
（令和３年５月現在）

ブロック

1 北海道 篠原　信雄 （北海道大学病院 泌尿器科　教授）
2 ６名 西尾　妙織 （北海道大学病院内科Ⅱ　診療准教授）
3 佐々木　元 （市立札幌病院　腎臓移植外科 副医長）
4 原田　浩 （はらだ腎泌尿器クリニック　院長）
5 三浦　正義 （札幌北楡病院　泌尿器科・腎移植外科　医長）
6 柳瀬　雅裕 （砂川市立病院　泌尿器科　部長）

7 東北 大山　力 （弘前大学大学院医学研究科　泌尿器科学講座 教授）
8 5名 齋藤　満 （秋田大学医学部附属病院 血液浄化療法部（泌尿器科））
9 戸子台　和哲 （東北大学　先進外科　講師）
10 西田　隼人 （山形大学　泌尿器科　助教）
11 　 杉村　淳 （岩手医大　泌尿器科　准教授）

12 東京都以外 圷　尚武 （独立行政法人国立病院機構千葉東病院 臨床研究部 部長)
13 １５名 別宮　好文 （埼玉医科大学総合医療センター 肝胆膵外科・小児外科　教授）
14 谷澤　雅彦 （聖マリアンナ医科大学　腎臓・高血圧内科　講師）
15 中川　健 （東京歯科大学市川総合病院　泌尿器科　教授）
16 乾　政志 （東京女子医科大学　八千代医療センター　泌尿器科　教授）
17 宮内　英聡 （千葉大学大学院　先端応用外科 病院教授）
18 岩見　大基 （自治医科大学　腎泌尿器外科学講座　腎臓外科学部門　教授）
19 八木澤　隆 （JCHOうつのみや病院　病院長）
20 山本　裕康 （厚木市立病院　院長）
21 湯沢　賢治 （国立病院機構水戸医療センター　臓器移植外科　医長）
22 吉田　一成 （北里大学　新世紀医療開発センター臓器移植・再生医療学　教授）
23 渕之上　昌平 （日高病院　腎臓外科 顧問）
24 佐々木　秀郎 （聖マリアンナ医科大学　腎泌尿器外科　病院教授）
25 角田　隆俊 （東海大学医学部付属病院　腎・内分泌・代謝内科　准教授）
26 中村　道郎 （東海大学　医学部外科学系　移植外科　教授）

27 東京 石井　保夫 （虎の門病院　腎センター外科　部長）
28 １２名 石川　晃 （日本赤十字社医療センター　泌尿器科　部長）
29 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　教授）
30 酒井　謙 （東邦大学医療センター大森病院　医学部腎臓学講座兼任・人工透析室　教授）
31 吉武　理 （昭和大学　外科学講座　消化器・一般外科学部門　准教授）
32 宍戸　清一郎 （東邦大学医学部　腎臓学教室　教授）
33 清水　章 （日本医科大学　病理学 解析人体病理学 教授）
34 田邉　一成 （東京女子医科大学腎臓病総合医療センター 泌尿器科　教授）
35 服部　元史 （東京女子医科大学　腎臓小児科　教授）
36 中川　由紀 （順天堂大学大学院 医学研究科 泌尿器外科学　先任准教授）
37 長浜　正彦 （聖路加国際病院 内科専門研修プログラムディレクター 腎臓内科　医長）
38 小山　一郎 （板橋中央病院　移植外科　診療部長）　　

39 甲信越 齋藤　和英 （新潟大学大学院　腎泌尿器病態学分野　教授）
40 ２名 神家満　学 （山梨大学大学院　泌尿器科　講師 ）

41 東海 伊藤　慎一 （サンシャインＭ＆Ｄクリニック　院長）
42 １３名 岡本　雅彦 （アイエムクリニック・安城　院長）
43 加藤　真史 （名古屋大学大学院医学系研究科　泌尿器科学　准教授）
44 剣持　敬 （藤田医科大学医学部 移植・再生医学　教授）
45 伊藤　泰平 （藤田医科大学医学部 移植・再生医学　准教授）
46 小林　孝彰 （愛知医科大学　腎移植外科　教授）
47 佐々木　ひと美 （藤田医科大学医学部 腎泌尿器外科　教授）
48 白木　良一 （藤田医科大学医学部 腎泌尿器外科学　教授）
49 長坂　隆治 （豊橋市民病院　移植外科　部長）
50 武田　朝美 （名古屋第二赤十字病院 腎臓病総合医療センター 腎臓内科　部長）
51 唐仁原　全 （国際医療福祉大学熱海病院　移植外科 教授）   
52 小松　智徳 （JCHO中京病院泌尿器科　医長）
53 森　典子 （静岡県立総合病院　腎臓内科 主任医長　兼副院長）
54 渡井　至彦 （名古屋第二赤十字病院　移植外科　第一移植外科部長）

