
委員会委員名簿

� （令和元年 6月 26 日現在）
【総務委員会】
　　◎土谷　健，新田孝作，峰島三千男，森石みさき，山川智之，山下明泰

　　　〔情報管理小委員会〕
　　　　◎�阿部雅紀，○大家基嗣，大濱和也，尾形　聡，小川智也，川崎忠行，芝本　隆，中里優一，平和伸仁，

丸山範晃，村上円人，山下明泰
　　　　　（外部委員）田代嗣晴

　　　〔透析医療専門職資格検討委員会〕
　　　　◎�満生浩司，○土谷　健，猪阪善隆，金澤良枝，清野耕治，西野友哉，深川雅史，松田昭彦，水内恵子，

宮本賢一，山口伸子
　　　　　（日本腎不全看護学会）内田明子，佐藤久光，下山節子，三村洋美
　　　　　（日本腎臓病薬物療法学会）和泉　智，鎌田直博，木村　健，竹内裕紀，平田純生
　　　　　（日本臨床工学技士会）本間　崇，山下芳久

　　　〔感染調査小委員会〕
　　　　◎�竜崎崇和，○篠田俊雄，伊藤恭彦，菅野義彦，塚本　功，日ノ下文彦，洞　和彦，𠮷田　理，�

吉藤　歩，脇野　修
　　　　　（外部委員）大曲貴夫，高野八百子，中澤　靖，長谷川直樹

　　　〔統計調査のあり方小委員会〕
　　　　◎中元秀友，○新田孝作，猪阪善隆，酒井　謙，重松　隆，土谷　健，友　雅司，竜崎崇和

　　　〔発展途上国の透析スタッフ育成プログラム小委員会〕
　　　　◎�山下明泰，○兵藤　透，浦辺俊一郎，岡田一義，川西秀樹，小久保謙一，柴原伸久，瀧澤亜由美，�

長沼俊秀，楢村友隆，松原弘和，山下芳久，若井陽希
　　　　　（外部委員）山本裕子

　　　〔本学会あり方小委員会〕
　　　　◎中元秀友，○土谷　健，阿部雅紀，猪阪善隆，重松　隆，友　雅司，新田孝作，水口　潤

　　　〔e—ラーニング検討小委員会〕
　　　　◎久野　勉，○岡田一義，小川智也，酒井　謙，土谷　健，友　雅司，中西　健，藤元昭一

　　　〔病気腎移植に関する検討小委員会〕
　　　　◎酒井　謙，〇吉田一成，竹内康雄，中元秀友，西　慎一，服部元史，水口　潤，八木澤隆，吉田克法

　　　〔日本透析医学会創立 50 周年記念祝賀会準備委員会〕
　　　　◎�中元秀友，秋澤忠男，稲葉雅章，川口良人，斎藤　明，重松　隆，内藤秀宗，西沢良記，新田孝作，

水口　潤
　　　　　（事務局）齋藤良雄，坂入幸雄

　　　　（日本透析医学会創立 50 周年記念祝賀会準備委員会記念誌編集ワーキンググループ）
　　　　　◎稲葉雅章，○新田孝作，小川智也，上條祐司，長谷川毅，花房規男，星野純一，森　克仁



　　　〔会員管理システム業者選定小委員会〕
　　　　◎土谷　健，峰島三千男，山下明泰，山本健一郎

【財務委員会】
　　◎熊谷裕生，今田崇裕，要　伸也，木全直樹，西　慎一，水口　潤

【編集委員会】◎重松　隆，○熊谷裕生
　　　〔欧文誌運営委員会〕
　　　　◎�重松　隆，○猪阪善隆，伊藤恭彦，菅野義彦，倉賀野隆裕，小松康宏，酒井　謙，鶴屋和彦，�

中元秀友，花房規男，松田兼一，森石みさき，山家敏彦，山縣邦弘

　　　〔和文誌運営委員会〕
　　　　◎熊谷裕生，○小岩文彦，岡田浩一，加藤明彦，服部元史，横井秀基，横山啓太郎
　　　　　（和文誌査読小委員会）
　　　　　�赤井靖宏，有薗健二，飯ヶ谷嘉門，伊藤孝史，大城戸一郎，小川智也，木全直樹，齋藤　満，�

