
一般社団法人日本老年歯科医学会  各種委員会委員名簿（2020-2021年度） 2021/1/21

各種委員会：委員定員（副委員長含む）および委員　＜◎委員長、○副委員長、【　】規程指定、（　）通例・前例・関連性など＞

理事長 水口俊介 （幹事：鈴木啓之）

副理事長 羽村　章 (定款第18条2） 片倉　朗

総務担当 上田貴之 （幹事：竜 正大）

渉外（IAGG-AOR） 松尾浩一郎

学術委員会 ◎ 池邉一典 ○ 古屋純一 猪原 健 上田貴之 金澤　学 田村文誉 永尾　寛 松尾浩一郎

山崎　裕 山本　健 吉田光由 津賀一弘（オブザーバー） （幹事：高橋利士）

編集委員会                ◎ 小野高裕 ○ 枝広あや子 會田英紀 岩崎正則 梅本丈二 大野友久 柏﨑晴彦 久保田一政

田村文誉 内藤真理子 堀　一浩（幹事兼任）

財務委員会               ◎ 山崎　裕 ○ 那須郁夫 渡邊　裕  （幹事：岡田和隆）

教育委員会　　　　　　　　◎ 小笠原正 ○ 會田英紀 有友たかね 伊藤加代子 大渡凡人 菅野亜紀 村田比呂司

（幹事：中根綾子）

社会保険委員会    ◎ 菊谷　武 ○ 糸田昌隆 秋野憲一 石黒幸枝 猪原 健 恒石美登里 古屋純一 細野 純

佐藤裕二（オブザーバー） （幹事：佐川敬一朗）

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ委員会 ◎ 戸原　玄 ○ 古屋純一 大橋伸英 田村文誉 中川量晴 中島純子 堀　一浩 水谷慎介

山口真広 渡邊賢礼 （幹事　吉見 佳那子）

在宅歯科医療委員会 ◎ 佐藤裕二 ○ 小玉　剛 猪原　光 小原由紀 金久弥生 菊谷　武 菅　武雄 花形哲夫

米山武義 渡邊　裕 渡部芳彦 （幹事：古屋純一）

（オブザーバー） 猪原　健 河野雅臣 吉田光由

摂食嚥下 ◎ 吉田光由 ○ 野原幹司 飯田貴俊 飯田良平 石田 瞭 大岡貴史 玉田泰嗣 田村文誉

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ委員会 中川量晴 藤井　航 三串伸哉 (幹事：高橋賢晃）

国際渉外委員会      　  ◎ 松尾浩一郎 ○ 金澤　学 池邉一典 遠藤眞美 小野高裕 多田紗弥夏 原田和昭 渡邊　裕

太田　緑（幹事兼任）

広報委員会　　　 ◎ 河相安彦 ○ 糸田昌隆 飯田　崇 織田展輔 小原由紀 貴島真佐子 伊藤誠康（幹事兼任）

研修委員会 ◎ 竹島　浩 ○ 岩佐康行 潮田高志 大神浩一郎 金久弥生 久保田一政 田中　彰

田村暢章（幹事兼任）

学術用語委員会         ◎ 大神浩一郎 ○ 三浦宏子 大渡凡人 小野高裕（編集） 阪口英夫 弘中祥司 山内智博 吉成伸夫

大久保真衣（幹事兼任）

歯科衛生士関連委員会             ◎ 石黒幸枝 ○ 菅野亜紀 伊藤加代子 草間里織 阪口英夫 須田牧夫 高柳久与 藤原千尋

藤原ゆみ 森下志穂 小原由紀（幹事兼任）

認定制度委員会      ◎ 柏﨑晴彦 ○ 藤井　航 井関史子 梅本丈二 大野友久 岡田和隆 河相安彦 高橋一也【問題】

竹内一夫 竹島浩【研修】 縄稚久美子 元橋靖友 （幹事：山添淳一）

専門医試験問題委員会 ◎ 高橋一也 ○ 飯田良平 柏崎晴彦【制度】 小松知子 杉原直樹 野原幹司 原　哲也 久野彰子

山本龍生 横山祐子 渡邊　裕 （幹事：川本章代）

多職種連携委員会 ◎ 岩佐康行 ○ 渡部芳彦 有松ひとみ 金子信子 柴﨑美紀 本川佳子 若杉葉子（幹事兼任）

（オブザーバー） 我妻将喜

支部・地域保健 ◎ 平野浩彦 ○ 糸田昌隆 梅本丈二 枝広あや子 木村年秀 佐々木健 佐藤　保 高田　靖

医療福祉委員会 高橋一也 畠山桂郎 森田　薫 森田一彦 山崎　裕 （幹事：小原由紀）

学会間連携委員会 ◎ 弘中祥司 ○ 岩渕博史 河相安彦 永田千里 中村全宏 細矢哲康 （幹事:石川健太郎）

表彰委員会 ◎ 米山武義 ○ 田中　彰 足立　融 桑澤実希 寺中　智 吉川峰加 （幹事：森田一彦）

規程委員会 ◎ 阪口英夫 ○ 中村弘之 上田貴之（総務） 粟屋剛 鈴木史彦 （幹事：遠藤真美）

倫理委員会 ◎ 服部佳功 ○ 會田英紀 糸田昌隆【倫審】 大井　孝 小林琢也 菅　武雄【利益相反】

（幹事：田中恭恵）

倫理審査委員会 ◎ 糸田昌隆 ○ 細矢哲康 中川量晴 吉川峰加  星野由美   服部佳功(倫理) （幹事：貴島真佐子）

小畑　真【外部委員】 藤沼　聡【外部委員】 奥野健太郎【時限委員】

利益相反委員会 ◎ 菅　武雄 ○ 杉原直樹 小笠原正 服部佳功（倫理） 三浦雅明 （幹事：赤松那保）

特任委員会 ◎ 大野友久 ○ 岩佐康行 梅田慈子 金森大輔 貴島真佐子 阪口英夫 松尾浩一郎 元橋靖友

（病院歯科） （幹事：尾崎研一郎）

特任委員会 ◎ 吉田光由 秋野憲一 伊藤加代子 糸田昌隆 岩佐康行 岩崎正則 小原由紀 菊谷　武

（2021老健事業事業） 小玉　剛 阪口英夫 恒石美登里 中川量晴 中島純子 西恭宏 平野浩彦

古屋純一 水谷慎介 本川佳子 渡部芳彦 渡邊　裕（幹事兼任）

内ケ島伸也（外部） 大河内二郎（外部） 竹内研時（外部）

フレイル・ロコモWG ◎ 池邉一典 ○ 渡邊　裕 平野浩彦 松尾浩一郎 八田昂大

監事（2020-2023) 森戸光彦 山根源之

戸原　玄（ガイドライン：オブ）

石井良昌（ＮＳＴ、病院歯科） 阪口英夫（慢性期、終末期医療） 三木次郎（在宅、在宅医療連合会）


