
（オ）オブザーバー

委員会 学術委員会 新生児委員会

主担当理事 滝田　順子 水野　克己
副担当理事 大賀　正一 森岡　一朗
副担当理事 丸尾　良浩

石戸美妃子 吉田　丈俊 赤嶺　陽子 田尻　達郎 齋藤　伸治 荒川　浩一 宮入　　烈 足立　　基 津川　　毅 荒堀　仁美
石毛　美夏 細野　茂春（オ） 阿部　裕一 田中　恭子 山岸　敬幸 石和田稔彦 森内　浩幸 新井　勝大 細矢　光亮 大西　　聡

委員 岩間　　達 石戸美妃子 豊野　学朋 新井　勝大 磯田　健志 山﨑　崇志 諫山　哲哉 和田　泰三 落合　正行
岩本　眞理 特別委員 伊藤　嘉規 西崎　直人 岡田　　賢 伊藤　純子 山本　幸代 石倉　健司 菱木はるか 久保井　徹
大森　多恵 酒井　理恵 井上　信明 西屋　克己 森岡　一朗 井上　登生 岩元　典子 伊藤　健太 多屋　馨子 天羽　清子 佐藤　義朗
勝田　友博 木村　　丈 今村　俊彦 野崎　太希 北畠　康司 今井　孝成 岡西　　徹 小川　優一 勝田　友博 乾　あやの 高橋　尚人
佐藤　晶論 細野　裕行 浮山　越史 橋爪　真弘 清水　俊明 榎　日出夫 加藤　温子 小橋　孝介 石和田稔彦 笠原　群生 戸石　悟司
佐藤　真理 大久保祐輔 長谷川俊史 中釜　　悠 遠藤　太郎 木下　眞里 利根川尚也 神谷　　元 近藤　宏樹 長屋　　建
田知本　寛 鹿島田健一 長谷川大輔 青木　洋子 大西　秀典 千先　園子 堀内　清華 西村　直子 鈴木　光幸 飛彈麻里子
田中　　完 加藤　元博 飛彈麻里子 江口真理子 鹿島田健一 中村　早希 松島　崇浩 宮入　　烈 須磨崎　亮 福原　里恵
手塚純一郎 金兼　弘和 藤岡　一路 鳴海　覚志 工藤豊一郎 難波　範行 山元　志穂 吉川　哲史 田中　孝明 松本　　敦
問田　千晶 日下　　隆 森貞　直哉 深見　真紀 呉　　宗憲 堀　　浩樹 余谷　暢之 天羽　清子 多屋　馨子 宮沢　篤生
久田　　研 熊谷　秀規 三宅　紀子 古庄　知己 堀内　清華 宮崎　雅仁 津川　　毅 山田　恭聖
平井　康太 近藤　宏樹 大友　義之（オ） 森　　　潤 小須賀基通 松井　彦郎 中野　貴司 別所　一彦 山田　洋輔
福島　慎二 酒井　規夫 特別委員 野津　寛大 小松　充孝 余谷　暢之 水野　由美 保科　隆之 和田　友香
藤永周一郎 島川　修一 高橋　　理 和田　泰三 齋藤　　陽 廣瀬　伸一(オ) 富樫　篤生 細矢　光亮 日下　　隆（オ）
松尾　真理 清水　正樹 水落　建輝 瀧谷　公隆 和田　和子(オ) 越田　理恵 宮入　　烈 東海林宏道（オ）
宮入　　烈 庄司　健介 宮村　能子 豊野　学朋 大宜見　力 虫明聡太郎
宮田　理英 杉浦　崇浩 渡邉健太郎 原　　光彦 前田　明彦 吉川　哲史
盛武　　浩 杉本　圭相 藤丸　季可 荒木かほる
安田　真之 高梨さやか 古荘　純一 保科　隆之
山中　　岳 滝沢　琢己 細野　茂春 野崎　昌俊
山西　愼吾 竹内　章人 三浦健一郎 高野　智子

委員会
小児医療

提供体制委員会
小児医療委員会 災害対策委員会 JPLS委員会 小児救急委員会 医療安全委員会 薬事委員会 広報委員会 情報管理委員会

主担当理事 平山　雅浩 藤枝　幹也 濱崎　考史 竹島　泰弘 竹島　泰弘 山岸　敬幸 伊藤　秀一 藤井　克則 真部　　淳
副担当理事 竹島　泰弘 平山　雅浩 三井　哲夫 丸尾　良浩 濱崎　考史 塚原　宏一 石崎　優子 高橋　義行 水野　克己
副担当理事 伊藤　秀一 松尾　宗明

