
日本臨床腫瘍学会 理事・協議員名簿

2023年05月23日 現在

理事長 1名

石岡 千加史 東北大学大学院医学系研究科・医学部

副理事長 2名

高山 哲治 徳島大学大学院

田村 研治 島根大学医学部附属病院

理事 20名

安藤 雄一 名古屋大学医学部附属病院

池田 公史 国立がん研究センター東病院

石岡 千加史 東北大学大学院医学系研究科・医学部

岩田 広治 愛知県がんセンター

大江 裕一郎 国立がん研究センター中央病院

木下 一郎 北海道大学病院

佐治 重衡 福島県立医科大学

高野 利実 がん研究会有明病院

高山 哲治 徳島大学大学院

田村 研治 島根大学医学部附属病院

津端 由佳里 島根大学医学部附属病院

中島 貴子 京都大学大学院医学研究科

西尾 和人 近畿大学医学部

馬場 英司 九州大学大学院

藤原 康弘 国立がん研究センター中央病院

堀田 勝幸 岡山大学病院

室 圭 愛知県がんセンター

矢野 聖二 金沢大学附属病院

山本 一仁 愛知県がんセンター

吉野 孝之 国立がん研究センター東病院

監事 3名

上野 誠 神奈川県立がんセンター

仁保 誠治 獨協医科大学

米盛 勧 国立がん研究センター中央病院
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協議員 389名

