
平成 24，25 年度日本医学会医学用語委員会委員名簿 
 

              （任期：平成 24.4.1～平成 26.3.31）          （H25.9.12 現在） 

 分 科 会 部会 委    員 代 委 員 

１ 日本医史学会 社 月澤美代子 順天堂・医史学 澤井  直 順天大･解剖学･生体構造科学

２ 日本解剖学会 基 松村 譲兒 杏林大・解剖学 金子 武嗣 京大・高次脳形態学 

３ 日本生理学会 基 柚﨑 通介 慶應大・生理学  

４ 日本生化学会 基 横溝 岳彦 順天大・生化学／細胞機能制御学 栗原 裕基 東大・代謝生理化学分野 

５ 日本薬理学会 基 柳澤 輝行 東北大・分子薬理学 玉置 俊晃 徳島大 HBS 研・薬理学 

６ 日本病理学会 基 横崎  宏 神戸大・病理学 豊國 伸哉 名大・生体反応病理学 

７ 日本癌学会 基 高橋 雅英 名大・腫瘍病理／神経機能病理 中村 卓郎 がん研究会がん研究所（部長）

８ 日本血液学会 臨 中尾 眞二 金沢大・細胞移植学 小澤 敬也 自医大・内科学／血液学 

９ 日本細菌学会 基 熊沢 義雄 (株)Vino Science japan・(社長) 江崎 孝行 岐阜大・病原体統御学 

10 日本寄生虫学会 基 板垣  匡 岩手大・家畜寄生虫学 倉持 利明 国立科学博物館・動物研究部

11 日本法医学会 社 武内 康雄 岐阜大・法医学 木下 博之 香川大・法医学 

12 日本衛生学会 社 佐藤 敏彦 北里大・公衆衛生学 岩崎 賢一 日大・衛生学 

13 日本民族衛生学会 社 島田 直樹 国際医療福祉大基礎医学研究セ 山崎喜比古 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 

