
No. 役職区分 氏名 所　属　施　設 所属科 専門

1 理事長 澤　芳樹
大阪大学大学院医学系研究科
大阪警察病院

未来医療学寄附講座 心

2 副理事長 土田　正則 新潟大学大学院医歯学総合研究科 呼吸循環外科学分野 肺

3 第76回統括会長 齋木　佳克 東北大学病院 心臓血管外科 心

4 第76回分野会長 渡邉　敦 札幌医科大学医学部附属病院 呼吸器外科 肺

5 第76回分野会長 渡邊　雅之 公益財団法人がん研究会有明病院 消化器外科 食

6 第77回統括会長 竹村　博文 金沢大学医学部 心臓血管外科 心

7 第78回統括会長 安田　卓司 近畿大学医学部附属病院 上部消化管外科 食

8 理事 岩田　尚　 岐阜大学医学部附属病院 呼吸器外科　 肺

9 理事 大久保　憲一 東京医科歯科大学 呼吸器外科 肺

10 理事 岡田　健次 神戸大学 大学院・医学部 心臓血管外科学分野 心

11 理事 岡田　守人 広島大学原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科 肺

12 理事 岡田　克典 東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野 肺

13 第77回分野会長 亀井　尚 東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野ＩＩ 食

14 理事 佐藤　幸夫 筑波大学医学医療系 呼吸器外科 肺

15 第77回分野会長 佐藤　之俊 北里大学病院 呼吸器外科学 肺

16 理事 椎谷　紀彦 浜松医科大学医学部附属病院 第１外科 心

17 理事 塩瀬　明 九州大学医学部・大学院 循環器外科学 心

18 理事 志水　秀行 慶應義塾大学病院 外科／心臓血管外科 心

19 理事 鈴木　孝明 埼玉医科大学国際医療センター　心臓病センター　 小児心臓外科 心

20 理事 竹内　裕也 浜松医科大学医学部附属病院 外科学第二講座 食

21 理事 千田　雅之 獨協医科大学病院 呼吸器外科 肺

22 理事 新浪　博士 東京女子医科大学病院 心臓血管外科 心

23 理事 福田　宏嗣 獨協医科大学 心臓・血管外科学講座 心

24 理事 松宮　護郎 千葉大学医学部附属病院 心臓血管外科 心

25 理事 湊谷　謙司 京都大学医学部附属病院 心臓血管外科 心

26 理事 宮地　鑑 北里大学医学部 心臓血管外科 心

27 理事 芳村　直樹 富山大学医学部附属病院 第１外科 心

28 監事 荒井　裕国 北信総合病院 心臓血管外科 心

29 監事 小野　稔 東京大学医学部附属病院 心臓外科 心

30 監事 坂本　喜三郎 静岡県立こども病院 心臓血管外科 心

31 監事 永安　武 長崎大学病院 腫瘍外科 肺
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32
オブザーバー/

第75回統括会長
中島　淳 東京大学大学院・医学研究科 呼吸器外科学 肺

33
オブザーバー/

第75回分野会長
荻野　均 東京医科大学病院 心臓血管外科 心

34
オブザーバー/

第75回分野会長
松原　久裕 千葉大学大学院医学研究院 先端応用外科 食

35 オブザーバー/
定款改訂委員会

種本　和雄 川崎医科大学 心臓血管外科 心

36 オブザーバー 落合　由恵　 JCHO九州病院 心臓血管外科 心

37 オブザーバー 齋藤　綾 東邦大学医療センター佐倉病院 心臓血管外科 心

38 オブザーバー 前田　寿美子 獨協医科大学 呼吸器外科学講座 肺

39
オブザーバー/

第76回幹事
片平　晋太郎 東北大学 大学院・医学部 心臓血管外科学分野 心

40
オブザーバー/

第76回幹事
宮島　正博 札幌医科大学医学部附属病院 呼吸器外科 肺

41
オブザーバー/

第76回幹事
岡村　明彦 がん研究会有明病院 消化器外科 食

42 オブザーバー
JATS-NEXT

竹ヶ原 京志郎 兵庫医科大学病院 呼吸器外科 肺

43 オブザーバー
JATS-NEXT

田中　千陽 東邦大学医療センター佐倉病院 心臓血管外科 心

44 オブザーバー
JATS-NEXT

松田　諭 慶應義塾大学医学部 外科学（一般・消化器） 食

45 オブザーバー 五十嵐　明彦

46 オブザーバー 梶谷　篤

47 オブザーバー 北村　止揚 税理士法人・社会保険労務士法人　タックス・アイズ　税理士               

48 オブザーバー 福島　達也

税理士法人・社会保険労務士法人　タックス・アイズ
公認会計士・税理士・社会保険労務士

梶谷綜合法律事務所　弁護士

公益総研　非営利法人総合研究所
公益財団法人公益推進協会　行政書士
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