稲毛　英介 横谷　　進（オ） 伊藤　英介 浅沼　秀臣 浅見　麻耶 赤嶺　陽子 天羽　清子 石戸美妃子 石垣　景子 伊東　幸恵 岡本健太郎
井上久美子 祝原　賢幸 網塚　貴介 石和田稔彦 石川　順一 鮎沢　　衛 岡本　吉生 石田　　悠 井上　信明 神谷　太郎

委員 祝原　賢幸 江口真理子 池田　俊郎 伊藤　友弥 伊藤　英介 池山　由紀 糟谷　周吾 伊藤　哲哉 梅原　　直 北野　尚美
植松　悟子 江原　　朗 市河　茂樹 祝原　賢幸 岡本　吉生 井上　信明 上村　克徳 岡田　邦之 岡橋　　彩 佐々木隆司
遠藤　明史 大山　昇一 北井　征宏 大木　　茂 加久翔太朗 植松　悟子 堤　　義之 金子　詩子 折本敦子グレイス 楢林　　敦
大野　拓郎 神薗　淳司 是松　聖悟 岡田　　広 賀来　典之 柏木　　充 冨田健太朗 栗山　　猛 加藤　元博 本荘　　哲
金井　雅代 黒木　春郎 荒堀　仁美 小松　充孝 高田　栄子 荻原　重俊 久保　達哉 神薗　淳司 芳賀　大樹 佐古まゆみ 香取　奈穂 巻和　佳奈
児玉　一男 児玉　一男 遠藤　明史 杉浦　至郎 冨田　　直 賀来　典之 齋藤　　康 黒澤　寛史 平本　龍吾 佐藤　淳子 北沢　　博 道端　伸明
阪下　和美 小山　典久 大山　昇一 鈴木　　博 長屋　　建 木村　重美 笹岡　悠太 小山　典久 藤原　直樹 富澤　大輔 塩濱　　直 森崎　菜穂
武田　充人 竹井　寛和 日下　　隆 田代　克弥 二宮　英一 久保　達哉 鈴木　研史 齋藤　　康 松井　彦郎 長崎　啓祐 谷河　　翠 江原　　朗（オ）
長井　典子 種市　尋宙 佐藤　淳子 田中　藤樹 野澤　正寛 清水　直樹 染谷　真紀 坂本　昌彦 松永　綾子 中村　秀文 西﨑　直人 清澤　伸幸（オ）
野坂クナウプ絵美里 二宮　英一 東海林宏道 田中　文子 別所　晶子 高橋　謙造 谷　　昌憲 竹井　寛和 朱田　博聖（オ） 橋本　浩一 深谷　信介 杉浦　至郎（オ）
福原　里恵 林　　泉彦 中林　洋介 種市　尋宙 宮田　理英 武　　純也 中林　洋介 竹田津原野 池山　由紀（オ） 平野　慎也 松永　綾子 奈倉　道明（オ）
松田　　正 松永　綾子 中村　秀文 土井庄三郎 柳　　貞光 中村　公俊 野村　　理 種市　尋宙 西原　正人（オ） 三浦　克志 宮入　　烈
儘田　光和 森　　伸生 平野　慎也 西内　律雄 山口　直人 古家　信介 藤森　　誠 鉄原　健一 福井　美保（オ） 三浦　　大 森川　和彦
村上　　潤 山口　直人 林　　泉彦 余谷　暢之 岬　　美穂 堀江　貞志 野澤　正寛 村山　　圭 森田久美子
森　　伸生 坂東　由紀 東　　　寛（オ） 和田　雅樹 水口　壮一 濱田　洋通 森川　和彦 山出　史也
柳町　昌克 渡部　誠一（オ） 鈴木　雄一（オ） 井田　孔明（オ） 山本　浩継 平本　龍吾 土田　　尚（オ） 山田　健太
柳本　嘉時 星野　陸夫（オ） 緒方　健一（オ） 吉野　智美 山本　英一 中川　雅生（オ） 山中　　岳
中林　洋介（オ） 中村　安秀（オ） 太田　邦雄（オ） 賀来　典之（オ） 犀川　　太（オ）
楠田　　聡（オ） 種市　尋宙（オ） 松裏　裕行（オ） 島袋　林秀（オ）
奥村　秀定（オ）
大山　昇一（オ）

