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委員長 役職指定 学術評議員委員（２年目） 学術評議員委員（１年目） 委員数

理事会 深山　正久 23 あり

選挙制度改革委員会 検討中

COI委員会 伊藤　雅文
北川昌伸(理事）
中下裕子（外部委員・コスモス法律事務所） 3 あり

学術評議員資格審査委員会 岡田　保典 8

功労会員・名誉会員資格審査委員会 岡田　保典 9

情報セキュリティー委員会 宇於崎　宏 2

企画委員会 小田　義直
坂元亨宇（常任）　髙橋雅英（常任）　北川昌伸（常任）　安井弥(広報）
笹野公伸（教育）　石川雄一（国際）　森井英一（理事）　落合淳志（理事） 12 あり

ゲノム病理診断検討委員会 小田　義直
横崎宏（倫理）

14

ゲノム病理組織取扱規約委員会 金井　弥栄 7

病理情報ネットワーク管理運営委員会 宇於崎　宏 7

男女共同参画委員会 橋本　優子 11

広報委員会 安井　　弥
坂元亨宇（常任）　髙橋雅英（常任）　北川昌伸（常任）　小田義直（企画）
石川雄一（理事）　森井英一（理事）　森谷卓也（理事）　西川祐司（理事） 16 あり

社会への情報発信委員会 伊藤　智雄
安井弥（広報）

10

倫理委員会 横崎　　宏
増井徹（外部委員・慶應大）
中下裕子（外部委員・コスモス法律事務所） 9 あり

病理医・研究医の育成とリクルート委員
会

豊國　伸哉 11

学術委員会 髙橋　雅英

坂元亨宇（常任）　北川昌伸（常任）　小田義直（企画）　安井弥（広報）
笠原正典（第10７回春会長）　内藤善哉（第63回秋会長）
森井英一(理事）　森谷卓也（理事）　落合淳志（理事）　田中伸哉（理事）

中山　淳（信州大）　笹原正清（富山大）　澤田典均（札医大） 清川悦子（金大）　前田初彦（愛学大）　野口雅之（筑波大）

17 あり

学術奨励賞選考委員会 安井　　弥

髙橋雅英（学術）　北川昌伸（専門医）　笹野公伸（教育）
田中伸哉（研究推進）　落合淳志（編集）　森井英一（理事）
森谷卓也(理事）　小田義直(理事）　坂元亨宇（理事） 10 あり

教育委員会 笹野　公伸
森谷卓也（理事）　内藤善哉（理事）

9 あり

財務委員会 坂元　亨宇
髙橋雅英（常任）　北川昌伸（常任）　小田義直（企画）
安井弥（広報）　森井英一(理事）　落合淳志(理事） 7 あり

国際交流委員会 石川　雄一
坂元亨宇（財務・PI）　笹野公伸（理事）
加藤良平（IAP推薦）　吉野正（IAP推薦） 7 あり

PI刊行委員会 坂元　亨宇
髙橋雅英（学術）　落合淳志（編集）

212 あり

PI常任刊行委員会 坂元　亨宇
髙橋雅英（学術）　落合淳志（編集）

39 あり

PI編集長・副編集長会議 坂元　亨宇
澁谷和俊（副編集長）　豊國伸哉(副編集長）　都築豊徳（副編集長）

4

剖検情報委員会 宇於崎　宏 5 あり

病理専門医制度運営委員会 北川　昌伸
森井英一（医療業務）　笹野公伸（教育）　安田政実（診病編集長）
鬼島宏（理事）　豊澤悟(口腔オブザーバー）　森谷卓也（支部オブザーバー）

長尾俊孝（東京医大）　清水道生（博慈会記念）　田村浩一（東京逓信）
柴原純二（杏林大）

南口早智子(京大）　村田哲也（鈴鹿中央）　中黒匡人（名大）
大橋健一（横市大） 15 あり

試験委員会 大橋　健一 南口早智子（運営委員） 前田宜延（富山日赤）　根本哲生（東邦大）　浦野誠（藤田保衛大） 比島恒和（駒込）　河内洋（がん研）　小西英一（京府医大） 8

