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資格審査委員会 

 委員長 檜山 英三   （理事） 

 副委員長 佐谷 秀行   （理事） 

  藤 也寸志 （理事） 

野々村 祝夫 （理事） 

 委員 岩田 卓 慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 

  佐伯 俊昭 埼玉医科大学国際医療センター 

  長島 文夫 杏林大学医学部 腫瘍内科 

  林 利彦 北海道大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面外科学教室 

  

教育委員会 

 委員長 滝口 裕一 （理事） 

 副委員長 井本 滋 （理事） 

  西村 恭昌 （理事） 

  南 博信 （理事） 

 委員 土原 一哉 国立がん研究センター先端医療開発センター 

  横井 左奈 千葉県がんセンター 遺伝子診断部 

  北野 滋久 がん研究会有明病院  がん免疫治療開発部 

  井上 真奈美 国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究部 

  水澤 純基 国立がん研究センター研究支援センター生物統計部 

  牛久 綾 東京大学大学院医学系研究科・医学部 統合ゲノム学 

  遠藤 正浩 千葉大学医学部附属病院 画像診断センター 

  調  憲 群馬大学医学部附属病院 肝胆膵外科 

  小野 麻紀子 がん研究会有明病院化学療法部 総合腫瘍科 

  林 秀敏 近畿大学医学部 内科学腫瘍内科学 

  各務 博 埼玉医科大学国際医療センター 呼吸器内科 

  生島 仁史 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 放射線治療学分野 

  松本 禎久 国立がん研究センター東病院 緩和医療科 

  和田 信 大阪国際がんセンター 心療・緩和科 

  岡本 渉 広島大学病院 がん治療センター 

  野口 瑛美 国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 

  岩立 康男 千葉大学 脳神経外科 

  丹生 健一 神戸大学 耳鼻咽喉科 

  竹内 裕也 浜松医科大学医学部 外科学第二講座 



 坂東 英明 国立がん研究センター東病院 消化管内科 

  佐竹 悠良 関西医科大学附属病院 がんセンター 

  上嶋 一臣 近畿大学 医学部 消化器内科 

  小田 竜也 筑波大学医学医療系 消化器外科 

  関 順彦 帝京大学 医学部内科学講座 腫瘍内科 

  髙橋 將人 国立病院機構北海道がんセンター 乳腺外科 

  大石 徹郎 鳥取大学医学部附属病院 女性診療科群 

  尾﨑 敏文 岡山大学 整形外科 

  杉元 幹史 香川大学 泌尿器科 

  藤原 康弘  筑波大学附属病院 皮膚科 

  矢野 真吾  東京慈恵会医科大学 腫瘍・血液内科 

  池添 隆之  福島県立医科大学 血液内科学講座 

  加藤 元博  東京大学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻小児医学講座 

 （テキスト・試験問題専門部会） 

 部会長 滝口 裕一 （理事） 

 委員 檜山 英三 （理事） 

  石川 秀樹 京都府立医科大学 分子標的癌予防医学 

  石倉 聡 名古屋市立大学大学院医学研究科共同研究教育センター中央放射線部 

  岡元 るみ子 千葉西総合病院 腫瘍内科 

  杉山 一彦 広島大学病院 がん化学療法科 

  辻 晃仁 香川大学医学部 臨床腫瘍学講座 

  土原 一哉 国立がん研究センター 先端医療開発センター  

  長島 文夫 杏林大学 腫瘍内科 

  長谷川 潔  東京大学大学院医学系研究科 臓器病態外科学 

  林 秀敏 近畿大学医学部 内科学腫瘍内科学 

   

 （Web試験問題専門部会） 

 部会長 岡元 るみ子 千葉西総合病院 腫瘍内科 

副部会長 杉山 一彦 広島大学病院 がん化学療法科 

 委員 清水 研  （監事） 

  藤原 俊義 （理事） 

  相原 聡美  佐賀大学医学部附属病院 産科婦人科 

  石倉 聡 名古屋市立大学大学院医学研究科共同研究教育センター中央放射線部 

  市川 度 昭和大学藤が丘病院 腫瘍内科 

  五嶋 孝博 がん・感染症センター都立駒込病院 骨軟部腫瘍科 

   



  角南 久仁子 国立がん研究センター研究所 ゲノム生物学研究分野 

  高橋 昌宏 東北大学病院 腫瘍内科 

  栃木 直文 東邦大学医学部 病院病理学講座 

  林 秀敏  近畿大学医学部 内科学腫瘍内科学 

  山内 智香子  滋賀県立総合病院 放射線治療科 

財務委員会 

 委員長 大江 裕一郎 （理事） 

 副委員長 佐谷 秀行 （理事） 

  中釜 斉 （理事） 

関連学会連絡委員会 

 委員長 馬場 秀夫 （理事） 

 副委員長 青木 大輔 （理事） 

  張替 秀郎 （理事） 

    

 関連学会（60学会、五十音順） 
  日本医学放射線学会、日本胃癌学会、日本化学療法学会、日本核医学会、日本家族性腫瘍学

会、日本眼科学会、日本がん検診・診断学会、日本肝臓学会、日本肝胆膵外科学会、日本緩
和医療学会、日本気管食道科学会、日本胸部外科学会、日本形成外科学会、日本外科学会、
日本血液学会、日本口腔外科学会、日本口腔腫瘍学会、日本甲状腺学会、日本呼吸器学会、
日本呼吸器外科学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本サイコオンコロジー学会、日本産科婦人
科学会、日本産科婦人科内視鏡学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本消化器がん検診学会、日本
消化器外科学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器病学会、日本小児科学会、日本小児外
科学会、日本小児血液・がん学会、日本小児放射線学会、日本食道学会、日本整形外科学会、
日本精神神経学会、日本染色体遺伝子検査学会、日本先天異常学会、日本大腸肛門病学会、
日本頭頸部癌学会、日本頭頸部外科学会、日本内科学会、日本内分泌学会、日本内分泌外科
学会、日本乳癌学会、日本乳癌検診学会、日本脳腫瘍学会、日本脳神経外科学会、日本肺癌
学会、日本泌尿器科学会、日本泌尿器科腫瘍学会、日本皮膚悪性腫瘍学会、日本皮膚科学会、
日本病理学会、日本婦人科がん検診学会、日本婦人科腫瘍学会、日本ペインクリニック学会、
日本放射線腫瘍学会、日本麻酔科学会、日本臨床細胞学会 

 

 

倫理委員会 

 委員長 青木 大輔 （理事） 

 副委員長 中山 治彦  （理事） 

  野々村 祝夫 （理事） 



広報・渉外委員会 

 委員長 張替 秀郎 （理事） 

 副委員長 西村 恭昌  （理事） 

  藤原 俊義 （理事） 

国・医学会等関連委員会 

 委員長 森 正樹 （理事） 

 副委員長 大江 裕一郎 （理事） 

  中山 治彦 （理事） 

がん関連患者団体連絡委員会 

 委員長 井本 滋  （理事） 

  副委員長 藤 也寸志 （理事） 

  南 博信 （理事） 

利益相反委員会 

 委員長 野々村 祝夫 （理事） 

 副委員長 馬場 秀夫 （理事） 

  藤原 俊義 （理事） 

セミナー・試験準備運営委員会  

 委員長 藤原 俊義 （理事） 

 

以上 

 

2021年 4月 1日現在 


