　庸厚
名誉 佐治　文隆 市立芦屋病院
名誉 梅咲　直彦 和泉市立病総合医療センター　婦人科
名誉 神崎　秀陽 関西医科大学　産科学婦人科学教室
名誉 田中　憲一
名誉 石塚　文平 医療法人社団　ローズレディースクリニック
名誉 藤野　敏則 フィオーレ第一病院
名誉 平松　祐司 地方独立行政法人　岡山市立総合医療センター
名誉 岡部　勝 大阪大学微生物病研究所　附属遺伝情報実験センター
名誉 鎌田　正晴 公立学校共済組合四国中央病院
名誉 苛原　稔 徳島大学大学院医歯薬学研究部
名誉 金山　尚裕 静岡医療科学専門大学校
名誉 木曽　康郎 九州栄養福祉大学　植物栄養部
名誉 古谷　健一 防衛医科大学校　産科婦人科学講座
名誉 山本　樹生 春日部市立医療センター
名誉 大槻　勝紀 大阪医科大学

顧問

名誉会員



学会役職 氏名 所属

理事長 伊藤　正裕 東京医科大学　人体構造学分野

常任理事
(庶務)

柴原　浩章 兵庫医科大学　産科婦人科学講座

常任理事
(会計)

楢原　久司 大分大学医学部　産科婦人科

常任理事
(編集)

藤井　知行 山王病院　産婦人科

常任理事
(渉外)

山田　秀人　 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院　不育症センター

常任理事
(広報)

伊川　正人 大阪大学微生物病研究所

常任理事
(学術)

瀧澤　俊広 日本医科大学　解剖学講座（分子解剖）

常任理事
(倫理)

前田　長正 高知大学　医学部産科婦人科

学会役職 氏名 所属
理事 大須賀　穣 東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科
理事 大道　正英 大阪医科大学　産婦人科学教室
理事 尾畑　やよい 東京農業大学　動物発生工学研究室
理事 片渕　秀隆 熊本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門生体機能病態学講座　婦人科学分野

理事 加藤　容子 近畿大学農学部バイオサイエンス学科　動物発生工学研究室
理事 金山　喜一 日本大学　生物資源科学部獣医学科
理事 川名　敬 日本大学医学部　産婦人科学系婦人科分野
理事 木村　正 大阪大学大学院医学系研究科　産科学婦人科学講座
理事 木村　直子 山形大学大学院農学研究科　動物機能調節学分野
理事 工藤　美樹 広島大学医学部　産婦人科学
理事 小林　浩 奈良県立医科大学　産婦人科
理事 古山　将康 大阪市立大学大学院医学研究科　生殖発生発育病態学
理事 島田　昌之 広島大学大学院 　生物圏科学研究所 生殖内分泌学
理事 下屋　浩一郎 川崎医科大学　産婦人科学
理事 杉　俊隆 杉ウイメンズクリニック　不育症研究所
理事 杉浦　真弓 名古屋市立大学大学院医学研究科　産科婦人科
理事 杉野　法広 山口大学医学部　産婦人科
理事 高桑　好一 新潟県厚生連新潟医療センター　産婦人科
理事 田中　宏幸 兵庫医科大学　産科婦人科学講座
理事 寺田　幸弘 秋田大学大学院医学系研究科医学専攻　機能展開医学系産婦人科学講座
理事 中島　彰俊 富山大学医学部　産科婦人科学教室
理事 中塚　幹也 岡山大学大学院保健学研究科　成育加齢領域
理事 永松　健 東京大学医学部医学科　産婦人科学教室
理事 奈須　家栄 大分大学　医学部産科婦人科
理事 早川　智 日本大学医学部　病態病理学系微生物学分野
理事 原田　省 鳥取大学医学部　産科婦人科学教室
理事 藤澤　正人 神戸大学大学院医学系研究科　腎泌尿器科学
理事 藤原　浩 金沢大学 医薬保健研究域医学系分子移植学　産科婦人科学教室
理事 若山　友彦 熊本大学大学院生命科学研究部　生体微細構築学分野
監事 齋藤　滋 国立大学法人　富山大学
監事 竹下　俊行 日本医科大学付属病院　産婦人科