14 日本栄養・食糧学会 基 辻  英明 岡山県立大・食品栄養学 松井  徹 京大・応用生物科学 

15 日本温泉気候物理医学会 臨 中谷 純 東北大・医学部情報学 武田 淳史 東京医療学院大・保健医療

16 日本内分泌学会 臨 笹野 公伸 東北大・病理診断学 肥塚 直美 女医大・内科 

17 日本内科学会 臨 田尻 久雄 慈医大・消化器・肝臓内科 相羽 惠介 慈恵大･腫瘍･血液内科 

18 日本小児科学会 臨 森内 浩幸 長崎大・小児科学 山口 清次 島根大・小児科 

19 日本感染症学会 臨 神谷  茂 杏林大・感染症学 一山  智 京大・臨床病態検査学 

20 日本結核病学会 臨 長谷川好規 名古屋大・呼吸器内科学 飯沼 由嗣 金沢医大・感染症 

21 日本消化器病学会 臨 三浦総一郎 防衛医大（校長） 齋藤 英胤 慶應大・消化器内科 

22 日本循環器学会 臨 平田 健一 神戸大・循環器内科学 渡辺 重行 筑波大附水戸医療教育セ 

23 日本精神神経学会 臨 尾崎 紀夫 名大・精神医学 齊藤 利和 札幌医大･神経精神医学 

24 日本外科学会 臨 北川 雄光 慶応大・外科 長尾 二郎 東邦大大橋・外科 

25 日本整形外科学会 臨 渡辺 雅彦 東海大･整形外科学 森岡 秀夫 慶應大・整形外科学 

26 日本産科婦人科学会 臨 八重樫伸生 東北大・婦人科学 水沼 英樹 弘前大・産婦人科 

27 日本眼科学会 臨 柏井  聡 愛知淑徳大・視覚科学 松橋 正和 東邦大・眼科 

28 日本耳鼻咽喉科学会 臨 吉原 俊雄 女医大・耳鼻咽喉科 村上 信五・名市大・耳鼻咽喉科 

29 日本皮膚科学会 臨 田中  勝 女医大東医療セ・皮膚科 上出 良一 慈医大第三・皮膚科 

30 日本泌尿器科学会 臨 住友  誠 愛知医大・泌尿器科 岩村 正嗣 北里大･泌尿器科 

31 日本口腔科学会 臨 杉山 芳樹 岩手医大・歯科口腔外科学 柴原 孝彦 東京歯大・口腔外科学 

32 日本医学放射線学会 臨 田村 正三 宮崎大・放射線医学 根本 建二 山形大・放射線腫瘍学 

33 日本保険医学会 社 川野  博 日本生命査定医長 中西  恵 明治安田生命（主任医長）

34 日本医療機器学会 社 大久保 憲 東京医療保健大（副学長） 玉井 久義 東大・医療機器管理部 

35 日本ハンセン病学会 臨 石井 則久 国立ハンセン研（センター長） 伊崎 誠一 埼玉医大総医セ・皮膚科 

36 日本公衆衛生学会 社 小林 廉毅 東大・公衆衛生学 田宮菜奈子 筑波大・ﾍﾙｽｻｰﾋﾞｽﾘｻｰﾁ 

37 日本衛生動物学会 社 千種 雄一 獨医大・寄生虫学 林  利彦 国立感染研・昆虫医科学部



38 日本交通医学会 社 福光 正行 佐野市民病院・院長 山口 哲生 JR 東京総合病院（副院長）

39 日本体力医学会 社 鈴木 政登 慈医大・臨床検査医学 西平 賀昭 筑波大・人間総合科学研究科

40 日本産業衛生学会 社 柳澤 裕之 慈医大・環境保健医学 五味 秀穂 航空医学研究セ（指導部長）

41 日本気管食道科学会 臨 田山 二朗 国際医研セ・耳鼻咽喉科 磯貝  豊 国際医療福祉大クリニック

42 日本アレルギー学会 臨 滝澤  始 杏林大・呼吸器内科 相原 道子 横浜市立大・皮膚科学 

43 日本化学療法学会 臨 清田  浩 慈医大葛飾医療ｾ･泌尿器科 後藤 直正 京薬大・微生物･感染制御学

44 日本ウイルス学会 基 近藤 一博 慈恵医大・ウイルス学 神奈木真理 医歯大・免疫治療学 

45 日本麻酔科学会 基 小竹 良文 東邦大大橋・周術期管理セ 鈴木 孝浩 日大板橋・麻酔科 

46 日本胸部外科学会 臨 中島  淳 東大・呼吸器外科 大北  裕 神戸大・心臓血管外科 

47 日本脳神経外科学会 臨 嘉山 孝正 山形大・脳神経外科 渡辺 高志 鳥取大･脳神経外科 

48 日本輸血・細胞治療学会 臨 加藤 栄史 愛知医大・輸血部 奥山 美樹 駒込病院・輸血・細胞治療科

49 日本医真菌学会 基 大野 尚仁 東薬大・薬学・免疫学 宮﨑 義継 国立感染症研生物活性物質部長 

50 日本農村医学会 社 新谷 周三 JAとりで総合医療セ（院長） 玉置 久雄 松阪中央総合病院（院長）

51 日本糖尿病学会 臨 植木浩二郎 東大・代謝栄養病態学 綿田 裕孝 順天大・代謝内分泌内科学

52 日本矯正医学会 社 大橋 秀夫 八王子刑務所（所長） 加藤 昌義 矯正局（医療管理官付） 

53 日本神経学会 臨 玉岡 晃  筑波大・脳神経内科  

54 日本老年医学会 臨 岩本 俊彦 国際医療福祉大塩谷病院 秋下 雅弘 東大・加齢医学 

55 日本人類遺伝学会 基 松本 直通 横市大・環境分子医科学 戸田 達史 神戸大･神経内科学/分子脳科学

56 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会 臨 太田喜久夫 藤田衛生大・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学 殷  祥洙 中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘｾ・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

