
JACE委員会（2021年11月現在）

役職
氏名

（敬称略）
所属

委員長 中村　哲也 獨協医科大学

藤森　俊二 日本医科大学千葉北総病院

林田　真理 杏林大学

矢野　智則 自治医科大学

委員長 松本　主之 岩手医科大学

山本　博徳 自治医科大学

斎藤　豊 国立がん研究センター中央病院

江﨑　幹宏 佐賀大学

委員長 藤本　一眞 国際医療福祉大学

辻　　陽介 東京大学

稲森　正彦 横浜市立大学

坂田　資尚 佐賀大学

藤原　靖弘 大阪市立大学

委員長 加藤　智弘 東京慈恵会医科大学

藤本　一眞 国際医療福祉大学

樋口　和秀 大阪医科薬科大学

城　　卓志 蒲郡市民病院

松本　啓志 川崎医科大学

櫻井　俊之 東京慈恵会医科大学

斎藤　彰一 がん研有明病院

委員長 今枝　博之 埼玉医科大学

遠藤　豊 大船中央病院

城　　卓志 蒲郡市民病院

内藤　裕二 京都府立医科大学

委員長 緒方　晴彦 慶應義塾大学

中村　正直 名古屋大学

細江　直樹 慶應義塾大学

加藤　智弘 東京慈恵会医科大学

今枝　博之 埼玉医科大学

岡　　志郎 広島大学

大森　鉄平 東京女子医科大学

委員長 樋口　和秀 大阪医科薬科大学

緒方　晴彦 慶應義塾大学

渡辺　憲治 兵庫医科大学

斎藤　豊 国立がん研究センター中央病院

中村　正直 名古屋大学

委員長 大塚　和朗 東京医科歯科大学

樋口　和秀 大阪医科薬科大学

緒方　晴彦 慶應義塾大学

山本　博徳 自治医科大学

渡辺　憲治 兵庫医科大学

松田　知己 仙台厚生病院
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委員長 斎藤　豊 国立がん研究センター中央病院

相原　弘之 東京慈恵会医科大学

角川　康夫 国立がん研究センター中央病院

矢野　智則 自治医科大学

委員長 大宮　直木 藤田医科大学

緒方　晴彦 慶應義塾大学

斎藤　豊 国立がん研究センター中央病院

中山　佳子 信州大学

委員長 山本　博徳 自治医科大学

副委員長 中村　哲也 獨協医科大学

大塚　和朗 東京医科歯科大学

赤松　泰次 長野県立信州医療センター　

松橋　信行 NTT東日本関東病院

渡辺　憲治 兵庫医科大学

坂本　博次 自治医科大学

堀田　直樹 増子記念病院

光藤　章二 京都九条病院

中路　幸之助 中江病院

小林　拓 北里研究所病院

用語小委員会 小委員長 渡辺　憲治 兵庫医科大学

オブザーバー 中村　哲也 獨協医科大学

中村　正直 名古屋大学

矢野　智則 自治医科大学

角川　康夫 国立がん研究センター中央病院

山田　篤生 お茶の水駿河台クリニック

野﨑　良一 のざき消化器IBDクリニック

委員長 江﨑　幹宏 佐賀大学

オブザーバー 中村　哲也 獨協医科大学

中堀　昌人 仙台厚生病院

藤田　朋紀 愛育病院

渡部　宏嗣 若宮渡部医院

細江　直樹 慶應義塾大学

大澤　恵 浜松医科大学

半田　修 川崎医科大学

岡　　志郎 広島大学

林田　真理 杏林大学

委員長 塩谷　昭子 川崎医科大学

江﨑　幹宏 佐賀大学

半田　修 川崎医科大学

中村　正直 名古屋大学

河上　真紀子 川崎医科大学

岡田　修一 聖路加国際病院

松本　裕子 阪和住吉総合病院
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委員長 藤森　俊二 日本医科大学千葉北総病院

副委員長 大宮　直木 藤田医科大学

副委員長 塩谷　昭子 川崎医科大学

副委員長 加藤　智弘 東京慈恵会医科大学

副委員長 岡　　志郎 広島大学

オブザーバー 中村　哲也 獨協医科大学

オブザーバー 渡部　宏嗣 若宮渡部医院

ブロック長 勝木　伸一 小樽掖済会病院

藤田　朋紀 愛育病院

佐川　保 北海道がんセンター

ブロック長 松田　知己 仙台厚生病院

引地　拓人 福島県立医科大学

冨樫　一智 福島県立医科大学 会津医療センター　

ブロック長 藤森　俊二 日本医科大学千葉北総病院

中村　哲也 獨協医科大学

渡部　宏嗣 若宮渡部医院

加藤　智弘 東京慈恵会医科大学

林田　真理 杏林大学

山田　篤生 お茶の水駿河台クリニック

細江　直樹 慶應義塾大学

大森　鉄平 東京女子医科大学

ブロック長 大宮　直木 藤田医科大学

中村　正直 名古屋大学

堀田　直樹 増子記念病院

北村　和哉 金沢大学

平松　活志 福井大学

ブロック長 渡辺　憲治 兵庫医科大学

能田　貞治 みどりヶ丘病院

島谷　昌明 関西医科大学

ブロック長 塩谷　昭子 川崎医科大学

岡　　志郎 広島大学

川野　誠司 岡山大学

小林　三善 KKR高松病院

半田　修 川崎医科大学

ブロック長 江﨑　幹宏 佐賀大学

金城　徹 琉球大学
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