佐々木環，庄司哲雄，常喜信彦，田村雅仁，長沼俊秀，西　慎一，根木茂雄，長谷川毅，平和伸仁，
深水　圭，藤井秀毅，古井秀典，古市賢吾，松下和通，三股浩光，森石みさき，山下明泰，竜崎崇和，
脇野　修

【学術委員会】
　　◎�友　雅司，○土谷　健，阿部雅紀，伊藤恭彦，菅野義彦，倉賀野隆裕，小岩文彦，常喜信彦，新田孝作，

服部元史，深澤瑞也，水口　潤，山下明泰

　　　（腹膜透析ガイドライン改訂ワーキンググループ）
　　　　◎�伊藤恭彦，○竜崎崇和，石川祐一，伊丹儀友，伊東　稔，植田敦志，金澤良枝，川西秀樹，菅野義彦，

杉山　斉，鶴屋和彦，寺脇博之，友　雅司，中元秀友，深澤瑞也，山下明泰，横井秀基
　　　　　（日本腹膜透析医学会）中山昌明，（外部委員）湯浅秀道

　　　　［Systematic�Review（SR）］
　　　　　�井尾浩章，伊東　稔，植田敦志，内山清貴，小畑陽子，葛西貴広，菅野厚博，黒木裕介，小向大輔，

坂　洋祐，櫻田　勉，田川美穂，辻本　啓，辻本　康，辻本吉広，寺脇博之，戸田尚宏，樋口千惠子，
藤井隆之，藤倉恵美，丸山之雄，森本耕吉，安田　香，山本脩人，若林啓一，鷲田直輝，渡邉公雄

　　　　［パネル会議］
　　　　　田村雅仁，友　雅司，中元秀友，古薗　勉，政金生人，正木浩哉，松村満美子，宮崎正信
　　　　　（外部委員）徳元しのぶ，野上昌代，三上裕子

　　　　［Part�1 執筆者］
　　　　　�石川祐一，伊丹儀友，伊東　稔，伊藤恭彦，植田敦志，金澤良枝，川西秀樹，菅野義彦，杉山　斉，

鶴屋和彦，寺脇博之，友　雅司，中倉兵庫，中元秀友，中山昌明，幡谷浩史，濱田　陸，深澤瑞也，
三浦健一郎，山下明泰，横井秀基，竜崎崇和

　　　　　（外部委員）西山　慶

　　　　［Part�1 査読者］
　　　　　金井英俊，田村雅仁，服部元史，山本裕康

　　　　［外部評価者］
　　　　　（外部委員）豊島義博，南郷栄秀



　　　　（栄養問題検討ワーキンググループ）
　　　　　◎菅野義彦，稲葉雅章，加藤明彦，神田英一郎，坂本香織，瀬戸由美，長井美穂，長澤康行
　　　　　　（外部委員）村山稔子

　　　〔学術専門部小委員会〕
　　　　◎�小岩文彦，○深澤瑞也，小川智也，川口武彦，神田英一郎，倉賀野隆裕，小松康宏，駒場大峰，�

坂口悠介，長谷川毅，花房規男，藤井直彦，藤﨑毅一郎，丸山之雄，宮田　昭，安田　香，�
若杉三奈子

　　　〔血液浄化療法の機能・効率に関する小委員会〕
　　　　◎�友　雅司，○深澤瑞也，川西秀樹，菊地　勘，久野　勉，倉賀野隆裕，佐藤元美，水口　潤，�

峰島三千男，山下明泰
　　　　　（外部委員）阿瀬智暢，田中　賢

　　　　（ISO対策ワーキンググループ）
　　　　　◎川西秀樹，○深澤瑞也，友　雅司，政金生人
　　　　　　（日本臨床工学技士会）内野順司，江村宗郎，星野武俊
　　　　　　（日本医療機器テクノロジー協会）有富正治，今井正己，甲　雅宏