試験実施委員会 非公開 11

専門医資格審査委員会 村田　哲也 南口早智子（運営委員） 大倉康男（杏林大）　上田善彦（獨協越谷） 中村直哉(東海大）　笹島ゆう子（帝京大） 6

施設審査委員会 清水　道生 村田哲也(運営委員） 大池信之（昭和大藤が丘）　坂谷貴司（日医大） 三上哲夫(東邦大）　森正也（三井記念） 6

常任理事
会担当者

委員会名 内規

笠原正典（北大）　鍋島一樹（福岡大）　落合淳志（国がん東）　小田義直（九大）　佐々木毅（東大）　髙橋雅英（名大）　安井弥（広大）　吉野正（岡大）

藤井丈士（虎の門）

小田

大橋健一（横市大）、佐々木毅（東大）、田中伸哉（理事）

石川俊平（医科歯科大）　金井弥栄(慶大）　増田しのぶ（日大）　落合淳志（国がん東）　谷田部恭（愛知県がんセ）　佐々木毅（東大）　西原広史（北大）
竹内朋代（筑波大）　加藤洋人（医科歯科大）　宮城洋平（神奈川県がんセ）　鶴山竜昭（京大）　田口健一（九州がんセ）

西原広史（北大） 竹内朋代（筑波大）　加藤洋人（医科歯科大）　宮城洋平（神奈川県がんセ）　鶴山竜昭（京大）　田口健一（九州がんセ）

深山

深山正久(理事長/東大)　小田義直(副理事長・企画/九大)　　安井弥(副理事長・広報/広大)　坂元亨宇(常任理事・財務/慶大　)　髙橋雅英(常任理事・学術/名大)　北川昌伸（専門医部会・常任理事/医科歯科大）

田中伸哉（拡大常任・研究推進/北大）　落合淳志（拡大常任・編集/国がんセ）　森井英一(拡大常任・医療業務/阪大)　笹野公伸(教育/東北大)　石川雄一(国際交流/がん研)　鬼島宏（生涯教育/弘前大）　長塚仁(口腔病理部会長/岡大)

森谷卓也(支部・中四/川崎医大)　西川祐司(北海道/旭川医大)　長沼廣(東北/仙台市立)　内藤善哉(関東/日医大)　中村栄男(中部/名大)　大澤政彦(近畿/大阪市大)　　鍋島一樹(九沖/福岡大)

黒田誠(監事/藤田保衛大)　 白石泰三(監事/桑名市医療セ)　佐々木毅(※書記/東大）

江石義信（医科歯科大）　船田信顕（駒込）　片岡寛章（宮崎大）　落合淳志（国がん東）　岡田仁克（大阪医大）　横崎宏（神戸大）　安井弥（広大）

日比谷孝志（横市大）　前田大地（秋田大）　森谷卓也（川崎医大）　中村直哉（東海大）　中西陽子（日大）　寺本典弘（四国がんセ）

岩崎沙理（北海道） 　黒瀬顕　渡辺みか（東北）　矢持淑子　横山宗伯（関東） 太田浩良　下山芳江（中部）　坂井田紀子 （近畿）　表梨華（中四）　大谷博（九沖）

安井

藤井丈士（虎の門）　伊藤智雄（神戸大）　國安弘基（奈良医大）　中黒匡人（名大）　中澤温子（国成育医セ）　豊國伸哉（名大）　宇於崎宏（帝京大）

坂東良美（徳島大）　福岡順也（長崎大）　降幡睦夫（高知大）　畑中佳奈子（北大）　稲垣宏（名市大）　九嶋亮治（滋賀医大）　小田義直（企画）　竹内賢吾（がん研）

伊藤雅文（名古屋第一日赤）　　柴田亮行（女子医大）　田中伸哉（北大）　渡辺みか（東北大）　吉見直己（琉大）　榎木英介（近畿大）

西川祐司（旭川大）　南條博（秋田大）　茅野秀一（埼医大）　増永敦子（昭和大学藤が丘)　鷹橋浩幸（慈恵医大）　樋口佳代子（相澤）　伊東恭子（京府医大）
秋山隆（川崎医大）　上野正樹（香川大）　河野眞司（原三信）

髙橋
なし

降幡睦夫(高知大）　泉美貴（東京医大）　近藤哲夫（山梨大）　増田友之（岩手医大）　長嶋洋治(女子医大）　中村保宏（東北大）

藤井丈士（虎の門）　　池村雅子（東大）　　楠美嘉晃（日大）　髙澤豊（がん研）

北川

坂元

沢辺元司（医科歯科大）、吉田朗彦（国がんセ）

澁谷和俊（副編集長）　豊國伸哉(副編集長）　都築豊徳（副編集長）　他常任刊行委員33名+刊行委員173名

澁谷和俊（副編集長）　豊國伸哉(副編集長）　都築豊徳（副編集長）　他常任刊行委員33名
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常任理事
会担当者

委員会名 内規

部会報編集委員会 柴原　純二 9

専門医制度実施ワーキンググループ
北川　昌伸
清水　道生

11

口腔病理専門医制度運営委員会 長塚　　仁 北川昌伸（医科運営委員） 出雲俊之（医科歯科大）　前田初彦（愛学大）　石丸直澄（徳島大） 清島保（九大）　田沼順一（朝日大）　豊澤悟（阪大） 8 あり