青江 啓介 山口宇部医療センター

赤司 浩一 九州大学大学院

朝比奈 肇 北海道がんセンター

東 公一 久留米大学

東 光久 奈良県総合医療センター

荒尾 晴惠 大阪大学大学院医学系研究科

荒金 尚子 佐賀大学

有山 寛 北九州市立医療センター

安藤 正志 愛知県がんセンター

安藤 雄一 名古屋大学医学部附属病院

井岡 達也 山口大学医学部附属病院

池添 隆之 福島県立医科大学

池田 公史 国立がん研究センター東病院

石岡 千加史 東北大学大学院医学系研究科・医学部

石川 和宏 北陸大学

石黒 洋 埼玉医科大学国際医療センター

石塚 賢治 鹿児島大学病院

泉 浩二 金沢大学附属病院

市川 度 昭和大学藤が丘病院

市原 英基 岡山大学病院

伊豆津 宏二 国立がん研究センター中央病院

伊藤 研一 信州大学

伊藤 薫樹 岩手医科大学附属病院

伊藤 芳紀 昭和大学医学部

井上 彰 東北大学大学院

井上 政弥 島根大学医学部附属病院

今村 知世 昭和大学

今村 善宣 神戸大学医学部附属病院

井山 諭 札幌医科大学附属病院

岩佐 悟 中外製薬株式会社

岩朝 勤 近畿大学病院

岩田 広治 愛知県がんセンター

岩間 映二 九州大学病院

上田 弘樹 公立那賀病院

内野 慶太 NTT東日本関東病院
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協議員 389名

海野 正俊 金田病院

宇良 敬 京都医療センター

浦川 浩 名古屋大学医学部附属病院

宇和川 匡 東京慈恵会医科大学

江崎 泰斗 九州がんセンター

衣斐 寛倫 愛知県がんセンター

江見 泰徳 福岡県済生会福岡総合病院

大泉 聡史 北海道がんセンター

大江 裕一郎 国立がん研究センター中央病院

大川 恵 聖路加国際病院

大木 恵美子 ファイザー株式会社

大嶋 琴絵 静岡県立静岡がんセンター

大谷 彰一郎 大谷しょういちろう乳腺クリニック

大津 敦 国立がん研究センター東病院

大沼 啓之 札幌医科大学附属病院

大堀 久詔 石巻赤十字病院

大山 優 亀田総合病院

岡川 泰 斗南病院

岡田 守人 広島大学病院

岡村 篤夫 加古川中央市民病院

岡本 勇 九州大学大学院医学研究院

岡本 耕一 徳島大学病院

岡本 龍郎 別府医療センター

岡元 るみ子 千葉西総合病院

岡本 渉 広島大学病院

沖 英次 九州大学大学院

沖田 南都子 国立がん研究センター中央病院

奥坂 拓志 国立がん研究センター中央病院

尾阪 将人 がん研究会有明病院

尾崎 由記範 がん研究会有明病院

小野 麻紀子 がん研究会有明病院

尾上 琢磨 兵庫県立がんセンター

小野澤 祐輔 静岡県立静岡がんセンター

解良 恭一 埼玉医科大学国際医療センター包括的がんセンター

掛地 吉弘 神戸大学大学院医学研究科
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笠原 寿郎 日本医科大学

柏田 孝美 近畿大学病院

片山 英樹 岡山大学病院

勝俣 範之 日本医科大学武蔵小杉病院

加藤 健 国立がん研究センター中央病院

加藤 誠之 岩手県立中央病院

加藤 俊介 順天堂大学大学院医学研究科

加藤 淳二 札幌清田病院

加藤 晃史 神奈川県立がんセンター

門脇 重憲 愛知県がんセンター

金井 雅史 京都大学大学院医学研究科

金田 裕靖 大阪公立大学大学院医学研究科

神谷 悦功 西尾病院

川井 章 国立がん研究センター中央病院

川上 尚人 近畿大学病院

川口 知哉 大阪公立大学大学院

河田 健司 藤田医科大学

河原 昌美 愛知学院大学

川本 泰之 北海道大学病院

神田 慎太郎 信州大学医学部

神田 善伸 自治医科大学附属病院

菊地 尚平 富山大学 医学部

岸 和弘 徳島赤十字病院

岸 一馬 東邦大学医療センター大森病院

北尾 章人 兵庫県立はりま姫路総合医療センター

北川 智余恵 名古屋医療センター

北川 善子 九州がんセンター

北野 滋久 がん研究会有明病院

北村 晋志 高松市立みんなの病院

北村 寛 富山大学

木下 一郎 北海道大学病院

木下 朝博 愛知県赤十字血液センター

金 容壱 淀川キリスト教病院

清井 仁 名古屋大学大学院医学系研究科

清田 尚臣 神戸大学医学部附属病院
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日本臨床腫瘍学会 理事・協議員名簿
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協議員 389名

