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正会員選出委員会

◎ 池田　徳彦（肺） 副）江石　清行（心）

碓氷　章彦（心臓） 岡田　守人（呼吸器） 門倉　光隆（呼吸器） 北川　雄光（食道）

末田泰二郎（心臓） 鈴木　孝明（心） 丹黒　　章(食道） 千田　雅之（呼吸器）

選挙管理委員会

◎ 中島　　淳（東京） 副）橋本　和弘（東京）

森下　清文（北海道） 渡邉　　敦（北海道） 岡田　克典（東北） 貞弘　光章（東北）

小澤　壮治（関東） 吉野　一郎（関東） 中島　　淳（東京） 橋本　和弘（東京）

碓氷　章彦（中部） 竹村　博文（中部） 長谷川誠紀（近畿） 夜久　　均（近畿）　

織田　禎二（中国・四国） 近藤　和也（中国・四国） 永安　　武（九州） 森田　茂樹（九州）

推薦評議員候補者選考委員会

◎ 大北　　裕（理事長） 副）横井　香平（副理事長）

中島　淳（選挙管理委員会委員長）

夜久　　均（専門分野 ）　 永安　　武（専門分野） 小澤　壮治（専門分野）

森下　清文（北海道） 貞弘　光章（東北） 吉野　一郎（関東） 橋本　和弘（東京）

碓氷　章彦（中部） 長谷川誠紀（近畿） 織田　禎二（中国・四国） 森田　茂樹（九州）

宇田川晴司（理事長推薦） 新田　　隆（理事長推薦）

会誌編集委員会（○印　専門分野別責任編集者　●印　常任委員）

◎ 大北　　裕 副）伊達　洋至 副）新田　　隆 副）吉野　一郎

○ 小澤　壮治 ○ 坂本喜三郎 ○ 伊達　洋至 ○ 夜久　　均

● 池田　徳彦 ● 碓氷　章彦 ● 宇田川晴司 ● 小林順二郎

市川　　肇 井上　匡美 岩田　　尚 岡田　健次

川村　雅文 桑野　博行 椎谷　紀彦 志水　秀行

白石　武史 鈴木　健司 高梨秀一郎 田中　文啓

丹黒　　章 坂東　興 松宮　護郎 湊谷　謙司

森田　茂樹 山岸　正明

佐藤　俊哉（臨床統計顧問）森田　智視（臨床統計顧問）坂田　隆造（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

総合将来計画委員会

◎ 横井　香平 副）小澤　壮治 副）松居　喜郎

碓氷　章彦 桑野　博行 小林順二郎 齋木 佳克

土岐祐一郎 中島　　淳 中村　廣繁 益田　宗孝

三好新一郎 夜久　　均

岡村　吉隆（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ) 千田　雅之（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

政策検討委員会

◎ 碓氷　章彦 副）益田　宗孝

岡村　吉隆 桑野　博行 竹村　博文 西田　博　

横井　香平 横見瀬裕保

坂田　隆造（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

学術委員会

◎ 益田　宗孝 副）奥村明之進

遠藤　俊輔 桑野　博行 小林順二郎 齋木　佳克

齋藤　　綾 志水　秀行 田中　文啓 種本　和雄

月原　弘之 藤　　也寸志 土岐祐一郎 西田　　博

平田　康隆 本村　　昇 横見瀬裕保 和久井真司
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学術集会委員会

◎　松居　喜郎 副）横井　香平（総合将来計画委員会委員長） 副）荒井 裕国（第７１回会長）

大北　　裕(理事長） 三好新一郎(第６９回会長） 江石　清行(倫理・安全管理委員会）

橋本　和弘(日本心臓血管外科学会） 福田　幾夫（日本血管外科学会）

松原 久裕（日本食道学会） 吉野　一郎（日本呼吸器外科学会）

Database委員会(日本心臓血管外科手術Database機構委員会）

◎ 益田　宗孝

大北　　裕 加藤木利行 許　　俊鋭 坂田　隆造

坂本喜三郎 佐野　俊二 澤　　芳樹 田林　晄一

種本　和雄 村上　　新 本村　　昇 四津　良平

髙本　眞一（機構代表幹事）

財務委員会

◎ 碓氷　章彦 副）三好新一郎

安達　秀雄 大北　　裕 坂田　隆造（機構監事）

三好新一郎(合同委員会監事土岐祐一郎

野村　佳克（第68回担当） 杉本誠一郎（第69回担当） 　　　　　　　（第70回担当）

倫理・安全管理委員会　

◎ 江石　清行 副）中島　　淳

安達　秀雄 佐藤　之俊 鈴木　　実 丹黒　　章

福田　幾夫 横山　　斉 山崎　健二

専門医制度委員会

◎ 橋本　和弘 副）池田　徳彦 副）小澤　壮治

安達　秀雄 荒井　裕国 遠藤　俊輔 梶山　美明

北川　雄光 齋木　佳克 佐藤　之俊 志水　秀行

鈴木　孝明 種本　和雄 千原　幸司

研究・教育委員会

◎ 松居　喜郎 副）　長谷川誠紀

遠藤　俊輔 奥村明之進 小澤　壮治 齋木　佳克

新保　秀人 丹黒　　章 永安　　武 夜久　　均

三好新一郎（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

診療問題委員会

◎ 荒井　裕国 副）池田　徳彦

小澤　壮治 川村　雅文 近藤　晴彦 坂本喜三郎

塩野　元美 竹村　博文 藤　也寸志 土岐祐一郎

中野　清治 成瀬　好洋 西田　　博 新田　　隆

藤野　昇三 渡邉　善則 岡村　吉隆（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ) 小山　信彌（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

