
2022年5月18日現在

任期：2021/4/1～2023/3/31

※委員長 （順不同、敬称略）  

氏名 所属 備考

1 大植　孝治　※ 兵庫医科大学　小児外科

2 越永　従道 日本大学医学部小児外科

3 浜之上　聡 神奈川県立こども医療センター　血液・腫瘍科

4 塩田　曜子 国立成育医療研究センター　小児がんセンター

5 澤田　明久 大阪母子医療センター血液・腫瘍科

6 勝見　良樹 京都府立医科大学小児科

7 上原　秀一郎 日本大学医学部外科学系小児外科学分野

8 谷ヶ崎　博 日本大学医学部附属板橋病院

9 福澤　宏明 姫路赤十字病院　小児外科

10 上條　岳彦 埼玉県立がんセンター　臨床腫瘍研究所

11 納富　誠司郎 倉敷中央病院小児科

12 望月　慎史 国立国際医療研究センター病院　小児科

13 天野　敬史郎 三重大学医学部附属病院小児科

14 福本　弘二 静岡県立こども病院　小児外科

15 春田　雅之 埼玉県立がんセンター　臨床腫瘍研究所

16 銭谷　昌弘 兵庫医科大学病院　小児外科

委嘱委員

17 大村　素子 湘南鎌倉総合病院　（神奈川県立こども医療センター） 放射線療法委員会

固形腫瘍分科会　委員名簿

腎腫瘍委員会



氏名 所属 備考

1 菱木　知郎　※ 千葉大学小児外科

2 渡邉　健一郎 静岡県立こども病院血液腫瘍科

3 本多　昌平 北海道大学病院　消化器外科Ⅰ

4 井田　孔明 帝京大学医学部附属溝口病院小児科

5 森　麻希子 埼玉県立小児医療センター　血液・腫瘍科

6 高間　勇一 大阪市立総合医療センター　小児外科

7 関口　昌央 東京大学医学部附属病院　小児科

8 北河　徳彦 神奈川県立こども医療センター　小児がんセンター

9 松村　梨紗 広島大学病院小児科

10 鈴木　達也 藤田医科大学医学部小児外科学講座

11 藤村　純也 順天堂大学小児科

12 野村　元成 大阪大学　小児外科

13 横井　暁子 兵庫県立こども病院　小児外科

14 家原　知子 京都府立医科大学　小児科学教室

15 野上　由貴 国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科

16 山田　洋平 慶應義塾大学　小児外科

17 山本　将平 東海大学医学部総合診療学系小児科学

18 内田　孟 国立成育医療研究センター　移植外科

19 慶野　大 神奈川県立こども医療センター　血液・腫瘍科

20 高取　敦志 千葉県がんセンター研究所

21 西川　英里 名古屋大学医学部付属病院小児がん治療センター

22 福澤　太一 東北大学病院小児外科

23 高木　大輔 名古屋市立大学病院　小児外科

24 檜山　英三 広島大学病院　小児外科

委嘱委員

25 田中　祐吉 神奈川県立こども医療センター　臨床研究所　兼　病理診断科 病理診断委員会

26 宮嵜　治 国立成育医療研究センター　放射線診療部　放射線診断科 画像診断委員会

27 吉村　健一 広島大学病院未来医療センター 生物統計委員会