口腔試験委員会 前田　初彦 清島保（九大）　丸山智(新潟大) 石丸直澄(徳島大)　田沼順一（朝日大） 5 あり

口腔試験実施委員会 非公開 3 あり

口腔資格審査 石丸　直澄 田沼順一（朝日大） 2 あり

口腔病理専門医制度基盤整備WG 出雲　俊之 5

生涯教育委員会
鬼島　　宏 16

病理診断講習会委員会 中村　直哉 9

支部委員会 森谷　卓也
西川祐司(北海道)　長沼廣(東北)　内藤善哉(関東)
中村栄男(中部)　大澤政彦(近畿)　　鍋島一樹(九沖) 7 あり

編集委員会 落合　淳志
髙橋雅英（学術）　田中伸哉（研究推進）　小田義直（企画）　安井弥（広報）
坂元亨宇（財務・PI）　森井英一（医療業務）　笹野公伸（教育）
安田政実（診断病理）　宇於崎宏（剖検情報）

10 あり

診断病理編集 安田　政実

落合淳志（編集）

49 あり

癌取扱い規約委員会 落合　淳志 25 あり

小児腫瘍組織分類委員会 田中 祐吉 14

コンサルテーション委員会 小田　義直 2

医療業務委員会 森井　英一
北川昌伸(理事）　小田義直(理事・コンサル）　坂元亨宇(理事）

10 あり

社会保険委員会 黒田　　一 7

剖検・病理技術委員会 柳井　広之 9

精度管理委員会 増田しのぶ 14

ガイドライン委員会 森井　英一

PD-1/PD-L1ガイドライン小委員会 森井　英一 3

PD-1/PD-L1ガイドライン肺癌WG 森井　英一 谷田部恭（愛知県がん）

病理検体処理ガイドラインWG 森井　英一 佐々木毅（将来構想検討） 　滝野寿（日臨技）、徳永英博（日臨技） 4

海外研修委員会 真鍋　俊明 6

研究推進委員会 田中　伸哉
小田義直（理事）　高橋雅英（理事） 藤井誠志（国がん東）　後藤明輝（秋田大）　梅澤明弘（国成育医セ） 池田栄二（山口大）　國安弘基（奈良医大）　鳥越俊彦（札医大）

豊国伸哉（名古屋大） 10 あり

診断病理サマーフェスト委員会 羽賀　博典 12

診療関連死調査に関する委員会 田中　伸哉 13

将来構想検討委員会 佐々木毅 8

デジタルパソロジー検討委員会 森　　一郎 15

地域医療推進委員会 佐々木　毅 8

千場良司（岩手県中）　石丸直澄(徳島大）　森泰昌(国がんセ) 　豊澤悟（阪大）

小林博也（北海道）　渡辺みか（東北）　清水道生（関東）　都築豊徳（中部）　羽賀博典(近畿・サマフェ）　柳井広之（中四）　竹下盛重（九沖）
中村直哉（病理診断講習会）、佐々木毅（将来構想検討）、佐藤由紀子(口腔)、
藤井丈士（虎の門）　平岡伸介（国がん）　湊宏（金医大）　森谷卓也（川崎医大）　村田哲也（鈴鹿中央）

一宮慎吾（北海道）　橋本優子（東北）　佐々木惇（関東）　鷹橋浩幸（関東）　稲垣宏（中部）　桜井孝規（近畿）　梅北善久（中四）　相島慎一（九沖）

北川

望月眞（副委員長）　深澤雄一郎（北海道）　長谷川剛（東北）　九島巳樹（関東）　浦野　誠（中部）　桑江優子（近畿）　串田吉生（中四）　大石善丈（九沖）

村田哲也（専門医・研修）　鬼島宏（研修）　中黒匡人（専門医）　大橋健一（専門医）
小西登（専門医）　笹島ゆう子（専門医）　亀山香織（研修）　大池信之（研修）　柴原純二（研修）

落合

なし

副編集長（8人）：梶原 博（東海大）　平戸純子（群馬大）　村田哲也（鈴鹿中央）　渡辺みか（東北大）　前田宜延（富山赤十字）　松山高明（京府大）
松林純（東京医大） 草深公秀（口腔/静がん）
支部編集委員（7人）：長谷川匡（北海道）　刑部光正（東北）　森一郎（関東）　都築豊徳（中部）　羽賀博典（近畿）　柳井広之（中四）　中島正洋（九沖）
診断病理査読者（32人）：高橋利幸、平野 博嗣（北海道） 南條博、水上浩哉、石田和之、中村保宏（東北） 柴原純二、根本哲生、森下由紀雄、本間 琢、菅間博、
大橋隆治、近藤哲夫（関東） 石澤伸、村上善子、杉野隆、福島万奈（中部） 棟方哲、冨田裕彦、足立靖、福島裕子、清水重喜（近畿）立山義朗、木村徳宏、庄盛浩平、
田中健大、中村聡子（中四） 丸塚浩助、西山憲一、齊尾征直、東美智代（九沖）　田沼順一（口腔）

