
令和４年度 一般社団法人 日本小児外科学会役員・委員 

 

理 事 長 ・ 会 長  奥山宏臣   

副理事長 小野 滋 次期会長 田尻達郎  

理  事 浮山越史 大植孝治 田中 潔  

 石橋広樹 内田広夫 渕本康史 米田光宏 

監  事 黒田達夫 山高篤行   

 
―会務分担委員会［◎印担当理事、○印委員長、△印副委員長、☆顧問、※補佐〕― 

 

§常設委員会 

*庶務委員会 

◎小野 滋  ○照井慶太  △藤野明浩 

神山雅史 

 

*財務会計委員会 

◎小野 滋  ○上原秀一郎 △浦尾正彦 

 

*機関誌委員会 

◎大植孝治  ○田中秀明  △松浦俊治 

青井重善   阪 龍太   川野孝文 

曹 英樹   西  明   渡邉佳子 

濟陽寛子 

 

*国際・広報委員会 

◎渕本康史  ○新開統子  △平林 健 

 宮野 剛   川野晋也   齋藤 武 

 松浦俊治   畑田智子   千葉史子 

 小林 隆 

 

*保険診療委員会 

◎浮山越史  ○尾花和子  △田井中貴久 

☆川瀬弘一  ☆小高明雄   新開統子 

 木下義晶   高橋 翼   畠山 理 

 田中裕次郎  濟陽寛子   大矢知昇 

※内田広夫  ※古賀寛之 

 

*教育委員会 

◎内田広夫  ○井上幹大  △望月響子 

石丸哲也   神山雅史   小池勇樹 

五藤 周   永田公二   奈良啓悟 

本田正樹   横田一樹 

 

*悪性腫瘍委員会 

◎大植孝治  ○高間勇一  △小松秀吾 

宗崎良太   上原秀一郎  荒井勇樹 

野村元成   星 玲奈 

 

*学術・先進医療検討委員会 

◎米田光宏  ○深堀 優  △中田光政 

住田 亙   小川絵里   永田公二 

山田洋平   薄井佳子   小池勇樹 

神保教広   正畠和典 

 

*倫理・医療安全管理委員会 

◎石橋広樹  ○木下義晶  △瓜田泰久 

山内勝治   中目和彦   照井エレナ 

畑田智子   荒 桃子 

 

*データベース委員会 

◎田中 潔  ○藤代 準  △藤野明浩 

☆臼井規朗  ☆古村 眞   薄井佳子 

 小笠原有紀  小川絵里   宗崎良太 

 正畠和典   本多昌平  ※石丸哲也 

※尾山貴徳  ※古賀寛之  ※照井慶太 

※和田 基  ※渡邉佳子 

 

*小児救急検討委員会 

◎田中 潔  ○宮城久之  △島 秀樹 

☆米倉竹夫   中目和彦   鈴木 完 

 坂井幸子   小林めぐみ  好沢 克 

 臼井秀仁 

 

*トランジション検討委員会 

◎田中 潔  ○田附裕子  △小林 隆 

☆尾花和子   阪 龍太   森 大樹 

 加治 建   齋藤 武   菅沼理江 

 望月響子 

 

*ワークライフバランス検討委員会 

◎浮山越史  ○東間未来  △城田千代栄 

宮城久之   菅沼理江   小川絵里 

小林めぐみ  大場 豪   坂井幸子 

小坂太一郎 ※清水裕史 

 

 



*規約委員会 

◎石橋広樹  ○内田恵一  △森 大樹 

尾藤祐子   井上幹大   石丸哲也 

 

*研究倫理委員会 

◎石橋広樹  ○尾山貴徳  △薄井佳子 

☆小野 滋   大片祐一   坂井幸子 

 酒井清祥   古田繁行   矢本真也 

 

*利益相反委員会 

◎奥山宏臣  ○家入里志  △城田千代栄 

坂本浩一   大片祐一   宮城久之 

小池勇樹   神保教広   荒 桃子 

高橋良彰 

 

*NCD連絡委員会 

◎渕本康史  ○伊勢一哉  △藤代 準 

☆佐々木隆士 ☆寺脇 幹  ☆平原憲道 

☆藤野明浩   岡本竜弥   鈴木 完 

 奈良啓悟   望月響子   古賀寛之 

 矢本真也   富田紘史   畑田智子 

※藤雄木亨真 ※森田香織 

 

*ガイドライン委員会 

◎米田光宏  ○文野誠久  △田中裕次郎 

☆伊勢一哉   渡邊美穂   宮田潤子 

 武藤 充   三谷泰之   大片祐一 

矢本真也   高澤慎也   星 玲奈 

 