　　　　（透析排液管理ワーキンググループ）
　　　　　◎峰島三千男，友　雅司
　　　　　　（日本透析医会）宍戸寛治，（日本臨床工学技士会）内野順司

　　　　（頻回・長時間血液透析における機能・効率と安全性の検討ワーキンググループ）
　　　　　◎峰島三千男，大濱和也，川西秀樹，喜田智幸，友　雅司，深澤瑞也，政金生人，若井陽希
　　　　　　（日本透析医会）太田圭洋，甲田　豊，山川智之，（長時間透析研究会）前田利朗

　　　〔血液浄化に関する新技術検討小委員会〕
　　　　◎山下明泰，金　成泰，﨑山亮一，花房規男，濱田浩幸，古薗　勉，松田兼一
　　　　　（外部委員）遠藤善裕

　　　〔医師・コメディカルスタッフの教育・研究体制の在り方小委員会〕
　　　　◎阿部雅紀，伊丹儀友，市川和子，内田明子，大坪みはる，金澤良枝，古井秀典，古薗　勉，本間　崇

　　　〔コメディカルスタッフ研究助成基金運営委員会〕
　　　　◎友　雅司，市川和子，小川智也，小手田紀子，下山節子，古薗　勉，鷲田直輝

　　　〔透析医学用語集作成小委員会〕
　　　　◎土谷　健，秋葉　隆，安藤亮一，猪阪善隆，加藤明彦，小岩文彦，冨永芳博，峰島三千男
　　　　　（日本腎臓学会）西　慎一，安田　隆，（日本アフェレシス学会）馬場彰泰，山家敏彦
　　　　　（日本急性血液浄化学会）片山　浩，貞廣智仁

【統計調査委員会】
　　◎�新田孝作，○花房規男，○政金生人，阿部雅紀，後藤俊介，常喜信彦，谷口正智，中井　滋，長谷川毅，

濱野高行，星野純一，三浦健一郎，和田篤志
　　　（外部委員）山本景一

　　　〔統計解析小委員会〕
　　　　◎�阿部雅紀，○神田英一郎，岩藤和広，菊地　勘，後藤俊介，駒場大峰，坂口悠介，島　久登，�



田川美穂，田中伸枝，花房規男，藤井直彦，星野純一，丸山之雄，若杉三奈子
　　　　　（外部委員）新谷　歩

　　　〔地域協力小委員会〕
　　　　◎新田孝作，○政金生人，○和田篤志
　　　　　�（北海道）河田哲也，前野七門，（青森）大山　力，（岩手）清野耕治，（宮城）佐藤壽伸，（秋田）佐藤　滋，

（山形）伊東　稔，（福島）風間順一郎，（茨城）植田敦志，（栃木）齋藤　修，（群馬）安藤哲郎，�
（埼玉）小川智也，熊谷裕生，（千葉）小倉　誠，寺脇博之，（東京）阿部雅紀，安藤亮一，柏木哲也，�
濱田千江子，（神奈川）柴垣有吾，平和伸仁，（新潟）島田久基，（富山）石田陽一，（石川）横山　仁，�
（福井）宮崎良一，（山梨）深澤瑞也，（長野）上條祐司，（岐阜）松岡哲平，（静岡）加藤明彦，森　典子，
（愛知）伊藤恭彦，春日弘毅，（三重）小薮助成，（滋賀）有村徹朗，（京都）橋本哲也，（大阪）稲葉雅章，
林　晃正，山川智之，（兵庫）西　慎一，藤森　明，（奈良）米田龍生，（和歌山）根木茂雄，�
（鳥取）中岡明久，（島根）伊藤孝史，（岡山）杉山　斉，（広島）正木崇生，（山口）新田　豊，�
（徳島）岡田一義，（香川）山中正人，（愛媛）菅　政治，（高知）大田和道，（福岡）田村雅仁，満生浩司，
（佐賀）池田裕次，（長崎）錦戸雅春，（熊本）宮田　昭，（大分）友　雅司，（宮崎）藤元昭一，�
（鹿児島）野﨑　剛，（沖縄）大城吉則

【専門医制度委員会】◎岡田一義，○酒井　謙
　　　　（内科系）小岩文彦，酒井　謙，坂口美佳，花房規男，森石みさき
　　　　（外科系）大家基嗣，佐藤　滋，兵藤　透，深澤瑞也，吉田一成