桐戸 敬太 山梨大学医学部附属病院

草場 仁志 浜の町病院

工藤 敏啓 大阪国際がんセンター

國頭 英夫 日本赤十字社医療センター

久保 寿夫 岡山大学病院

久保木 恭利 国立がん研究センター東病院

久保田 馨 日本医科大学

久山 彰一 岩国医療センター

倉田 宝保 関西医科大学附属病院

桑山 美幸 九州医療センター

釼持 広知 静岡県立静岡がんセンター

洪 泰浩 和歌山県立医科大学

上月 稔幸 四国がんセンター

古川 孝広 がん研究会有明病院

小島 隆嗣 国立がん研究センター東病院

小谷 昌広 鳥取大学医学部附属病院

小林 心 さいたま赤十字病院

小林 幸夫 名戸ヶ谷病院

小船 雅義 札幌医科大学附属病院

小松 嘉人 北海道大学病院

小山 隆文 国立がん研究センター中央病院

小山 富美子 神戸市看護大学

近藤 千紘 国立がん研究センター東病院

後藤 愛実 大阪医科薬科大学病院

後藤 悌 国立がん研究センター中央病院

西條 康夫 新潟大学大学院医歯学総合研究科

斎藤 佳菜子 三重大学医学部附属病院

佐伯 浩司 群馬大学大学院医学系研究科

坂井 大介 大阪国際がんセンター

酒井 瞳 昭和大学

坂井 美佳 四国がんセンター

酒井 リカ 神奈川県立がんセンター

佐川 保 北海道がんセンター

櫻井 麗子 群馬大学医学部附属病院

佐々木 治一郎 北里大学
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笹田 伸介 広島大学病院

佐治 重衡 福島県立医科大学

佐竹 悠良 高知大学医学部

佐藤 温 弘前大学大学院医学研究科

佐藤 太郎 大阪大学医学部附属病院

佐藤 勉 富山大学附属病院

佐藤 康史 徳島大学大学院医歯薬学研究部

澤 祥幸 和光会グループ訪問診療センター

澤木 正孝 愛知県がんセンター

枝園 忠彦 岡山大学病院

重岡 靖 淀川キリスト教病院

篠崎 勝則 県立広島病院

柴田 和彦 厚生連高岡病院

柴田 浩行 秋田大学大学院医学系研究科

柴田 義宏 福岡和白病院

嶋本 隆司 MSD株式会社

清水 千佳子 国立国際医療研究センター病院

清水 俊雄 和歌山県立医科大学

清水 康 北海道大学病院

下井 辰徳 国立がん研究センター中央病院

下方 智也 名古屋大学医学部附属病院

下田 和哉 宮崎大学

下平 秀樹 東北医科薬科大学医学部

下村 昭彦 国立国際医療研究センター病院

宿谷 威仁 順天堂大学

白石 猛 松山赤十字病院

調 憲 群馬大学大学院医学系研究科

進藤 吉明 中通総合病院

菅野 かおり 日本看護協会神戸研修センター

菅原 俊一 仙台厚生病院

杉尾 賢二 大分大学

杉本 直俊 大阪国際がんセンター

鈴木 賢一 東京薬科大学

鈴木 達也 国立がん研究センター中央病院

須藤 一起 国立がん研究センター中央病院
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砂川 優 聖マリアンナ医科大学

角 美奈子 東京都健康長寿医療センター

清家 正博 日本医科大学付属病院

関 順彦 帝京大学

関 義信 新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター・魚沼基幹病院

関根 郁夫 筑波大学

瀬戸 貴司 九州がんセンター

髙島 淳生 国立がん研究センター中央病院

高瀬 直人 宝塚市立病院

高田 弘一 札幌医科大学附属病院

高野 利実 がん研究会有明病院

高橋 和久 順天堂大学大学院医学研究科

高橋 俊二 がん研究会有明病院

高橋 信 仙台厚生病院

高橋 勉 島根大学医学部附属病院

高橋 利明 静岡県立静岡がんセンター

高橋 將人 北海道がんセンター

高橋 雅信 東北大学大学院医学系研究科

高橋 昌宏 宮城県立がんセンター

高張 大亮 がん研究会有明病院

高畠 大典 四国がんセンター

髙松 泰 福岡大学医学部

高見 朋子 ギリアド・サイエンシズ株式会社

高山 浩一 京都府立医科大学大学院

高山 哲治 徳島大学大学院

瀧川 奈義夫 川崎医科大学総合医療センター

滝口 裕一 千葉大学大学院医学研究院

武田 晃司 西日本がん研究機構

武田 真幸 奈良県立医科大学

武田 祐子 慶應義塾大学

竹中 克斗 愛媛大学大学院医学系研究科

立原 素子 神戸大学大学院医学研究科

田中 薫 近畿大学病院

田中 謙太郎 九州大学病院

田中 吏佐 浜の町病院
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田中 亮多 マサチューセッツ総合病院