理事長・常任理事

理事・監事・幹事



学会役職 氏名 所属
評議員 相澤　志保子 日本大学医学部　病態病理学系微生物学分野
評議員 荒木　慶彦 順天堂大学大学院医学研究科　性差環境医学研究所
評議員 石橋　宰 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科応用生命科学専攻　生命機能科学分野生体高分子機能学研究室

評議員 市川　剛 日本医科大学武蔵小杉病院
評議員 伊藤　理廣 社会保険群馬中央総合病院　産婦人科
評議員 蝦名　康彦 北海道大学大学院保健科学研究院　創成看護学分野
評議員 太田　邦明 東邦大学医学部　産科婦人科学教室
評議員 大橋　一友 大手前大学国際看護学部
評議員 岡田　弘 獨協医科大学越谷病院　泌尿器科
評議員(庶務幹事) 小川　夕輝 東京医科大学　人体構造学分野
評議員 沖　利通 鹿児島大学病院　女性診療センター
評議員 尾崎　康彦 名古屋市立大学大学院医学研究科　生殖・遺伝医学（産科婦人科学）
評議員 カーン　カレク 京都府立医科大学　産婦人科教室
評議員 片野　衣江 産婦人科かたのクリニック
評議員 鎌田　泰彦 岡山大学大学院医歯学総合研究科　産科・婦人科学教室
評議員 上浦　祥司 大阪府立病院機構大阪国際がんセンター　婦人科
評議員 曲　寧 東海大学医学部基礎医学系生体構造機能学領域
評議員 北宅　弘太郎 リプロダクションクリニック大阪
評議員 日下部　健 山口大学農学部獣医学科　生体機能学講座
評議員 桑原　慶充 日本医科大学　産婦人科学教室　
評議員 甲賀　かをり 東京大学医学部　産科婦人科学教室
評議員 河野　康志 大分大学医学部　産婦人科
評議員 小林　護 木場公園クリニック　リサーチ部門
評議員 酒井　正利 厚生連高岡病院　産婦人科
評議員 坂本　泰樹 カノヤトラベルメディカ
評議員 佐々木　泰 厚生連高岡病院　産婦人科
評議員 里見　操緒 東府中病院　産婦人科
評議員(庶務幹事) 島　友子 富山大学医学部　産科婦人科
評議員 島田　茂樹 医療法人マミーズクリニック　マミーズクリニックちとせ
評議員 高見澤　聡 杉山産婦人科　新宿
評議員 竹下　直樹 東邦大学医学部　産婦人科第一講座
評議員 谷井　一郎 富山大学大学院　医学薬学研究部・生物学
評議員 谷村　憲司 神戸大学医学部付属病院　総合周産期母子医療センター　産科
評議員 千島　史尚 日本大学医学部　産婦人科
評議員 月森　清巳 福岡市立こども病院
評議員 筒井　建紀 JCHO大阪病院
評議員 出口　雅士 神戸大学大学院医学研究科　地域社会医学健康科学講座
評議員 寺山　隼人 東海大学医学部　基礎医学系生体構造機能学
評議員 徳永　葉 徳永医院
評議員 内藤　宗和 愛知医科大学医学部　解剖学講座
評議員 鍋田　基生 医療法人ヒューマンリプロダクション　つばきウイメンズクリニック
評議員 成瀬　勝彦 聖パルナバ病院
評議員 根岸　靖幸 日本医科大学　微生物免疫学教室
評議員(庶務幹事) 福井　淳史 兵庫医科大学　産科婦人科学講座
評議員 藤井　俊策 エフ.クリニック　産婦人科
評議員 松林　秀彦 リプロダクションクリニック大阪
評議員 松原　和衛 岩手大学動物医科学系　動物科学課程
評議員 松本　浩道 宇都宮大学農学部　生物資源科学科　動物育種繁殖学研究室
評議員 三室　卓久 みむろウィメンズクリニック
評議員 柳　由紀 西砂川病院　産婦人科
評議員 山下　隆博 総合母子保健センター愛育病院　産婦人科
評議員 山本　哲史 徳島市民病院　産婦人科
評議員 山谷　文乃 兵庫医科大学　産科婦人科学講座
評議員 吉武　洋 順天堂大学大学院　環境医学研究所
評議員 吉野　修 北里大学　産婦人科
評議員 脇本　裕 兵庫医科大学　産科婦人科学講座

評議員