28 清谷　知賀子 国立成育医療研究センター　小児がんセンター 長期フォローアップ委員会

29 藤　浩 国立成育医療研究センター 放射線療法委員会

30 矢野　道広 秋田大学医学部附属病院　小児科 支持療法委員会

肝腫瘍委員会　　



氏名 所属 備考

1 黒田　達夫　※ 慶應義塾大学　小児外科

2 寺島　慶太 国立成育医療研究センター　小児がんセンター脳神経腫瘍科

3 大植　孝治 兵庫医科大学　小児外科

4 佐藤　雄也 獨協医科大学病院　小児科

5 上原　秀一郎 日本大学医学部外科学系小児外科学分野

6 星　玲奈 日本大学医学部外科学系小児外科学分野

7 佐伯　勇 広島大学病院　小児外科

8 木下　義晶 新潟大学大学院医歯学総合研究科小児外科

9 荒川　ゆうき 埼玉県立小児医療センター　血液・腫瘍科

10 狩野　元宏 国立成育医療研究センター外科

11 中島　美穂 国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門/国際開発部門

12 川島　希 名古屋大学医学部附属病院小児科

13 福澤　太一 東北大学病院小児外科

14 佐藤　裕子 山形大学医学部小児科

15 森田　圭一 兵庫県立こども病院小児外科

16 野村　元成 大阪大学　小児外科

17 文野　誠久 京都府立医科大学小児外科

18 柳生　茂希 京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学

19 川久保　尚徳 九州大学小児外科

20 寺下　友佳代 北海道大学病院

21 中田　光政 千葉大学大学院医学研究院小児外科学

委嘱委員

28 副島　俊典 神戸陽子線センター 放射線療法委員会

胚細胞腫瘍委員会　　



氏名 所属 備考

1 尾崎　敏文　※ 岡山大学学術研究院医歯薬学域　整形外科学分野

2 佐野　秀樹 福島県立医科大学　小児腫瘍内科

3 米本　司 千葉県がんセンター　整形外科

4 岩田　慎太郎 国立がん研究センター中央病院　骨軟部腫瘍・リハビリテーション科

5 田仲　和宏 大分大学医学部整形外科・人工関節学講座

6 相羽　久輝 名古屋市立大学　整形外科

7 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

8 藤原　智洋 岡山大学学術研究院医歯薬学域　運動器スポーツ医学講座

9 山田　健志 岡崎市民病院　腫瘍整形外科

10 梅田　雄嗣 京都大学医学部附属病院小児科

11 山田　悠司 国立成育医療研究センター　小児がんセンター

12 宮地　充 京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学

13 細谷　要介 聖路加国際病院　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 細野　亜古 国立がん研究センター東病院　小児腫瘍科