57 日本呼吸器学会 臨 河野 修興 広島大・分子内科学 鈴木  勉 順天大医学教育研究室 

58 日本腎臓学会 臨 河原 克雅 北里大・生理学 堀江 重郎 帝京大・泌尿器科学 

59 日本リウマチ学会 臨 宮原 寿明 九州医療セ・ﾘｳﾏﾁ･膠原病セ 宗圓  聰 近畿大・整形外･ﾘｳﾏﾁ科 

60 日本生体医工学会 臨 伊関  洋 女医大先端生命医科学研究所 篠原 一彦 東京工科大・臨床工学科 

61 日本先天異常学会 臨 小崎健次郎 慶大・臨床遺伝学センター 山中美智子 聖路加国際病・女性総合診療部

62 日本肝臓学会 臨 持田  智 埼玉医大・消化器･肝臓内科 鹿毛 政義 久留米大・病理部 

63 日本形成外科学会 臨 柴田  実 新潟大・形成外科 佐藤 兼重 千葉大･形成外科 

64 日本熱帯医学会 臨 山本 太郎 長崎大熱帯研・国際保健学 濱田 篤郎 東医大・渡航者医療セ 

65 日本小児外科学会 臨 松藤  凡 鹿児島大・小児外科学 天江新太郎 宮城県立こども病院・外科

66 日本脈管学会 臨 宮田 哲郎 東大・血管外科 重松 邦広 東大 血管外科 

67 日本周産期・新生児医学会 臨 岩下 光利 杏林大・産科婦人科 伊藤  進 香川大・小児科 

68 日本人工臓器学会 臨 安藤 亮一 武蔵野赤十字病院・腎臓内科 西村  隆 都長寿医療セ・心臓外科 

69 日本免疫学会 基 三宅 健介 東大医科研・感染遺伝学 樗木 俊聡 医歯大難研・生体防御学 

70 日本消化器外科学会 臨 山本 雅一 女医大・消化器外科学 渡邉 聡明 東大・消化管外科学 

71 日本臨床検査医学会 臨 矢冨  裕 東大・臨床病態検査医学 北島  勲 富山大・薬学研究部 

72 日本核医学会 臨 松田 博史 精神･神経研・脳病態統合ｲﾒ-ｼﾞ 石井 一成 近畿大・放射線診断学 

73 日本生殖医学会 臨 石原  理 埼玉医大・産婦人科学 齊藤 英和 成育医療セ・不妊診療科 

74 日本救急医学会 臨 堤  晴彦 埼玉医大・高度救命救急セ 丹正 勝久 日大板橋病院・救命救急セ

75 日本心身医学会 臨 石川 俊男 国際医研セ国府台・内科 江花 昭一 神奈川大･健康科学ｽﾎ゚ ﾂー支援部

76 日本医療･病院管理学会 社 濃沼 信夫 東北大・医療管理学 髙木 安雄 慶應大・健康マネジメント

77 日本消化器内視鏡学会 社 峯  徹哉 東海大･消化器内科学 松田 浩二 慈医大葛飾医療セ・内視鏡部 



78 日本癌治療学会 臨 中野 隆史 群馬大・腫瘍放射線学  

79 日本移植学会 臨 伊藤 壽記 阪大・生体機能補完医学 市丸 直嗣 阪大・先端移植基盤医療学

80 日本職業・災害医学会 社 調所 廣之 関東労災病院（院長） 佐藤  譲 関東労災病院（副院長） 

81 日本心臓血管外科学会 臨 北川 哲也 徳島大HBS研･心臓血管外科学 村上  新 東大・心臓外科学 

82 日本ﾘﾝﾊﾟ網内系学会 臨 中村 直哉 東海大・病理診断学 木下 朝博 愛知がんセ中央病院 

83 日本自律神経学会 臨 大塚 邦明 女医大東医療セ・内科 市丸 雄平 東京家政大・臨床栄養情報

84 日本大腸肛門病学会 臨 山田 一隆 高野病院（院長） 石田 秀行 埼玉医大総医ｾ･消化管･一般外科

85 日本超音波医学会 臨 廣岡 芳樹 名大・光学医療診療部 住野 泰清 東邦大大森・消化器内科 

86 日本動脈硬化学会 臨 島野  仁 筑波大･内分泌代謝･糖尿病内科 久米 典昭 神戸学院大・臨床薬学 

87 日本東洋医学会 臨 矢久保修嗣 日大・統合和漢医薬学 上田ゆき子 日大・統合和漢医薬学 

88 日本小児神経学会 臨 永井利三郎 阪大・生命育成看護学 後藤 雄一 国立精神神経研・疾病研究