田辺 裕子 虎の門病院

谷岡 真樹 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

谷口 浩也 愛知県がんセンター

田原 信 国立がん研究センター東病院

田端 雅弘 岡山大学病院

田村 研治 島根大学医学部附属病院

田村 真吾 九州医療センター

田村 孝雄 近畿大学奈良病院

醍醐 弥太郎 滋賀医科大学

駄賀 晴子 大阪市立総合医療センター

千葉 奈津子 東北大学加齢医学研究所

陳 勁松 がん研究会有明病院

塚本 憲史 群馬大学医学部附属病院

辻 晃仁 香川大学

辻 靖 斗南病院

土橋 賢司 九州大学病院

土原 一哉 国立がん研究センター先端医療開発センター

津端 由佳里 島根大学医学部附属病院

鶴谷 純司 昭和大学 先端がん治療研究所

鶴見 寿 松波総合病院

寺尾 まやこ 東海大学

寺田 智祐 京都大学医学部附属病院

照井 康仁 埼玉医科大学

戸井 雅和 東京都立駒込病院

遠山 竜也 名古屋市立大学大学院医学研究科

時任 高章 久留米大学

徳留 なほみ 静岡県立静岡がんセンター

徳永 えり子 九州がんセンター

富岡 佳久 東北大学大学院

土井 俊彦 国立がん研究センター東病院

土井 美帆子 県立広島病院

土橋 史明 東京慈恵会医科大学附属第三病院

内藤 陽一 国立がん研究センター東病院

猶木 克彦 北里大学
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中川 和彦 近畿大学医学部

中坂 広昭 中外製薬株式会社

中島 貴子 京都大学大学院医学研究科

中村 健一 国立がん研究センター中央病院

中山 季昭 埼玉県立がんセンター

永井 功造 愛媛県立中央病院

永井 成勲 埼玉県立がんセンター

長坂 律子 武田薬品工業株式会社

長瀬 通隆 佐久医療センター

永根 基雄 杏林大学医学部付属病院

長藤 宏司 久留米大学病院

並川 健二郎 国立がん研究センター中央病院

縄田 修一 昭和大学横浜市北部病院

新倉 直樹 東海大学

新美 三由紀 佐久医療センター

西尾 和人 近畿大学医学部

西尾 誠人 がん研究会有明病院

西岡 安彦 徳島大学大学院

西澤 綾 東京都立駒込病院

仁科 智裕 四国がんセンター

西村 直樹 聖路加国際病院

西村 倫子 Memorial Sloan Kettering Cancer Center

西村 明子 がん研究会有明病院

西森 久和 岡山大学病院

野上 尚之 愛媛大学大学院医学系研究科

軒原 浩 国立国際医療研究センター

野口 瑛美 国立がん研究センター中央病院

濱口 哲弥 埼玉医科大学国際医療センター

濱田 哲暢 国立がん研究センター研究所

浜本 康夫 慶應義塾大学

林 秀敏 近畿大学病院

林 龍二 富山大学附属病院

原 文堅 がん研究会有明病院

原田 大二郎 四国がんセンター

原野 謙一 国立がん研究センター東病院
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張替 秀郎 東北大学病院

馬場 英司 九州大学大学院

馬場 秀夫 熊本大学病院

坂東 英明 国立がん研究センター東病院

日野 雅之 大阪公立大学

平川 昌宏 北海道がんセンター

廣中 秀一 杏林大学医学部

深田 一平 がん研究会有明病院

深堀 理 京都大学医学部附属病院

福岡 和也 近畿大学病院

福田 耕二 秋田大学大学院医学系研究科

福田 実 長崎県島原病院

福原 達朗 宮城県立がんセンター

福原 規子 東北大学病院

藤川 幸司 北海道がんセンター

藤阪 保仁 大阪医科薬科大学

藤澤 知巳 群馬県立がんセンター

藤澤 文絵 大阪国際がんセンター

藤田 行代志 群馬県立がんセンター

藤見 章仁 札幌清田病院

藤本 伸一 岡山労災病院

藤原 康弘 国立がん研究センター中央病院

藤原 豊 愛知県がんセンター

船越 洋平 神戸大学医学部附属病院

別所 昭宏 岡山赤十字病院

細川 歩 宮崎大学医学部附属病院

細川 忍 岡山赤十字病院

細野 亜古 国立がん研究センター東病院

細見 幸生 東京都立駒込病院

堀田 勝幸 岡山大学病院

堀尾 芳嗣 愛知県がんセンター

堀之内 秀仁 国立がん研究センター中央病院

本田 琢也 長崎大学病院

朴 成和 東京大学医科学研究所附属病院

前嶋 愛子 国立がん研究センター中央病院
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前田 修 名古屋大学医学部附属病院