16 鈴木　涼子 筑波大学附属病院　小児科

17 石田　裕二 静岡県立静岡がんセンター小児科

18 西尾　信博 名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部／小児科

19 平賀　博明 北海道がんセンター骨軟部腫瘍科

20 川島　寛之 新潟大学大学院医歯学総合研究科整形外科学分野

委嘱委員

22 角　美奈子 東京都健康長寿医療センター 放射線療法委員会

23 古川　理恵子 自治医科大学とちぎ子ども医療センター　　小児画像診断部 画像診断委員会

24 吉村　健一 広島大学病院未来医療センター　生物統計部 生物統計委員会

25 清谷　知賀子 国立成育医療研究センター小児がんセンター 長期フォローアップ委員会

26 大喜多  肇
慶應義塾大学医学部病理診断部
国立成育医療研究センター病理診断部

病理診断委員会

ユーイング肉腫委員会　　     



氏名 所属 備考

1 木下　義晶　※ 新潟大学大学院医歯学総合研究科小児外科

2 黒田　達夫 慶應義塾大学　小児外科

3 土屋　邦彦 京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学

4 岩田　慎太郎 国立がん研究センター中央病院　骨軟部腫瘍・リハビリテーション科

5 滝田　順子 京都大学大学院医学研究科　発達小児科

6 長　祐子 北海道大学病院

7 下村　麻衣子 広島大学病院　小児科

8 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

9 福島　紘子 筑波大学医学医療系小児科

10 西田　佳弘 名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション科

11 細野　亜古 国立がん研究センター東病院　小児腫瘍科

12 石田　敏章 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

13 山田　悠司 国立成育医療研究センター　小児がんセンター

14 宮地　充 京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学

15 清谷　知賀子 国立成育医療研究センター小児がんセンター

16 山本　暢之 神戸大学医学部附属病院　小児科

17 朝蔭　孝宏 東京医科歯科大学　頭頸部外科

18 成田　敦 名古屋大学医学部附属病院小児科

19 吉本　世一 国立がん研究センター中央病院　頭頸部外科

20 中田　光政 千葉大学大学院医学研究院小児外科学

21 小野　宏彰 九州大学病院　小児科

22 小川　淳 新潟県立がんセンター新潟病院　小児科

23 入江　正寛 東北大学病院小児科

24 荒川　歩 国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科

25 白川　奈美 国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科

26 渕本　康史 国際医療福祉大学医学部小児外科

27 佐々木　英之 東北大学病院小児外科

28 藤崎　弘之 大阪市立総合医療センター　小児血液腫瘍科

29 武本　淳吉 九州大学小児外科

30 浅沼　宏 慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室

31 高橋　俊二 公益財団法人がん研究会有明病院　総合腫瘍科

32 遠藤　誠 九州大学整形外科

33 河原　仁守 兵庫県立こども病院　小児外科

34 藤本 保志 愛知医科大学医学部耳鼻咽喉科

委嘱委員

35 藤　浩 国立成育医療研究センター 放射線療法委員会

36 大喜多　肇 慶應義塾大学医学部病理診断部 病理診断委員会

37 野澤　久美子 神奈川県立こども医療センター放射線科 画像診断委員会

38 手良向　聡 京都府立医科大学大学院医学研究科生物統計学 生物統計委員会

39 横田　勲 北海道大学大学院医学研究院医学統計学 生物統計委員会

40 川口　浩史 広島大学小児科 長期フォローアップ委員会

横紋筋肉腫委員会　　



氏名 所属 備考

1 田尻　達郎　※ 九州大学大学院医学研究院　発達医学講座小児外科学分野

2 家原　知子 京都府立医科大学　小児科学教室

3 渡邉　健太郎 東京大学医学部附属病院小児科

4 滝田　順子 京都大学大学院医学研究科　発達小児科

5 仁谷　千賀 大阪市立総合医療センター　小児血液腫瘍科

6 長　祐子 北海道大学病院

7 新妻　秀剛 東北大学病院　小児科

8 米田　光宏
国立成育医療研究センター外科・腫瘍外科／国立がん研究センター中央病院
小児腫瘍外科

9 秋田　直洋 名古屋第一赤十字病院　小児医療センター　血液腫瘍科

10 豊田　秀実 三重大学小児科

11 唐川　修平 広島大学病院　小児科

12 西村　範行 神戸大学大学院保健学研究科

13 上條　岳彦 埼玉県立がんセンター　臨床腫瘍研究所

14 石田　敏章 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 今村　勝 新潟大学医歯学総合病院　小児科