オンライン診療検討
ＷＧ

ビタミンK製剤適正
使用ＷＧ

JPS-AAPこども
アドボカシーWG

原因不明の小児の急
性肝炎対策WG

山岸　敬幸

社会保険委員会

森岡　一朗

国際渉外委員会

齋藤　昭彦
高橋　義行
滝田　順子

委員会委員(2022.9.19現在)

和文誌編集委員会 英文誌編集委員会

大嶋　勇成

吉原　重美
真部　　淳

永田　　智
窪田　　満

窪田　　満
石崎　優子

予防接種・感染症対策委員会

齋藤　昭彦
塚原　宏一
森岡　一朗

用語委員会

真部　　淳



委員会
男女共同参画
推進委員会

こどもの生活
環境改善委員会

将来の小児科医
を考える委員会

倫理委員会 移行支援委員会
成育基本法推進委員

会
利益相反委員会

生涯教育・
専門医育成委員会

主担当理事 石崎　優子 高橋　義行 丸尾　良浩 三井　哲夫 窪田　　満 井原　健二 （岡　　明） 藤枝　幹也
副担当理事 大嶋　勇成 藤井　克則 井原　健二 大賀　正一 濱崎　考史 吉原　重美 伊藤　秀一
副担当理事 大嶋　勇成

新井　浩和 石倉亜矢子（オ） 赤坂真奈美 石井　隆大 荒木　俊介 伊藤　龍子 石倉　健司 盛一　享徳（オ） 阿部　裕一 今西　洋介 飯田香緒里 赤坂真奈美
伊藤友理枝 小西　央郎（オ） 赤嶺　陽子 伊藤友理枝 糸永　知代 掛江　直子 石毛　美夏 家原　知子 上原　里程 伊藤　浩明 秋岡　祐子

委員 内田　佳子 石毛　　崇 井上　信明 岩元　典子 神里　彩子 一ノ瀬英史 石毛　美夏 神薗　淳司 芝野　彰一 家原　知子
梶保　祐子 内山　　温 植松　悟子 大田　千晴 笹月　桃子 井上　貴仁 石﨑　優子 阪下　和美 長谷川俊史 遠藤　　周
加納　　原 江口真理子 大谷　良子 絹巻　暁子 種市　尋宙 井原　健二 一ノ瀬英史 田中　恭子 花輪　正明 太田　邦雄
神薗　淳司 太田　和秀 大平　智子 小泉美紀子 富永　牧子 今川　智之 掛江　直子 永光信一郎 大野　直幹
岸部　　峻 岡田　　賢 岡田あゆみ 小林　久人 中村　公俊 小関　道夫 賀藤　　均 西﨑　直人 岡﨑三枝子
木下あゆみ 加藤　英子 小倉加恵子 真田　和哉 長崎　啓祐 城戸佐知子 亀田　　誠 藤井智香子 小西　恵理
栗原八千代 金城　紀子 岸部　　峻 高澤　　啓 永山　悦子 鬼頭　浩史 河合　利尚 堀内　清華 関口進一郎
小鹿　　学 田中　朋美 木下あゆみ 高島　光平 西村　　力 黒澤　健司 川井　正信 三牧　正和 高村　昭輝
佐々木　理 長　　祐子 小橋　孝介 玉井　　資 福原　里恵 桑原絵里加 鬼頭　浩史 西屋　克己
澤田　博文 難波　範行 笹岡　悠太 玉崎　章子 前田　　潤 肥沼　悟郎 城戸佐知子 野村　　理
仙田　昌義 新田　雅彦 杉中　見和 鉄原　健一 増子　孝徳 清水　泰岳 熊谷　秀規 平本　龍吾
田島　大輔 野上　和剛 仙田　昌義 村上てるみ 右田　王介 富澤　大輔 肥沼　悟郎 安田　真之
塚原　紘平 山田　寛之 田中　大介 松島　卓哉（オ） 三山佐保子 成田　雅美 佐古まゆみ
沼口　　敦 吉兼由佳子 松井　拓也 山本　俊至 長谷川俊史 田中　恭子
前田　　亮 岡崎三枝子（オ） 丸山　朋子 横野　　恵 増田　　敬 新関　寛徳
松田　裕介 鈴木　康之（オ） 尾内　一信（オ） 吉村　　博 松藤　　凡 坂東　由紀
丸山　朋子 奥山眞紀子（オ） 余谷　暢之 宮前多佳子 松藤　　凡
溝口　史剛 作田　亮一（オ） 奧山　虎之（オ） 吉田　和恵 吉橋　博史
諸橋　　環 竹井　寛和（オ） 芳本　誠司 芳本　誠司
山岡　祐衣 田中　恭子（オ） 賀藤　　均（オ）
安　　炳文（オ） 種部　恭子（オ） 小牧　宏文（オ）