*医薬品・医療機器検討委員会 

◎内田広夫  ○和田 基  △古田繁行 

渡辺稔彦   武藤 充   中田光政 

狩野元宏   檜 顕成   佐々木隆士 

 ※森井真也子 ※藤原なほ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§特別委員会 

*秋季シンポジウム委員会 

 (◎印委員長,○印 38回会長,△印 39回会長) 

  ◎奥山宏臣  ○野田卓男  △臼井規朗 

  黒田達夫     山高篤行   小野 滋 

浮山越史   大植孝治   田中 潔 

石橋広樹   内田広夫   渕本康史 

米田光宏   田尻達郎   橘 一也 

 

*秋季シンポジウム小委員会(○印委員長) 

  ○小野 滋 

  内田広夫   井上幹大   米田光宏 

深堀 優   橘 一也   野田卓男 

臼井規朗   尾藤祐子   和田 基 

 

*総合調整委員会 

○小野 滋 

田尻達郎   浮山越史   大植孝治 

田中 潔   石橋広樹   内田広夫 

渕本康史   米田光宏 

 

* Pediatric Surgery International 

Publication Committee 

  ◎大植孝治  ○北川博昭 

    上野豪久    土井 崇   文野誠久 

  古村 眞   横井暁子   福本弘二 

  松浦俊治   武藤 充   田中奈々 

  中原さおり  渡辺稔彦   田中秀明 

  菱木知郎  ※島 秀樹 

 

§小児外科領域専門医検討委員会(○印委員長) 

 理事長           ○奥山宏臣 

 副理事長           小野 滋 

 施設認定委員会委員長     木下義晶 

 専門医認定委員会委員長    岡島英明 

 専門医制度庶務委員長     古村 眞 

 前理事長           田尻達郎 

 施設認定委員会前委員長    家入里志 

 専門医認定委員会前委員長   菱木知郎 

外科学会推薦委員       原 尚人 

外科学会推薦委員       赤木由人 

 

§対外委員 

 日本医学会 評議員      奥山宏臣 

       連絡委員     小野 滋 

       用語委員     内田広夫 

       用語代委員    井上幹大 

日本小児医療政策研究会    奥山宏臣 

 



小児救急連絡協議会      奥山宏臣 

               田中 潔 

外科関連専門医制度委員会   奥山宏臣 

    小野 滋 

               木下義晶 

               岡島英明 

世界小児外科学会連合代表   渕本康史 

外科系学会社会保険委員会連合（外保連） 

               浮山越史 

               尾花和子 

外科関連学会協議会      奥山宏臣 

               小野 滋 

小児専門管理栄養士制度合同協議会 

 奥山宏臣 

日本外科学会保険診療委員会  浮山越史 

               尾花和子 

臓器移植関連学会協議会    星野 健 

National Clinical Database  奥山宏臣 

              田中 潔 

渕本康史 

岡島英明 

日本小児医療保健協議会(四者協) 

 四者協 (オブザーバー参加) 奥山宏臣 

    田尻達郎 

    越永従道 

日本小児期外科系関連学会協議会  

                         奥山宏臣 

              浮山越史 

              尾花和子 

栄養委員会(小児)      山内 健 

山田洋平 

田附裕子 

健康診査委員会(小児)    渡井 有 

重症心身障害児(小児)    臼井秀仁 

子どもと ICT委員会(保健)  越永従道 

濟陽寛子 

成育基本法検討委員会(医会) 金森 豊 

地域小児科総合医検討委員会(医会) 

                浮山越史 

杉山彰英 

小児災害医療対策委員会(外科)米倉竹夫 

              島 秀樹 

      田口智章 

   松藤 凡 

                        田中 潔 

注 (小児)：日本小児科学会 

(保健)：日本小児保健協会 

(医会)：日本小児科医会 

(外科)：日本小児期外科系関連学会協議会 

§専門医制度委員会(○印委員長) 

 施設認定委員会 

  ○木下義晶    浮山越史 

家入里志    文野誠久 

田中 潔    内田広夫 

佐々木英之   米田光宏 

専門医認定委員会 

  ○岡島英明    平林 健 

大植孝治        藤代 準 

   菱木知郎    小野 滋 

   松浦俊治    和田 基 

 専門医制度庶務 

  庶務委員長     古村 眞 

庶務委員長補佐   石丸哲也 

庶務副委員長（施設） 

狩野元宏 

庶務副委員長補佐（施設） 

大久保龍二 

庶務副委員長（専門医） 

岡崎任晴 

庶務副委員長補佐（専門医） 

望月響子 

◆悪性腫瘍登録事業地区センター幹事 

北海道地区    本多昌平 

東北地区     福澤太一 

東京地区     高澤慎也 

関東地区     小松秀吾 

甲信越地区    荒井勇樹 

神奈川地区    脇坂宗親 

東海北陸地区   近藤知史 

大阪地区     野村元成 

近畿地区(大阪除く)三藤賢志 

中国四国地区 栗原 將 

九州地区  武本淳吉 

 

 


