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役員・委員一覧 2017 年 7 月 

 （   ）：日本内分泌外科学会会員、＊：非会員（両学会とも） 

日本甲状腺外科学会役員・委員一覧 
任期：2017 年学術集会終了日まで 

2017 年 7 月版 
 
理事長 今井常夫 
理事 伊藤研一 伊藤公一 猪原秀典 岩崎博幸 内野眞也

 岡本高宏 小野田尚佳 亀山香織 菅間博 菊森豊根

 茂松直之 杉谷巌 鈴木眞一 杉野公則 武山浩

 田中克浩 筒井英光 林隆一 原尚人 日比八束

 廣川満良 宮章博 家根旦有 山下弘幸 
監事 五十嵐健人 福成信博 
会長 鈴木眞一 副会長 福成信博 
 
将来検討委員会 
委員長 原尚人 
委員 伊藤研一 猪原秀典 今井常夫 岡本高宏 菅間博

 北野博也 絹谷清剛 鈴木眞一 
 

（参考） 
日本内分泌外科学会との合同将来検討委員会 
委員長 原尚人 
副委員長 猪原秀典 松田公志 
委員 市川智彦 伊藤研一 今井常夫 岡本高宏 菅間博

 北野博也 絹谷清剛 木村理 鈴木眞一 野々村祝夫 
 
日本内分泌・甲状腺外科学会専門医制度委員会 
委員長 原尚人 
副委員長 鈴木眞一 田中克浩 （寺地敏郎）  
委員 赤須東樹 （市川智彦） 伊藤研一 猪原秀典 今井常夫

 岡本高宏 神森眞 菊森豊根 北野博也 （永井敦）

 日比八束 （松田公志） 
 

日本内分泌・甲状腺外科学会専門医制度 専門医研修プログラム小委員会 
委員長 田中克浩 
委員 猪原秀典 市川智彦 日比八束 
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日本内分泌・甲状腺外科学会専門医制度 資格認定小委員会 
委員長 田中克浩 
副委員長 岡本高宏 北野博也 （永井敦） 宮章博 
委員 猪原秀典 春日好雄 杉野公則 高橋広 原尚人

 前田茂人 （宮嶋哲） 山本裕 
 
日本内分泌・甲状腺外科学会専門医制度 施設認定小委員会 
委員長 伊藤研一 
副委員長 日比八束 
 
日本内分泌・甲状腺外科学会専門医制度 試験問題作成小委員会 
委員長 杉谷巌 
副委員長 赤須東樹 神森眞 
委員 堀内喜代美 （宮嶋哲） 
 
（参考） 
日本外科学会専門医制度委員会 
委員 今井常夫 鈴木眞一 原尚人 
 

日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌編集委員会 
委員長 今井常夫 
副委員長 伊藤研一 原尚人 
委員 伊藤康弘 猪原秀典 内野眞也 小野田尚佳 亀山香織

 菅間博 菊森豊根 絹谷清剛 （酒井英樹） 茂松直之

 杉谷巌 杉野公則 鈴木眞一 筒井英光 （土井隆一郎）

 （中川健） （羽渕友則） 日比八束 福成信博 藤森実

 堀内喜代美 森谷季吉 家根旦有 山下啓子 山下弘幸 
 
甲状腺癌取扱い規約委員会 
委員長 岡本高宏 
副委員長 杉谷巌 
委員 伊藤康弘 今井常夫 加藤良平 鈴木眞一 日比八束

 廣川満良 
 
病理委員会 
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委員長 廣川満良 
副委員長 菅間博 
委員 加藤良平 亀山香織 越川卓 近藤哲夫 長沼廣 
顧問 坂本穆彦 
 
甲状腺腫瘍診療ガイドライン作成委員会 
委員長 岡本高宏 
副委員長 伊藤康弘 小野田尚佳 
委員 赤須東樹 伊藤研一 今井常夫 岩崎博幸 内野眞也

 小川利久 亀山香織 菅間博 菊森豊根 北川亘

 北野博也 絹谷清剛 小林薫 茂松直之 杉谷巌

 杉野公則 鈴木眞一 田中克浩 （田原信） 筒井英光

 野口靖志 野口仁志 原尚人 東達也＊ 日比八束

 福成信博 藤森実 前田茂人 宮川めぐみ＊ 森谷季吉

 和田修幸 
アドバイザー 吉田雅博＊ 
顧問 高見博 吉田明 
 
甲状腺癌薬物療法委員会 
委員長 杉谷巌 
委員 伊藤研一 伊藤康弘 今井常夫 岡本高宏 北野博也

 杉野公則 鈴木眞一 筒井英光 原尚人 
顧問 清水一雄 吉田明 
 
広報委員会 
委員長 伊藤公一 
委員  
 
NCD 委員会 
委員長 岡本高宏 
委員 伊藤公一 今井常夫 杉谷巌 鈴木眞一 
 
保険問題検討委員会 
委員長 山下弘幸 
副委員長 杉谷巌 
委員 五十嵐健人 伊藤公一 岡本高宏 原尚人 家根旦有 
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COI 委員会 
委員長 菊森豊根 
委員 木村理 茂松直之 
 
教育担当委員会 
委員長 日比八束 
委員 原尚人 
 
会則・規約担当委員会 
委員長 小野田尚佳 
委員 内野眞也 林隆一 
 
内視鏡下甲状腺手術ワーキンググループ 
施設会員 旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

岩手医科大学 
大阪警察病院 
岡山医療センター 外科 
鹿児島大学 乳腺甲状腺外科 
金沢医科大学 頭頸部外科 
岐阜赤十字病院 
木沢記念病院 
国際医療福祉大学三田病院 
札幌徳洲会病院 
筑波大学 乳腺甲状腺内分泌外科 
富山大学 消化器・腫瘍・総合外科 
虎の門病院 乳腺内分泌外科 
長崎医療センター 
長崎大学 移植・消化器外科 
名古屋第二赤十字病院 
日本医科大学 内分泌外科 
福島県立医科大学 甲状腺内分泌外科 
北斗病院 耳鼻科 
宮城県立がんセンター 頭頸部外科 
（五十音順） 


