
任期：2021/4/1～2023/3/31

※委員長 （順不同、敬称略）  

氏名 所属 備考

1 岡本　康裕　※ 鹿児島大学小児科

2 森谷　邦彦 東北大学病院　小児科

3 杉山　正仲 国立がん研究センター中央病院　小児腫瘍科

4 磯田　健志 東京医科歯科大学附属病院小児科

5 加藤　元博 東京大学 小児科

6 富澤　大輔 国立成育医療研究センター　小児がんセンター　血液腫瘍科

7 平松　英文 京都大学大学院医学研究科発達小児科学

8 今村　俊彦 京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学

9 石原　卓 奈良県立医科大学小児科

10 野上　由貴 国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科

11 眞部　淳 北海道大学大学院医学研究院小児科学

12 平山　雅浩 三重大学大学院医学系研究科小児科学

13 西　眞範 佐賀大学医学部附属病院小児科

14 高地　貴行 静岡県立こども病院血液腫瘍科

15 今井　千速 新潟大学医歯学総合病院　小児科

16 牛腸　義宏 国立成育医療研究センター小児がんセンター

17 児玉　祐一 鹿児島大学病院小児科

18 荒川　ゆうき 埼玉県立小児医療センター　血液・腫瘍科

19 大嶋　宏一 埼玉県立小児医療センター　血液・腫瘍科

20 中川　俊輔 鹿児島大学小児科

21 石丸　紗恵
国立がん研究センター中央病院　小児腫瘍科/Princess Máxima
Center for Pediatric Oncology

22 佐藤　篤 宮城県立こども病院　血液腫瘍科

23 矢野　未央 京都市立病院　小児科

24 康　勝好 埼玉県立小児医療センター血液・腫瘍科

25 嶋田　博之 慶應義塾大学医学部小児科

26 吉原　宏樹 聖路加国際病院小児科

27 坂口　大俊 国立成育医療研究センター 小児がんセンター 移植･細胞治療科

28 宮村　能子 大阪大学大学院医学系研究科小児科学

29 江口　真理子 愛媛大学大学院医学系研究科小児科学

30 濱田　太立 名古屋大学小児科

31 下之段　秀美 宮崎県立宮崎病院 小児科

32 西村　範行 神戸大学大学院保健学研究科

33 佐々木　伸也 弘前大学医学部附属病院　小児科

34 末延　聡一 大分大学大分こども急性救急疾患学部門医療・研究事業（小児科）

35 加藤　啓輔 茨城県立こども病院小児血液腫瘍科

委嘱委員

36 矢野　道広 秋田大学　小児科 支持療法委員会（ALL小委員会）

37 大曽根　眞也 京都府立医科大学　小児科 支持療法委員会（ALL小委員会）

38 寺田　和樹 成田赤十字病院　小児血液腫瘍科 支持療法委員会（Ph1ALL小委員会）

39 早川　晶 淀川キリスト教病院緩和医療内科 長期フォローアップ委員会（乳児小委員会）

血液腫瘍分科会　委員名簿

ALL委員会

2022年3月22日現在 



氏名 所属 備考

1 富澤　大輔　※ 国立成育医療研究センター　小児がんセンター　血液腫瘍科

2 辻本　信一 横浜市立大学医学部小児科

3 平松　英文 京都大学大学院医学研究科発達小児科学

4 湯坐　有希 東京都立小児総合医療センター　血液・腫瘍科

5 多賀　崇 滋賀医科大学小児科

6 川口　晃司 静岡県立こども病院　血液腫瘍科

7 長谷川　大輔 聖路加国際病院 小児科

8 岩本　彰太郎 三重大学医学部附属病院・小児トータルケアセンター

9 高橋　浩之 東邦大学小児科

10 中島　健太郎 産業医科大学小児科

11 柴　徳生 横浜市立大学附属病院    輸血細胞治療部

12 田野島　玲大 横浜市立大学附属病院　次世代臨床研究センター

13 濱　麻人 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　小児科

14 長谷川　大一郎 兵庫県立こども病院小児がん医療センター血液・腫瘍内科

15 青木　孝浩 理化学研究所生命医科学研究センター免疫器官形成研究チーム

16 足立　壮一 京都大学人間健康科学系専攻

17 永井　功造 四国こどもとおとなの医療センター　小児血液腫瘍内科

18 照井　君典 弘前大学大学院医学研究科小児科学講座

19 遠藤　明史 東京医科歯科大学　臨床試験管理センター

20 盛武　浩 宮崎大学　小児科

21 宮村　能子 大阪大学大学院医学系研究科小児科学

22 嶋田　明 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児科

23 大和　玄季 群馬県立小児医療センター　血液腫瘍科

24 溝口　洋子 広島大学大学院医系科学研究科　小児科学

25 加登　翔太 東京大学　小児科

委嘱委員

25 福島　啓太郎 獨協医科大学　小児科 支持療法委員会

26 滝　智彦 杏林大学保健学部　臨床検査技術学科 分子診断委員会

27 石田　也寸志 愛媛県立中央病院 小児医療センター 長期フォローアップ委員会

28 石田　宏之 京都市立病院　小児科 造血細胞移植・免疫細胞治療委員会

29 橋井　佳子 大阪国際がんセンター　小児科 造血細胞移植・免疫細胞治療委員会

30 吉田　奈央 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　小児科 造血細胞移植・免疫細胞治療委員会