　　　〔研修プログラム小委員会〕◎小岩文彦，○清野耕治
　　　　［専門委員］（内科系）小川智也，濱田千江子
　　　　［専門委員］（外科系）清野耕治，山川智之
　　　　［都道府県委員］
　　　　�（北海道）古井秀典，吉田英昭，（岩手）阿部貴弥，（宮城）佐藤壽伸，（秋田）齋藤　満，（山形）伊東　稔，

（福島）鈴木一裕，（茨城）斎藤知栄，（栃木）齋藤　修，（群馬）植木嘉衛，（埼玉）友利浩司，森下義幸，�
（千葉）林　晃一，（東京）角田隆俊，徳山博文，長岡由女，丸山之雄，三瀬直文，（神奈川）滝本千恵，�
竹内康雄，平和伸仁，（新潟）島田久基，（富山）川端雅彦，（石川）和田隆志，（山梨）深澤瑞也，�
（長野）上條祐司，（岐阜）松岡哲平，（静岡）古谷隆一，（愛知）春日弘毅，佐藤元美，（三重）小薮助成，�
（滋賀）一色啓二，（京都）今田直樹，（大阪）今田崇裕，長沼俊秀，林　晃正，（兵庫）藤森　明，�
（奈良）赤井靖宏，（和歌山）根木茂雄，（鳥取）中岡明久，（島根）伊藤孝史，（岡山）杉山　斉，�
（広島）川合　徹，土井盛博，（山口）新田　豊，（徳島）林　秀樹，（香川）山中正人，（愛媛）佐藤武司，�
（高知）寺田典生，（福岡）田村雅仁，深水　圭，（佐賀）池田裕次，（長崎）西野友哉，（熊本）西　一彦，�
（大分）三股浩光，（宮崎）佐藤祐二，（鹿児島）速見浩士

　　　　［都道府県委員オブザーバー］
　　　　（青森）中村典雄，（福井）岩野正之，（沖縄）古波蔵健太郎

　　　〔カリキュラム小委員会〕◎酒井　謙，○今　裕史
　　　　［専門委員］（内科系）佐々木環，常喜信彦，服部元史，平和伸仁
　　　　　　　　　（外科系）阿部貴弥，井手健太郎，今　裕史，廣谷紗千子
　　　　［編集会議］
　　　　　（セルフトレーニング問題ワーキンググループ）
　　　　　�赤井靖宏，井尾浩章，伊東　稔，岩谷博次，岡戸丈和，小野寺一彦，川合　徹，久野　勉，小薮助成，

西尾妙織，橋本哲也，林　秀樹，春口洋昭，古井秀典，松下和通，丸山範晃，三股浩光，村上円人，
矢内　充，脇野　修

　　　　　（研修カリキュラム・指導マニュアルワーキンググループ）
　　　　　�安藤哲郎，家原典之，井尾浩章，和泉雅章，植田敦志，春日弘毅，小松康宏，坂口美佳，祖父江理，

田村雅仁，長井幸二郎，名波正義，錦戸雅春，野口智永，橋本幸始，速見浩士，原田　浩，松橋尚生，



吉本　充，若井幸子

　　　〔専門医認定小委員会〕◎花房規男，○久野　勉
　　　　［専門委員］（内科系）井尾浩章，久野　勉，西尾妙織，脇野　修
　　　　　　　　　（外科系）金子佳照，錦戸雅春，林　秀樹，春口洋昭

　　　　［地区委員］（北海道）小原史生，（東北）伊東　稔，（関東）植田敦志，（東京）岡戸丈和，
　　　　　　　　　�（甲信越・北陸）松下和通，（東海）春日弘毅，（近畿）和泉雅章，（中国）川合　徹，�

（四国）祖父江理，（北九州）三股浩光，（南九州）速見浩士

　　　〔専門医試験小委員会〕◎坂口美佳，○矢内　充
　　　　［専門委員］�（内科系）�赤井靖宏，家原典之，岩谷博次，小川哲也，奥野仙二，木全直樹，小松康宏，�

佐藤元美，髙橋計行，土井盛博，名波正義，新田　豊，波多野道康，藤井秀毅，�
松橋尚生，村上円人，矢内　充，𠮷田　理，若井幸子

　　　　　　　　　（外科系）�安藤哲郎，小野寺一彦，齋藤　満，佐藤武司，柴原伸久，鈴木一裕，中山晋二，�
野口智永，橋本哲也，原田　浩，古井秀典，吉本　充

　　　　［地区委員］�（北海道）和田篤志，（東北）佐藤正嗣，（関東）小林絵美，（東京）中田純一郎，�
（甲信越・北陸）橋本幸始，（東海）小薮助成，（近畿）東　治人，（中国）新宅究典，�
（四国）長井幸二郎，（北九州）田村雅仁，（南九州）西　一彦

　　　〔施設認定小委員会〕◎深澤瑞也，○林　晃一
　　　　［専門委員］角田隆俊，櫻田　勉，竹内康雄，長沼俊秀，林　晃一
　　　　［地区委員］�（北海道）吉田英昭，（東北）佐藤壽伸，（関東）植木嘉衛，（東京）佐藤眞理子，�

（甲信越・北陸）上條祐司，（東海）小出滋久，（近畿）今田崇裕，（中国）中岡明久，�
（四国）山中正人，（北九州）西野友哉，（南九州）佐藤祐二

【国際学術交流委員会】
　　◎�猪阪善隆，○平和伸仁，伊藤恭彦，菅野義彦，柴垣有吾，柴原伸久，常喜信彦，塚本雄介，寺田典生，�

兵藤　透，深川雅史，安田日出夫，山下明泰，湯澤由紀夫，竜崎崇和，和田隆志

【評議員選出委員会】◎吉田一成，○長沼俊秀
　　［全国区］（内科）小川智也，（外科）原田　浩，（泌尿器科）兵藤　透
　　［地方区］�（北海道・東北）和田篤志，（関東）中村道郎，（東京）濱田千江子，（甲信越・北陸・東海）松岡哲平，

（近畿）坂口美佳，（中国・四国）新宅究典，（九州・沖縄）錦戸雅春

【保険委員会】
　　◎�竜崎崇和，○深澤瑞也，亀井大悟，川合　徹，川西秀樹，菅野義彦，篠田俊雄，田倉智之，土谷　健，�

友利浩司，長谷川毅，本間　崇，矢内　充，脇野　修
　　　（内保連）高橋　進，（外保連）米川元樹，（日本臨床工学技士会）村上　淳

　　　〔高齢化社会に向けた在宅医療の検討小委員会〕
　　　　◎土谷　健，○竜崎崇和，安藤亮一，猪阪善隆，太田圭洋，川西秀樹，杉崎弘章，水口　潤，山川智之
　　　　　（日本臨床工学技士会）本間　崇，山下芳久，（日本腎不全看護学会）佐藤久光

　　　　（保険対策ワーキンググループ）
　　　　　◎�深澤瑞也，亀井大悟，川合　徹，菅野義彦，田倉智之，友利浩司，長谷川毅，村上　淳，脇野　修

（オブザーバー）竜崎崇和



【倫理委員会】
　　◎倉賀野隆裕，○稲熊大城，濱田千江子，平和伸仁，深澤瑞也
　　　（外部委員）会田薫子，小川義龍，松村満美子

　　　〔研究倫理に関する検討小委員会〕
　　　　◎稲熊大城，○阿部雅紀，上條祐司，蓮池由起子，平和伸仁

【腎不全総合対策委員会】
　　◎�深川雅史，○中山昌明，阿部雅紀，伊藤孝史，稲熊大城，要　伸也，小岩文彦，小松康宏，佐藤　滋，�

柴垣有吾，寺脇博之，西尾妙織，西野友哉，脇野　修
　　　（日本臨床腎移植学会）酒井　謙，（日本高血圧学会）寺田典生，（日本腎臓学会）鶴屋和彦
　　　（日本小児腎臓病学会）服部元史，（日本泌尿器科学会）阿部貴弥