55 北陸 宮澤　克人 （金沢医科大学泌尿器科学　主任教授）
56 ４名 宮崎　良一 （藤田記念病院　院長）
57 横山　仁 （金沢医科大学医学部 腎機能治療学（腎臓内科）教授）
58 和田　隆志 （金沢大学　医薬保健研究域医学系血液情報統御学　教授）
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59 近畿 秋岡　清一 （近江八幡市立総合医療センター　外科部長）
60 １５名 芦田　  明 （大阪医科大学小児科学　教授）
61 阪口　勝彦 （住友病院　腎臓・高血圧内科　診療主任部長　兼腎センター長）
62 牛込　秀隆 （京都府立医科大学大学院　移植・再生外科学　准教授）
63 野々村　祝夫 （大阪大学大学院　泌尿器科学　教授）
64 今村　亮一 （大阪大学大学院　泌尿器科学　准教授）
65 吉川　美喜子 （関西メディカル病院　人工透析内科　副部長）
66 内田　潤次 （大阪市立大学大学院 医学研究科 泌尿器病態学　教授）
67 西　愼一 （神戸大学大学院 医学研究科腎臓内科 教授）
68 西岡　伯 （近畿大学医学部堺病院　泌尿器科　教授）
69 野島　道生 （兵庫医科大学　泌尿器科　臨床教授）
70 藤澤　正人 （神戸大学大学院医学系研究科　腎泌尿器科学部門　教授）
71 山口　誓司 （大阪府立急性期・総合医療センター　泌尿器科　主任部長）
72 米田　龍生 （奈良県立医科大学泌尿器科透析部 教授）
73 吉村　了勇 （伏見桃山総合病院　病院長）

74 四国・中国 井手　健太郎 （広島大学大学院　先進医療開発科学講座外科学　准教授）
75 １０名 大田　敏之 （県立広島病院小児腎臓科　主任部長）
76 大段　秀樹 （広島大学大学院　先進医療開発科学講座外科学　教授）
77 椎名　浩昭 （島根大学医学部泌尿器科学講座　教授）
78 渋谷　祐一 （高知医療センター　移植外科　科長）
79 杉谷　篤 （国立行政法人国立病院機構米子医療センター 副院長）
80 土田　昌弘 （徳山中央病院 泌尿器科 部長）
81 藤原　拓造 （国立病院岡山医療センター　腎移植外科医長）
82 水口　潤 （川島病院　副院長）
83 荒木　元朗 （岡山大学大学院　泌尿器科　講師）　　

84 九州・沖縄 寺坂　壮史 （宮崎県立宮崎病院　外科医長）
85 １３名 岡部　安博 （九州大学　臨床・腫瘍外科（第一外科）　助教）
86 大田  守仁 （友愛医療センター　外科　部長）
87 山永　成美 （熊本赤十字病院 第一外科　副部長）
88 豊田　麻理子 （熊本赤十字病院　腎臓内科　部長）
89 島袋　修一 （沖縄県立中部病院　泌尿器科　診療部長）
90 中村　信之 （福岡大学医学部泌尿器科　診療准教授）
91 西　一彦 （熊本大学医学部附属病院　血液浄化療法部　准教授）
92 錦戸　雅春 （国立病院機構長崎医療センター　泌尿器科　部長）
93 升谷　耕介 （福岡大学　腎臓・膠原病内科　教授）
94 本山　健太郎 （福岡赤十字病院　移植外科　部長）
95 安永　親生 （済生会八幡総合病院　腎センター部長）
96 山田　保俊 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　腫瘍学講座泌尿器科学分野　診療准教授）

1 石川　和枝 （独立行政法人国立病院機構米子医療センター　看護部長）
2 萩原　邦子 （大阪大学附属病院　看護師長・移植コーディネーター）
3 勝見　真澄 （市立札幌病院　看護部長）
4 纐纈　一枝 （藤田医科大学病院　看護長 / 愛知県臓器移植コーディネーター）
5 小林　幸子 （東京医科大学八王子医療センター　看護師長）
6 井手　美智子 （熊本赤十字病院 看護部　副部長）
7 原　麻由美 （神戸大学附属病院　看護副師長）
8 小川　直子 （国立病院機構　水戸医療センター　副看護師長）

1 稲葉　伸之 (SUBARU健康保険組合　太田記念病院　移植医療支援室 / 群馬県臓器移植コーディネーター）
2 芦刈　淳太郎 (公益社団法人日本臓器移植ネットワーク　部長 / JOTコーディネーター)
3 梅木　恵理 (埼玉医科大学国際医療センター / 認定レシピエント移植コーディネーター)
4 谷口　未佳子 (藤田医科大学病院看護副主任 / 認定レシピエント移植コーディネーター)
5 岡部　祥 (東京女子医科大学病院看護部 / 認定レシピエント移植コーディネーター）

評議員名（所属）

理事長

剣持　敬
（藤田医科大学医学部 移植・再生医学）

（看護）
評議員名（所属）

（コーディネーター部門）