定款改訂委員会

◎ 小澤　壮治 副）中島　　淳

岩崎　正之 岡田　克典 川筋　道雄 北川　哲也

北川　雄光 志水　秀行 種本　和雄 森田紀代造

総務・渉外委員会

◎ 小澤　壯治 副）碓氷　章彦

大久保憲一 門倉　光隆　 齋木　佳克 塩野　元美

藤　也寸志 西村　元延 丹羽　　宏
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広報（Homepage・Internet）委員会

◎ 夜久　　均 副）長谷川誠紀 副）丹黒　　章

大泉　弘幸 奥芝　俊一 川本　俊輔 小林順二郎

鈴木　孝明 高梨　秀一郎 田中　文啓 土田　正則

猶本　良夫 堀井　泰浩 松居　喜郎 矢野　雅彦

山岸　正明

奥村明之進（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ) 坂本喜三郎（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

臓器移植委員会

◎ 齋木　佳克 副）奥村明之進

大藤　剛宏 小野　　稔 白石　武史 松居　喜郎

処遇改善委員会

◎ 長谷川誠紀 副）荒井　裕国

入江　博之 大久保憲一 岡田　克典 坂本喜三郎

佐賀　俊彦 田代　　忠 西田　　博 益田　宗孝

冨澤　康子（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

チーム医療推進委員会

◎ 坂本喜三郎 副）益田　宗孝

荒井　裕国 入江　博之 島田　英昭 西田　　博

長谷川誠紀

菅野　雅之（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ) 田端　　実（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ) 前原　正明（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ) 渡邉　　孝（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

国際委員会

◎ 奥村明之進 副）齋木　佳克

浅井　　徹 市川　　肇 宇田川晴司 近藤　晴彦

坪井　正博 西村　元延

COI委員会

◎ 丹黒　　章　 副）夜久　　均

先山　正二 竹村　博文 土岐祐一郎 中田　昌男

益田　宗孝
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日本医学会評議員 大北　裕
　　　同　連絡委員 小山　信彌
日本医学会医学用語委員 中島　淳 横井　香平
３学会構成心臓血管外科専門医認定機構 荒井　裕国 大北　裕

齋木　佳克 坂本　喜三郎
坂田　隆造(監事) 鈴木　孝明

呼吸器外科専門医合同委員会 安達　秀雄 奥村明之進
伊達　洋至 橋本　和弘
三好新一郎（監事）

外科関連学会協議会 大北　　裕 坂田　隆造

外科系学会社会保険委員会連合 近藤　晴彦 成瀬　好洋
西田　　博 藤野　昇三

移植関係学会合同委員会 齋木　佳克 伊達　洋至

呼吸療法認定士認定委員会 門倉　光隆 小泉　　潔
千原　幸司

体外循環技術認定士認定委員会 小野　稔 松宮　護郎

人工心臓管理技術士合同委員会 小野　稔 齋木　佳克

肺・心肺移植関連学会協議会 許　　俊鋭 中谷　武嗣
松居　喜郎 三好新一郎
吉野　一郎

心肺蘇生法委員会（財日本救急医療財団） 種本　和雄
心臓移植・心肺同時移植関連学会協議会 坂田　隆造 齋木　佳克
臓器移植関連学会協議会 澤　　芳樹
日本がん治療認定医機構 大貫　恭正
ステントグラフト実施基準管理委員会 志水　秀行
補助人工心臓治療関連学会協議会 許　　俊鋭 松田　　暉

山根　隆志
ICD-CRT研修制度協議会 新田　　隆
日本外科学会保険診療委員会 中野　清治 新田　　隆
呼吸療法専門臨床工学技士委員会 西田　　博
トラッキング医療機器データ構築検討会委員 許　　俊鋭
National Clinical Database(NCD)理事 大北　裕
National Clinical Database(NCD)運営委員 橋本　和弘
National Clinical Database(NCD)専門医制度委員 坂田　隆造
National Clinical Database(NCD)倫理委員 金子　公一
TAVI関連学会協議会 小林順二郎
日本医師会疑義解釈委員会 小山　信彌
人工膵臓治療関連学会協議会 益田　宗孝
ロボット心臓手術関連学会協議会 小林順二郎
再生医療等患者登録システム検討会 中島　博之
骨格筋由来細胞シート協議会 碓氷　章彦
バルーン肺動脈形成術（BPA）連絡協議会 荻野　　均
日本循環器学会ガイドライン 齋木　佳克
成人先天性心疾患の横断的検討委員会 坂本　喜三郎

2016年度対外委員会名簿


	2016委員会