16 中島　美穂 国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門/国際開発部門

17 山本　暢之 神戸大学医学部附属病院　小児科

18 松本　公一 国立成育医療研究センター

19 菱木　知郎 千葉大学小児外科

20 高間　勇一 大阪市立総合医療センター　小児外科

21 高木　正稔 東京医科歯科大学発生発達病態学分野

22 高木　大輔 名古屋市立大学病院　小児外科

23 簡野　美弥子 山形大学医学部小児科

24 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）

25 渕本　康史 国際医療福祉大学医学部小児外科

26 文野　誠久 京都府立医科大学小児外科

27 七野　浩之 国立国際医療研究センター小児科

28 柳生　茂希 京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学

29 山崎　文登 慶應義塾大学医学部小児科

30 力石　浩志 千葉大学小児科

31 大場　詩子 九州大学病院小児科

32 川久保　尚徳 九州大学小児外科

33 宗﨑　良太 九州大学小児外科

34 高橋　義行 名古屋大学医学部附属病院小児科

35 鈴木　優里 国立国際医療研究センター小児科

36 加藤　啓輔 茨城県立こども病院小児血液腫瘍科

37 西尾　信博 名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部／小児科

委嘱委員

38 中澤　温子 埼玉県立小児医療センター臨床研究部 病理診断委員会

39 藤　浩 国立成育医療研究センター放射線診療部 放射線療法委員会

40 野澤　久美子 神奈川県立こども医療センター放射線科 画像診断委員会

41 手良向　聡 京都府立医科大学大学院医学研究科生物統計学 生物統計委員会

42 横田　勲 北海道大学大学院医学研究院医学統計学 生物統計委員会

神経芽腫委員会　



氏名 所属

1 隈部　俊宏　※ 北里大学医学部脳神経外科

2 金森　政之 東北大学病院脳神経外科

3 湯坐　有希 東京都立小児総合医療センター　血液・腫瘍科

4 多賀　崇 滋賀医科大学小児科

5 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

6 寺島　慶太 国立成育医療研究センター　小児がんセンター脳神経腫瘍科

7 山崎　夏維 大阪市立総合医療センター　小児血液腫瘍科

8 近藤　聡英　 順天堂大学医学部脳神経外科学講座

9 藤井　幸彦 新潟大学脳研究所脳神経外科学分野

10 荒川　芳輝 京都大学大学院医学研究科　脳神経外科

11 井原　哲 東京都立小児総合医療センター　脳神経外科

12 山口　秀 北海道大学病院　脳神経外科

13 福島　紘子 筑波大学医学医療系小児科

14 磯部　清孝 京都大学医学部附属病院小児科

15 新妻　秀剛 東北大学病院　小児科

16 渡辺　祐子 国立がん研究センター中央病院小児腫瘍科

17 古賀　友紀 九州大学小児科/周産期・小児医療学講座

18 嶋田　明 自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科

19 谷口　真紀 広島大学病院小児科

20 康　勝好 埼玉県立小児医療センター血液腫瘍科

21 福岡　講平 埼玉県立小児医療センター　血液腫瘍科

22 清谷　知賀子 国立成育医療研究センター小児がんセンター

23 室井　愛 筑波大学医学医療系脳神経外科

24 中野　嘉子 東京大学医学部附属病院小児科

25 石田　裕二 静岡県立静岡がんセンター小児科

26 辻本　信一 横浜市立大学医学部小児科

27 竹内　正宣 横浜市立大学附属病院小児科

28 谷口　理恵子 名古屋大学大学院医学系研究科小児科学

29 藍原　康雄 東京女子医科大学脳神経外科

30 市村　幸一 順天堂大学医学部脳疾患連携分野研究講座

31 落合　秀匡 千葉県こども病院　血液・腫瘍科

32 香川　尚己 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科

33 河村　淳史 兵庫県立こども病院　小児がん医療センター

34 金村　米博 大阪医療センター臨床研究センター先進医療研究開発部

35 園田　順彦 山形大学医学部脳神経外科

36 中村　さやか 兵庫県立こども病院　血液・腫瘍内科

37 中村　英夫 久留米大学脳神経外科

38 堀　浩樹 三重大学大学院医学系研究科

39 溝口　昌弘 九州大学大学院医学研究院　脳神経外科

40 宮本　二郎 赤羽在宅クリニック　小児科

41 柳澤　隆昭 東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座

42 吉本　幸司 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　脳神経外科

43 齋藤　竜太 名古屋大学大学院医学系研究科　脳神経外科

44 高見　浩数 東京大学医学部附属病院脳神経外科

45 鈴木　智成 埼玉医科大学国際医療センター　脳脊髄腫瘍科

46 山本　哲哉 横浜市立大学　医学部　脳神経外科学

委嘱委員

47 藤崎　弘之 大阪市立総合医療センター 造血細胞移植・免疫細胞治療委員会

48 前林　勝也 日本医科大学 放射線療法委員会

脳腫瘍委員会