前田 英紀 明治薬科大学

前田 征洋 製鉄記念室蘭病院

前田 嘉信 岡山大学

前門戸 任 自治医科大学

牧野 好倫 埼玉医科大学国際医療センター

牧山 明資 岐阜大学医学部附属病院

増田 隆明 九州大学病院別府病院

増田 慎三 名古屋大学大学院医学系研究科

増田 昌人 琉球大学病院

松岡 広 神戸大学大学院医学研究科

松原 伸晃 国立がん研究センター東病院

松久 哲章 日本病院薬剤師会

松村 到 近畿大学医学部

松本 光史 兵庫県立がんセンター

松本 繁巳 京都大学大学院医学研究科

丸山 大 がん研有明病院

三浦 徳宣 愛媛大学大学院医学系研究科

三浦 裕司 虎の門病院

三嶋 裕子 がん研究会有明病院

水柿 秀紀 北海道がんセンター

三谷 絹子 獨協医科大学

三ツ木 健二 佐世保共済病院

満間 綾子 名古屋大学医学部附属病院

湊 浩一 群馬県立がんセンター

南 博信 神戸大学大学院医学研究科

南 陽介 国立がん研究センター東病院

宮西 浩嗣 札幌医科大学

宮本 弘志 徳島大学大学院医歯薬学研究部

三輪 啓介 久留米大学病院

向井 博文 国立がん研究センター東病院

向原 徹 国立がん研究センター東病院

武藤 理 秋田赤十字病院

武藤 学 京都大学大学院医学研究科

棟方 理 国立がん研究センター中央病院
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村上 晴泰 静岡県立静岡がんセンター

村上 好恵 東邦大学

村瀬 和幸 札幌医科大学附属病院

室 圭 愛知県がんセンター

百田 洋之 国立長寿医療研究センター

森 毅彦 東京医科歯科大学

森 由希子 京都大学医学部附属病院

森田 佐知 名古屋大学医学部附属病院

森山 一郎 島根大学医学部附属病院

森山 雅人 新潟大学大学院医歯学総合研究科

薬師神 公和 神戸大学医学部附属病院

薬師神 芳洋 愛媛大学

安井 久晃 神戸市立医療センター中央市民病院

安本 和生 金沢医科大学

栁谷 典子 がん研究会有明病院

柳原 一広 関西電力病院

矢野 真吾 東京慈恵会医科大学附属病院

矢野 聖二 金沢大学附属病院

矢野 篤次郎 別府医療センター

山内 高弘 福井大学

山口 研成 がん研究会有明病院

山崎 健太郎 静岡県立静岡がんセンター

山田 忠明 京都府立医科大学

山本 一仁 愛知県がんセンター

山本 信之 和歌山県立医科大学

結城 敏志 北海道大学病院

温泉川 真由 がん研究会有明病院

横田 知哉 静岡県立静岡がんセンター

吉岡 孝志 山形大学

吉岡 弘鎮 関西医科大学附属病院

吉川 三保子 敦賀医療センター

吉田 こず恵 岩手県立胆沢病院

吉田 健史 近畿大学病院

吉田 達哉 国立がん研究センター中央病院

吉野 孝之 国立がん研究センター東病院
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米村 雅人 国立がん研究センター東病院

渡邉 純一郎 順天堂大学大学院医学研究科

渡辺 隆 三重大学大学院医学系研究科

渡邊 裕之 福岡徳洲会病院
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