【危機管理委員会】
　　◎鶴屋和彦，○山川智之，安藤亮一，加藤明彦，佐藤壽伸，篠田俊雄，花房規男，宮崎真理子，脇野　修
　　　（日本腎臓学会）山縣邦弘

　　　〔災害対策小委員会〕
　　　　◎山川智之
　　　　　（専門委員）宮崎真理子
　　　　　�（北海道）古井秀典，（東北）木村朋由，（関東）雨宮守正，（東京）土井研人，花房規男，（信越）山本　卓，

（東海）加藤明彦，（関西）山川智之，吉矢邦彦，（中国）正木崇生，（四国）橋本寛文，（九州）満生浩司
　　　　　（日本透析医会）赤塚東司雄，（日本臨床工学技士会）本間　崇
　　　　　（日本腎不全看護学会）佐藤久光，（日本腎臓学会）山縣邦弘
　　　　　（日本血液浄化技術学会）山家敏彦

　　　〔医療安全対策小委員会〕
　　　　◎満生浩司
　　　　　（専門委員）宮崎真理子
　　　　　�（北海道）今　裕史，（東北）佐藤壽伸，（関東）前波輝彦，（東京）岡戸丈和，（甲信越）洞　和彦，�

（中部）鶴田良成，（関西）長沼俊秀，（中国）川合　徹，（四国）山中正人，（九州）満生浩司
　　　　　（日本透析医会）篠田俊雄，（日本臨床工学技士会）本間　崇
　　　　　（日本腎不全看護学会）遠藤ミネ子，（日本腎臓学会）要　伸也
　　　　　（日本血液浄化技術学会）山家敏彦

　　　　［調査委員］
　　　　　�（北海道）中川直樹，西尾妙織，吉田英昭，（青森）村上秀一，米山高弘，（岩手）阿部貴弥，大森　聡，

（宮城）宮崎真理子，森　建文，（秋田）佐藤　滋，宮形　滋，（山形）今田恒夫，高岩正至，�
（福島）風間順一郎，鈴木一裕，（茨城）小林正貴，山縣邦弘，（栃木）齋藤　修，八木澤隆，�
（群馬）安藤哲郎，植木嘉衛，（埼玉）浅野友彦，岡田浩一，（千葉）小原まみ子，室谷典義，�
（東京）岡戸丈和，角田隆俊，渕之上昌平，竜崎崇和，（神奈川）緒方浩顕，柴垣有吾，戸谷義幸，�
（新潟）島田久基，山本　卓，（富山）石田陽一，小池　勤，（石川）坂井宣彦，横山　仁，�
（福井）岩野正之，宮崎良一，（山梨）神宮寺禎巳，深澤瑞也，（長野）上條祐司，洞　和彦，�
（岐阜）小田　寛，松岡哲平，（静岡）笠井健司，古谷隆一，（愛知）稲熊大城，吉田篤博，�
（三重）石川英二，水谷安秀，（滋賀）荒木信一，有村徹朗，（京都）橋本哲也，松原　雄，�
（大阪）今田崇裕，坂口美佳，柴原伸久，長沼俊秀，（兵庫）倉賀野隆裕，藤井秀毅，藤森　明，�
（奈良）赤井靖宏，米田龍生，（和歌山）重松　隆，根木茂雄，（鳥取）中岡明久，（島根）伊藤孝史，�
（岡山）佐々木環，杉山　斉，（広島）井手健太郎，川合　徹，（山口）内山浩一，新田　豊，�
（徳島）田上隆一，林　秀樹，（香川）石津　勉，杉山弘明，（愛媛）上村太朗，藤方史朗，�



（高知）入口弘英，寺田典生，（福岡）中野敏昭，満生浩司，（佐賀）池田裕次，中村　恵，�
（長崎）錦戸雅春，西野友哉，（熊本）有薗健二，西　一彦，（大分）金田幸司，佐藤文憲，�
（宮崎）池田直子，藤元昭一，（鹿児島）野﨑　剛，速見浩士，（沖縄）古波蔵健太郎

【研究者の利益相反等検討委員会】
　　◎酒井　謙，○横山　仁，伊藤恭彦，小松康宏，錦戸雅春，花房規男，森石みさき
　　　（外部委員）村岡　功，（顧問弁護士推薦委員）小川義龍