日本小児医療保健協議会合同委員会

委員会
中央資格認定

委員会
試験運営委員会

専門医制度
運営委員会

働き方改革検討
WG

新型コロナウイルス
感染症対策WG

栄養委員会
治療用ミルク安定

供給委員会
重症心身障害児(者)
・在宅医療委員会

主担当理事 塚原　宏一 吉原　重美 大賀　正一 平山　雅浩 齋藤　昭彦 水野　克己 水野　克己 松尾　宗明
副担当理事 永田　　智 井原　健二 滝田　淳子 石崎　優子 永田　　智 永田　　智 藤枝　幹也
副担当理事 伊藤　秀一

芦田　　明 秋岡　祐子 足立　壯一 荒堀　仁美 石井　隆大 伊藤　節子 伊藤　哲哉 石井　光子
足立　壯一 石黒　　精 清水　俊明 石毛　　崇 井上　信明 恵谷　ゆり 川井　正信 石渡　久子

委員 森岡　一朗 石毛　美夏 鈴木　康之 江原　　朗 是松　聖悟 奥村　彰久 瀧谷　公隆 岩本彰太郎
大賀　正一 井田　孔明 高橋　尚人 大田　千晴 齋藤　昭彦 加藤　育子 中野　有也 大瀧　　潮
笹原　洋二 伊藤　秀一 高村　昭輝 大山　昇一 竹島　泰弘 川井　正信 中村　公俊 小篠　史郎
澤田　雅子 稀代　雅彦 土井庄三郎 金城　紀子 谷河　　翠 北中　幸子 青天目　信 川村健太郎
島袋　林秀 小西　恵理 西屋　克己 日下　　隆 多屋　馨子 櫻井基一郎 藤永周一郎 竹本　　潔
高橋　尚人 鈴木　康之 松原　知代 高澤　　啓 平本　龍吾 清水　俊明 村山　　圭 永江　彰子
竹村　　司 関口進一郎 三浦健一郎 種市　尋宙 宮入　　烈 東海林宏道 三平　　元（医） 中村　和幸
塚原　宏一 竹島　泰弘 宮入　　烈 濱田　洋通 山口　直人 瀧谷　公隆 酒井　規夫（保） 奈倉　道明
春名　英典 中島　陽一 吉川　哲史 坂東　由紀 山田　健太 時田　章史 花木　啓一(保） 余谷　暢之
真部　　淳 成相　昭吉 平本　龍吾 三平　　元（医） 松藤　　凡（外） 小林　拓也（医）
三浦健一郎 西屋　克己 福原　里恵 桑田　弘美（保） 三尾　　仁（医）
宮島　雄二 野村　　理 儘田　光和 田附　裕子（外） 小沢　　浩（保）
吉良龍太郎（オ） 長谷川真理 道端　伸明 花木　啓一（保） 高田　　哲（保）
久保　俊英（オ） 松尾　宗明 原　　光彦（保） 渕上　達夫（保）
田中亮二郎（オ） 森岡　一朗 山内　　健（外） 臼井　秀仁（外）
豊野　学朋（オ） 吉井　勝彦 山田　洋平（外） 谷口　由枝（外）
中根　貴弥（オ） 吉川　哲史 位田　　忍（オ） 仲野　敦子（外）
中山　佳子（オ） 田中　大介（オ） 鈴木　郁子（オ） (医)：日本小児科医会代表
南雲　　淳（オ） 中村　知夫（オ） (保)：日本小児保健協会代表

三浦　清邦（オ） (外)：日本小児期外科系関連学会協議会代表
望月　成隆（オ）

三井　哲夫

予防のための子どもの死亡検証委員会

松尾　宗明
窪田　　満

小児慢性疾病委員会

窪田　　満


