
 

 

（2018年 1月現在） 

日本肥満症治療学会役員名簿                    

役職   氏名     担当職務 
 

理 事 長  白井 厚治  プログラム委員会委員長、教育委員会顧問 

       

副理事長  松原 久裕  外科部会会長、国際部日本代表 

IFSO-APC日本支部長、ASMBS日本支部長 

 医療安全対策委員会委員長、財務委員会委員長 

副理事長        龍野 一郎 事務局長、教育委員会委員長、学術研究推進委員会委員長

 肥満症の総合的治療ガイド編集委員長、「肥満症治療学展

 望」編集委員会委員長  

 

理 事（外科系） 内田 英二 

理 事（外科系） 海野 倫明 

理 事（外科系） 岡住 慎一  外科手術データベース委員会委員長 

理 事（外科系） 笠間 和典   IFSO-APC事務局長、ASMBS事務局長 

理 事（外科系） 北野 正剛 

理 事（外科系） 黒川 良望  教育委員会顧問 

理 事（外科系） 桑野 博行 

理 事（外科系） 佐々木 章   外科治療ガイドライン策定委員会委員長、 

      肥満外科手術認定制度委員会委員長 

理 事（外科系） 柴田 近 

理 事（外科系） 瀬戸 泰之  保険診療委員会委員長 

理 事（外科系） 土岐 祐一郎 

理 事（外科系） 細谷 好則 

理 事（外科系） 森 俊幸 

理 事（外科系） 吉田 和弘 

理 事（外科系） 内藤 剛 

理 事（内科系） 伊藤 裕 

理 事（内科系） 及川 眞一     

理 事（内科系） 柏木 厚典 

理 事（内科系） 片桐 秀樹 

理 事（内科系） 門脇 孝 

理 事（内科系） 川上 正舒  会計担当 

理 事（内科系） 木村 穣 

理 事（内科系） 下村 伊一郎 

理 事（内科系） 西川 哲男 

理 事（内科系） 前川 聡 

理 事（内科系） 宮崎 滋 

理 事（内科系） 井上 郁夫 

理 事（神経系） 野崎 剛弘   

理 事（栄養系） 中村 丁次 

理 事（栄養系） 足立 香代子 

理 事（運動療法系） 田中 喜代次 

理 事（運動療法系） 勝川 史憲 

理 事（小児科系）  岡田 知雄  小児肥満に対する将来的外科治療の適用委員会委員長 

 

監   事（外科系） 佐々木 巖   

監   事（外科系） 矢永 勝彦     会計担当 

監   事（内科系） 横手 幸太郎    会計担当、薬物治療委員会委員長、日本肥満学会との 

          学術集会共同開催推進委員会委員長 

 



 

 

名誉会長  （内科系） 齋藤 康 

永久会員 （外科系） 川村 功      国際肥満外科連盟(IFSO)終身会員 

名誉会員 （外科系） 谷 徹 

  

評議員（外科系） 54名 

愛甲 丞 會津 恵司      青木 保親   Alan Lefor 池田 哲夫  

板本 敏行 一瀬 正治 稲嶺 進    井上 健太郎  岩田 辰吾  

海老原 裕磨     大垣 雅晴 大城 崇司   太田 正之 岡島 正純  

緒方 杏一 小座本 雄軌 柏木 秀幸      加藤 良二      金子 弘真  

金高 賢悟      木下 敬弘 木村 理        木山 輝郎      楠 正人  

栗田 信浩 兒玉 多曜 児玉 佳之 後藤 満一      小西 文雄  

今野 弘之 阪倉 長平 清水 英治 篠原 尚        関 洋介   

瀧口 修司 谷 眞至 土屋 誉 戸川 剛 永井 英司  

中川 晃一 萩原 明郎 畑尾 史彦 林 秀樹 東口 髙志       

檜井 孝夫 平野 聡    宮崎 安弘      宮澤 幸正      持木 彫人  

山口 剛    山崎 純也 山本 寛        山下 裕玄 

  

評議員（内科系） 66名 

浅原 哲子 東 宏一郎 池上 博司 石垣 泰 石橋 俊  

入江 潤一郎 植木 浩二郎 卯木 智 大家 理恵 大野 敦     

小川 晋 小川 佳宏       小鳥 真司 小野 正文 小山 朝一  

加隈 哲也   鎌田 哲郎 河田 純男 河野 幹彦 川村 光信  

北原 綾        木下 誠 窪田 直人 小暮 彰典 後藤 尚  

小林 淳二      古家 大祐 齋木 厚人 西原 利治 坂根 直樹  

佐々木 洋光   下瀬川  徹      砂山 聡 代田 浩之 高岡 俊夫  

竹本 稔 多田 紀夫      田中 明 田中 逸 田中 智洋     

塚本 和久 辻野 元祥   寺本 民生      東條 美奈子 徳永 勝人  

徳山 宏丈      戸邉 一之 中里 雅光      難波 光義 西尾 善彦  

福島 清香 武城 英明 前田 和久      正木 孝幸   松浦 文三  

松島 照彦      南 勲     村野 俊一 森 昌朋    森野 勝太郎    

安田 和基 山内 敏正 山田 悟    山田 祐一郎    吉田 俊秀    

綿田 裕孝 

 

評議員（小児科系） 5名 

有阪 治 大関 武彦 杉原 茂孝 舘野 昭彦 原 光彦 

 

評議員（精神科系） 6名 

浅川 明弘 乾 明夫 桂川 修一      小牧 元 中野 弘一  

林 果林  

 

評議員（スポーツ医学、運動療法） 3名 

石井 好二郎  柴田 洋孝 中田 由夫 

 

評議員（栄養系） 9名 

岡本 智子   金子 和枝 川島 由起子 吉川 絵梨 木暮 香織  

鮫田 真理子  長井 直子   野本 尚子   安井 洋子 

 

評議員（看護系） 5名 

飯塚 理江   伊波 早苗 鈴木 康美 園田 和子      玉川 智子 

 

評議員（ソーシャルワーカー系） 1名 

中里 哲也 