89 日本呼吸器外科学会 臨 鈴木  隆 昭和大横浜市北部･呼吸器ｾﾝﾀｰ 門倉 光隆 昭和大・呼吸器外科 

90 日本医学教育学会 社 福島  統 慈医大教育セ（センター長） 北村  聖 東大医学教育国際協力研究ｾ

91 日本医療情報学会 社 岡田美保子 川崎医福大・医療情報学 中島 直樹 九大・医療情報部 

92 日本疫学会 社 中山 健夫 京大・健康情報学 星  佳芳 北里大・衛生学 

93 日本集中治療医学会 臨 岡元 和文 信州大・救急集中治療医学 藤野 裕士 阪大・集中治療部 

94 日本平滑筋学会 臨 楠  裕明 川崎医大・総合臨床医学 中田 浩二 慈医大・外科学 

95 日本臨床薬理学会 臨 植田真一郎 琉球大・臨床薬理学 景山  茂 慈医大・薬物治療学 

96 日本神経病理学会 基 水口  雅 東大・発達医科学 新井 信隆 東京都医学総合研究所 

97 日本脳卒中学会 臨 森  悦朗 東北大・高次機能障害学 北川 泰久 東海大八王子（病院長） 

98 日本高血圧学会 臨 梅村  敏 横市大・病態制御内科学 松浦 秀夫 済生会呉病院（院長） 

99 日本臨床細胞学会 臨 紀川 純三 鳥取大がんセ(センター長) 八重樫伸生 東北大・産婦人科学教室 

100 日本透析医学会 臨 友  雅司 大分大・総合第二内科 横山啓太郎 慈恵医大・腎臓･高血圧内科

101 日本内視鏡外科学会 臨 黒川 良望 東北大臨床試験推進ｾﾝﾀｰ 寺地 敏郎 東海大・泌尿器科 

102 日本乳癌学会 臨 岩瀬 拓士 がん研有明病院･乳腺ｾﾝﾀｰ 中村 清吾 昭和大・乳腺外科 

103 日本肥満学会 臨 白井 厚治 東邦大佐倉・内科・血管機能学 大関 武彦 共立女子学園看護学部設置準備室（室長）

104 日本血栓止血学会 臨 大森  司 自医大分子病態研・分子病態 野上 恵嗣 奈良県医大・小児科 

105 日本血管外科学会 臨 佐藤  紀 埼玉医大総合医療セ･血管外科 小櫃由樹生 国際医療福祉大三田･血管外科

106 日本ﾚｰｻﾞｰ医学会 臨 土田 敬明 がん研ｾﾝﾀｰ・内視鏡科  

107 日本臨床腫瘍学会 臨 中川 和彦 近畿大・腫瘍内科学 田村 研治 国立がん研ｾ中央･乳腺科･腫瘍内科

108 日本呼吸器内視鏡学会 臨 大崎 能伸 旭川医大・呼吸器センター 奥仲 哲弥 山王病院呼吸器セ(ｾﾝﾀｰ長)

109 日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会 臨 松田 隆秀 聖マ医大・総合診療科 大滝 純司 北大・医学教育推進セ 

110 日本手外科学会 臨 田嶋  光 熊本整形外科病院（副院長） 田中 克己 長崎大・形成外科 

111 日本脊椎脊髄病学会 臨 加藤 真介 徳島大・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 鷲見 正敏 神戸労災病院（副院長） 

112 日本緩和医療学会 臨 齊藤 洋司 島根大･麻酔科･緩和ｹｱｾﾝﾀｰ 佐藤 英俊 佐賀大・地域包括緩和ケア科 

113 日本放射線腫瘍学会 臨 永田  靖 広島大・放射線腫瘍学 根本 建二 山形大・放射線腫瘍学 

114 日本臨床ｽﾎﾟｰﾂ医学会 臨 山澤 文裕 丸紅健康開発センター（所長） 増島  篤 東芝病院ｽﾎﾟｰﾂ整形外科 

115 日本熱傷学会 臨 山口 芳裕 杏林大・救急医学 管又  章 東医大・形成外科 

116 日本小児循環器学会 臨 村上  新 群馬県立小児医療セ副院長） 小野 安生 静岡県立こども病院・循環器科 

117 日本睡眠学会 臨 内山  真 日大・精神医学系 粥川 裕平 岡田ｸﾘﾆｯｸ･睡眠障害研究室 



118 日本磁気共鳴医学会 臨 巨瀬 勝美 筑波大・物理工学域 新津 守 埼玉医大・放射線科 

  


