日本臨床腎移植学会 各種委員会 平成３０年４月１日～
総務委員会（アドホック：法人化委員会）
委員長

剣持

委

湯沢 賢治 （国立病院機構水戸医療センター 臨床研究部）

員

敬 （藤田保健衛生大学医学部 移植・再生医学）

牛込 秀隆 （京都府立医科大学 移植・一般外科）
渡井 至彦 （名古屋第二赤十字病院 移植外科）
吉田 克法 （奈良県立医科大学泌尿器科）
吉田 一成 （北里大学医学部新世紀医療開発センター）
秋岡 清一 （近江八幡市立総合医療センター 外科）
伊藤 泰平 （藤田保健衛生大学医学部 移植・再生医学）
学術・教育委員会（集中セミナー含む）
委員長

杉谷

委 員

乾

篤 （国立病院機構米子医療センター 外科）

政志 （東京女子医大八千代医療センター 泌尿器科）

谷澤 雅彦 （聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科）
三浦健一郎 （東京女子医科大学 腎臓小児科）
近本 裕子 （東京女子医科大学 腎臓小児科）
牛込 秀隆 （京都府立医科大学 移植・一般外科）
岩本

整 （東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター 外科）

市丸 直嗣 （大阪大学医学部 泌尿器科）
佐々木秀郎 （聖マリアンナ医科大学 泌尿器科）

アドバイザー：柴垣 有吾 （聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科）
臓器提供推進委員会
委員長

宍戸清一郎 （東邦大学医療センター大森病院 腎センター）

委 員

森田

研 （市立釧路総合病院 泌尿器科）

川岸 直樹 （JCHO 仙台病院 外科）
井上 高光 （秋田大学医学部 泌尿器科）
齋藤 和英 （新潟大学医学部 泌尿器科）
石井 大輔 （北里大学医学部 泌尿器科）
中村 有紀 （虎ノ門病院腎センター 外科）
日下

守 （藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科）

田中 達朗 （金沢医科大学医学部 泌尿器科）
野島 道生 （兵庫医科大学医学部 泌尿器科）
市丸 直嗣 （大阪大学医学部 泌尿器科）

内山 浩一 （厚南セントヒル病院 院長）
井手健太郎 （ᗈᓥᏛ㝔㻌ᾘჾእ⛉䞉⛣᳜እ⛉）
中村 信之 （福岡大学医学部 泌尿器科）
錦戸 雅春 （国立病院機構長崎医療センター 泌尿器科）
渋谷 祐一 （高知医療センター 移植外科）
大田 守仁 （豊見城中央病院 外科）
多施設協同研究委員会・メディカルスタッフ研究優秀賞選定委員会
委員長

田邉 一成 （東京女子医科大学 泌尿器科）

委 員

岡部 安博 （九州大学医学部 臨床・腫瘍外科）
後藤 憲彦 （名古屋第二赤十字病院 移植外科）
宍戸清一郎 （東邦大学医療センター大森病院 腎センター）
原田

浩 （市立札幌病院 腎臓移植外科）

八木澤 隆 （自治医科大学 泌尿器外科）
尾本 和也 （東京女子医科大学 泌尿器科）
ガイドライン委員会
委員長

西

委 員

酒井

慎一 （神戸大学医学部 腎臓内科）
謙 （東邦大学医療センター大森病院 腎センター）

石塚 喜世伸 （東京女子医科大学 腎臓小児科）
齋藤 和英 （新潟大学医学部 泌尿器科）
長沼 俊秀 （大阪市立大学医学部 泌尿器科）
谷澤 雅彦 （聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科）
倫理問題検討委員会及びドナー関連委員会
委員長

武田 朝美 （名古屋第二赤十字病院 腎臓内科）

委 員

原田

浩 （市立札幌病院 腎臓移植外科）

伊藤 泰平 （藤田保健衛生大学医学部 移植・再生医学）
永井 琢人 （愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科）
升谷 耕介 （福岡大学 腎臓・膠原病内科）
認定医制度委員会
委員長

仲谷 達也 （大阪市立大学医学部 泌尿器科）

委 員

齋藤 和英 （新潟大学医学部 泌尿器科）
丸山 通広 （国立病院機構千葉東病院 外科）
日下

守 （藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科）

宍戸清一郎 （東邦大学医療センター大森病院 腎センター）
小松 康宏 （群馬大学医学部 医療の質・安全管理部）
原田

浩 （市立札幌病院 腎臓移植外科）

渋谷 祐一 （高知医療センター 移植外科）
山田 保俊 （鹿児島大学医学部 泌尿器科）
升谷 耕介 （福岡大学 腎臓・膠原病内科）
保険委員会
委員長

中川

健 （東京歯科大学市川総合病院 泌尿器科）

委 員

石田 英樹 （東京女子医科大学 移植管理科）
藤田 直也 （あいち小児保健医療総合センター 腎臓科）
後藤 憲彦 （名古屋第二赤十字病院 移植外科）
吉川美喜子 （神戸大学医学部 腎臓内科）
今村 亮一 （大阪大学医学部 泌尿器科）
伊藤 泰平 （藤田保健衛生大学医学部 移植・再生医学）
井上 高光 （秋田大学医学部 泌尿器科）
酒井

謙 （東邦大学医療センター大森病院 腎センター）

登録委員会
委員長

八木澤 隆 （自治医科大学 泌尿器外科）

委 員

森田

研 （市立釧路総合病院 泌尿器科）

市丸 直嗣 （大阪大学医学部 泌尿器科）
三重野牧子 （自治医科大学 情報センター 医学情報学）
中村 道郎 （東海大学外科学系 移植外科）
堀田記世彦 （北海道大学医学部 泌尿器科）
学会誌編集委員会
委員長

服部 元史 （東京女子医科大学 腎臓小児科）

委 員

石田 英樹 （東京女子医科大学 移植管理科）
原田

浩 （市立札幌病院 腎臓移植外科）

中村 道郎 （東海大学外科学系 移植外科）
丸山 通広 （国立病院機構千葉東病院 外科）
長浜 正彦 （聖路加国際病院 腎臓内科）
芦田

明 （大阪医科大学 小児科）

祖父江 理 （香川大学医学部 腎臓内科）
菊池 良太 （大阪大学 小児・家族看護学）

財務委員会・将来計画委員会
委員長

大段 秀樹 （広島大学医学部 消化器・移植外科））

委 員

小林 孝彰 （愛知医科大学 腎移植外科）
後藤 憲彦 （名古屋第二赤十字病院 移植外科）
原田

浩 （市立札幌病院 腎臓移植外科）

奥見 雅由 （東京女子医科大学 泌尿器科）
田崎 正行 （新潟大学医学部 泌尿器科）
井手健太郎 （広島大学病院 消化器外科・移植外科）
会則委員会・利益相反委員会
委員長

河地 茂行 （東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科））

委 員

日下

守 （藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科）

宮内 英聡 （千葉大学医学部 先端応用外科）
後藤 憲彦 （名古屋第二赤十字病院 移植外科）
石山 宏平 （国立病院機構呉医療センター 外科）
川口 武彦 （国立病院機構千葉東病院 腎臓内科）
塚田 敬義 （岐阜大学医学部 医学系倫理・社会医学）
岩本

整 （東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター 外科）