森井英一（ガイドライン）　伊藤以知郎（広報）　渡邊麗子（総務）　寺本典弘（がん登録）　長塚仁（口腔）　立山尚（縦隔）　大林千穂（肺）　新井冨生（食道）
九嶋亮治（胃）　坂元亨宇（肝臓）　鬼島宏（胆道系）　福嶋敬宜（膵臓）　長嶋洋治（腎）　鷹橋浩幸（前立腺）　　都築豊徳（尿路）　森永正二郎（精巣）
清川貴子（婦人科）　　安田政実（婦人科）　　加藤良平（甲状腺）　笹野公伸（副腎）　増田しのぶ（乳腺）　廣瀬隆則（脳）　小田義直（骨軟部）
田中祐吉（小児）

浜崎豊（静岡こども）　平戸純子（群大）　北條洋（福島医大会津医セ）　堀江弘（千葉こども）　藤本純一郎（国成育医セ）　井上健（大阪市医セ）
宮内潤（東歯大）　森川征彦（都小児医セ）　中澤温子（国成育医セ）　中山雅弘（府立母子保健医セ）　大喜多肇（国成育医セ）　小田義直（九大）
横山繁昭(ジェネティックラボ）

渡辺みか

佐々木

田中伸哉（研究推進）　豊國伸哉（育成）　橋本優子（男女）　伊藤智雄（社会への情報発信）　宇於崎宏（ネットワーク） 石丸直澄（口腔）
金井弥栄（ゲノム規約）

福岡順也(長崎大）　伊藤智雄（神大）　齋藤勝彦（富山市民）　佐々木毅（東大）　島田修（DPJ細胞病理医院）　渡辺みか（東北大）　山城勝重（北海道がんセ）
吉澤明彦(京大）　吉見直己（琉大）　真鍋俊明（顧問・滋賀県成人病セ）　澤井高志（顧問・岩手医大）　白石泰三（顧問・三重大）　谷山清己（顧問・呉医療セ）
土橋康成（顧問・ルイ・パスツール）

黒瀬顕（弘前大）　新野大介（長崎大）　岡田真也（国際医療福祉大）　島田修（DPJ細胞病理医院）　渡辺一男（福島病理研）　吉澤明彦（京大）
岸川正大（顧問・長崎病理）

谷田部恭（愛知県がん）

阿部浩幸（東大）　板垣裕子（女子医）　黒瀬顕（弘前大）　マリアメルニェイ（PCL）　渋谷信介(済生会野江）

田中
新井栄一（埼玉医大）　小西英一（府立医大）　三上芳喜（熊本大）　湊宏（金医大）　元井紀子（国がん）　村田晋一（和歌山医大）　長田道夫（筑大）
南條博（秋田大）　大島孝一（久留米大）　鷹橋浩幸（慈恵医大）　牛久哲男（東大）

西川祐司(北海道)　長沼廣(東北)　笹野公伸（東北窓口）　内藤善哉(関東)　中村栄男(中部）　大澤政彦(近畿)　森井英一（近畿窓口）　森谷卓也（中四）
鍋島一樹(九沖)　野口雅之（筑大）　黒田誠(※顧問）　居石克夫（※顧問）

森井

黒田一（社会保険）　柳井広之（病理・剖検技術）　増田しのぶ(精度管理）　長塚仁（口腔）　畑中豊（北大）、桑田健（国がん東）

江夏一彰（多摩総合医セ）　稲山嘉明（横市大横浜医セ）　井野元智恵（東海大）　小塚祐司（三重大）　佐々木毅（東大）

遠藤希之（仙台厚生）　廣井禎之（防衛医大）　河原邦光（大阪府呼吸器・アレルギー医セ)　　松林純（東京医大） 　松岡健太郎（国成育医セ）
長坂徹郎（名大）　庄盛浩平（山陰労災）　安原裕美子（京都桂）

畑中豊(北大）　羽場礼次（香川大）　木佐貫篤（日南）　桑田健（国がん東）　鬼島宏（弘前大）　鍋島一樹（福岡大）　中西陽子(日大）　大林千穂（奈良医大）
笹島ゆう子（帝京大）　滝野寿（名市大）　津田均（防衛医大）　和田 了（順大静岡）　吉田正行（国がんセ）
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