【男女共同参画推進委員会】
　　◎�森石みさき，稲熊大城，土谷　健，長岡由女，中山昌明，蓮池由起子，濱田千江子，廣谷紗千子，�

若井幸子

　　　〔多職種の男女共同参画に関する小委員会〕
　　　　◎森石みさき，稲熊大城，土谷　健，中山昌明，濱田千江子，廣谷紗千子，若井幸子
　　　　　（日本臨床工学技士会）上野共香，（日本腎臓病薬物療法学会）竹内裕紀
　　　　　（日本腎不全看護学会）水附裕子，（日本病態栄養学会）大部正代

　　　〔女性医師育成小委員会〕
　　　　◎�森石みさき，稲熊大城，田中元子，土谷　健，長岡由女，中山昌明，蓮池由起子，濱田千江子，�

廣谷紗千子，森　典子，若井幸子

　○日本医学会
　　　評議員　　　　中元秀友　　連絡委員　土谷　健
　　　医学用語委員　友　雅司　　（代 委員）　竜崎崇和

　○日本腎臓病協会
　　各都道府県担当者
　　　　（北海道）前野七門，（青森）大山　力，（岩手）清野耕治，（宮城）鈴木一之，（秋田）佐藤　滋，
　　　　（山形）政金生人，（福島）鈴木一裕，（茨城）山縣邦弘，（栃木）草野英二，（群馬）植木嘉衛，
　　　　（埼玉）熊谷裕生，（千葉）林　晃一，（東京）大家基嗣，（神奈川）衣笠えり子，
　　　　（新潟）成田一衛，（富山）飯田博行，（石川）横山　仁，（福井）吉田治義，（山梨）深澤瑞也，
　　　　（長野）洞　和彦，（岐阜）小田　寛，（静岡）笠井健司，（愛知）稲熊大城，（三重）𡌛村信介
　　　　（滋賀）有村徹朗，（京都）岩元則幸，（大阪）武本佳昭，（兵庫）倉賀野隆裕，（奈良）吉田克法
　　　　（和歌山）重松　隆，（鳥取）中岡明久，（島根）伊藤孝史，（岡山）平松　信，（広島）正木崇生
　　　　（山口）新田　豊，（徳島）橋本寛文，（香川）山中正人，（愛媛）菅　政治，（高知）寺田典生
　　　　（福岡）満生浩司，（佐賀）池田裕次，（長崎）原田孝司，（熊本）有薗健二，（大分）友　雅司
　　　　（宮崎）藤元昭一，（鹿児島）速見浩士，（沖縄）當間茂樹

　○透析療法合同専門委員会
　　　　篠田俊雄，友　雅司，峰島三千男

　○内科系学会社会保険連合
　　　　竜崎崇和，川西秀樹，中元秀友，矢内　充

　　　〔「説明と同意」委員会〕
　　　　酒井　謙

対外関係



　○臓器移植関連学会協議会
　　　　水口　潤

　　　〔移植施設体制整備委員会〕
　　　　水口　潤

　○日本透析医会　医療事故対策部会
　　　　鶴屋和彦

　○末期腎不全治療説明用小冊子作成（日本腎臓学会腎移植推進委員会）
　　　　深川雅史

　○糖尿病性腎症合同委員会
　　　　（代表）土谷　健，阿部雅紀，加藤明彦，小岩文彦，友　雅司

　○日本透析医会との合同による透析医療に関するグランドデザイン
　　　　中元秀友，重松　隆，友　雅司，新田孝作，竜崎崇和

　○慢性腎臓病（CKD）専門領域企画委員会
　　　　脇野　修

　○腎臓関連ワーキンググループ
　　　　（医師）菅野義彦，（管理栄養士）坂本香織

　○修復腎移植検討委員会外部委員
　　　　酒井　謙

　○高血圧治療ガイドライン 2019 外部委員
　　　　中元秀友

　○「診療群分類包括評価」腎・泌尿器科グループ班員
　　　　土谷　健

　○糖尿病診療ガイドライン 2019 リエゾン委員
　　　　阿部雅紀