31 田中　司朗 京都大学大学院医学研究科　臨床統計学 生物統計委員会

32 寺田　和樹 成田赤十字病院　小児血液腫瘍科 長期フォローアップ委員会

AML委員会　



氏名 所属 備考

1 関水　匡大　※ 国立病院機構名古屋医療センター　小児科

2 小林　良二 札幌北楡病院　小児思春期科

3 深野　玲司 山口大学医学部附属病院　小児科

4 堀　大紀 札幌北楡病院　小児思春期科

5 森　鉄也 聖マリアンナ医科大学

6 亀井　美智 名古屋市立大学大学院医学研究科　新生児・小児医学分野

7 藤田　直人 広島赤十字・原爆病院　小児科

8 三井　哲夫 山形大学医学部附属病院　小児科

9 古賀　友紀 九州大学小児科/周産期・小児医療学講座

10 森　健 兵庫県立こども病院　血液腫瘍内科

11 大木　健太郎 国立成育医療研究センター研究所　小児血液・腫瘍研究部

12 田中　真己人 藤田医科大学　小児科

13 土持　太一郎 成田赤十字病院　小児科

14 田尾　佳代子 国立がん研究センター中央病院　小児腫瘍科

15 森谷　邦彦 東北大学病院　小児科

委嘱委員

16 加藤　陽子 慈恵医科大学　小児科 支持療法委員会

17 鈴木　喬悟 東京都立小児総合医療センター　血液腫瘍科 造血細胞移植・免疫細胞治療委員会

18 力石　健 宮城県立こども病院　血液腫瘍科 長期フォローアップ委員会

リンパ腫委員会



氏名 所属 備考

1 塩田　曜子　※ 国立成育医療研究センター　小児がんセンター

2 金兼　弘和 東京医科歯科大学　小児地域成育医療学講座

3 坂本　謙一 滋賀医科大学　小児科

4 小野　林太郎 聖路加国際病院　小児科

5 工藤　寿子 藤田医科大学小児科

6 藤野　寿典 大阪赤十字病院　小児科

7 柳沢　龍 信州大学医学部附属病院　輸血部

8 川原　勇太 自治医科大学とちぎ子ども医療センター　小児科

9 谷口　真紀 広島大学大学院医系科学研究科 小児科学

10 森本　哲 自治医科大学　小児科

11 工藤　耕 弘前大学　小児科

12 五味　玲 自治医科大学とちぎ子ども医療センター　小児脳神経外科

13 寺下　友佳代 北海道大学病院　小児科

14 中沢　洋三 信州大学医学部附属病院小児科

15 土居　岳彦 広島大学大学院医系科学研究科 小児科学

委嘱委員

16 森谷　邦彦 東北大学病院小児科 支持療法委員会

17 末延　聡一 大分大学　大分こども急性救急疾患学部門医療・研究事業（小児科） 長期フォローアップ委員会

氏名 所属 備考

1 豊田　秀実　※ 三重大学小児科

2 植木　英亮 日本赤十字社成田赤十字病院・第三小児科

3 坂口　公祥 浜松医科大学医学部附属病院小児科

4 加藤　格 京都大学医学部附属病院小児科

5 山本　将平 東海大学医学部総合診療学系小児科学

6 西　眞範 佐賀大学医学部附属病院小児科

7 後藤　裕明 神奈川県立こども医療センター

8 望月　慎史 広島大学病院　小児科

9 荒川　歩 国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科

10 小林　正悟 福島県立医科大学附属病院小児腫瘍内科

11 山中　純子 国立国際医療研究センター病院　小児科

12 高橋　義行 名古屋大学医学部附属病院小児科

13 三谷　友一 埼玉県立小児医療センター

14 田野島　玲大 横浜市立大学附属病院　次世代臨床研究センター

15 牛腸　義宏 国立成育医療研究センター小児がんセンター

16 川原　勇太 自治医科大学とちぎ子ども医療センター　小児科

17 西川　拓朗 鹿児島大学小児科

18 更科　岳大 旭川医科大学小児科

委嘱委員

19 森　尚子 赤羽在宅クリニック　小児訪問診療 長期フォローアップ委員会

再発ALL委員会　

HLH/LCH委員会　



氏名 所属 備考

1 遠野　千佳子　※ 岩手県立中部病院　小児科

2 嶋　晴子 慶應義塾大学医学部小児科

3 慶野　大 神奈川県立こども医療センター　血液・腫瘍科

4 吉川　利英 福井大学医学部附属病院小児科

5 嶋田　博之 慶應義塾大学医学部小児科

6 市村　卓也 山口大学医学部附属病院小児科

7 柳町　昌克 神奈川県立こども医療センター　血液・腫瘍科

8 石田　悠志 岡山大学小児科

委嘱委員

9 鈴木　孝二 福井大学小児科 支持療法委員会

10 瓜生　英子 国立国際医療研究センター小児科 長期フォローアップ委員会

氏名 所属 備考

1 村松　秀城　※ 名古屋大学医学部附属病院小児科

2 大園　秀一 久留米大学　小児科

3 平林　真介 北海道大学病院小児科

4 森　麻希子 埼玉県立小児医療センター　血液・腫瘍科

5 吉田　奈央 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　小児科

6 本田　裕子 産業医科大学小児科

7 坂下　一夫 長野県立こども病院血液腫瘍科

8 溝口　洋子 広島大学大学院医系科学研究科小児科学

9 若松　学 名古屋大学大学院医学系研究科小児科

委嘱委員

10 三木　瑞香 広島大学大学院医系科学研究科小児科学 支持療法委員会

氏名 所属 備考

1 照井　君典　※ 弘前大学大学院医学研究科小児科学講座

2 長谷川 大輔 聖路加国際病院 小児科

3 村松　秀城 名古屋大学医学部附属病院小児科

4 岩本　彰太郎 三重大学医学部附属病院・小児トータルケアセンター

5 渡邉　健一郎 静岡県立こども病院血液腫瘍科

6 大和　玄季 群馬県立小児医療センター　血液腫瘍科

7 植田　高弘 日本医科大学付属病院小児科

8 横須賀　とも子 神奈川県立こども医療センター　血液・腫瘍科

9 才田　聡 京都大学医学部附属病院小児科

10 加藤　稚子 九州大学小児科

委嘱委員

10 川口 浩史 広島大学小児科 長期フォローアップ委員会

CML委員会　

JMML委員会　　

TAM委員会　
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