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代議員選挙結果のお知らせ

一般社団法人

日本頭頸部癌学会は、定款、選挙管理員会および理事・代議員選任規定

にもとづき代議員選挙を行いましたので、結果を公表いたします。
平成 30・31 年度代議員には下記の方が当選されたことをお知らせいたします。任期は平
成 30 年 6 月 14 日(木)第 42 回日本頭頸部癌学会 総会から 2 年間となります。
なお、下記の名簿内容に脱漏や誤字などがございましたら、当会選任規定の第 2 条 5、6
項に従い平成 30 年 2 月 14 日(水)までに選挙管理委員会へご連絡ください。
学会のさらなる発展のため、今後とも変わらぬご協力を賜われますよう、何卒よろしく
お願い申し上げます。

各分野当選者名簿
耳鼻咽喉科・頭頸部外科分野

100 名

≪北海道・東北地区≫ 10 名
小川 武則

東北大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

小池 修治

山形県立中央病院 頭頸部・耳鼻咽喉科

坂下 智博

市立釧路総合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

志賀 清人

岩手医科大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

永橋 立望

北海道がんセンター耳鼻咽喉科

林 達哉

旭川医科大学 頭頸部癌先端的診断・治療学講座

本間 明宏

北海道大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

松浦 一登

宮城県立がんセンター耳鼻咽喉科

松原 篤

弘前大学医学部医学研究科

室野 重之

福島県立医科大学 耳鼻咽喉科学講座

耳鼻咽喉科学講座

≪関東地区≫ 15 名
今西 順久

川崎市立川崎病院 耳鼻咽喉科

大上 研二

東海大学医学部 耳鼻咽喉科

久保田 彰

神奈川県立がんセンター頭頸部外科

塩谷 彰浩

防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座

菅澤 正

埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科・耳鼻咽喉科

鈴木 政美

群馬県立がんセンター 頭頸科

近松 一朗

群馬大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

中平 光彦

埼玉医科大学国際医療センター包括的がんセンター頭頸部腫瘍科

西野 宏

自治医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座

花澤 豊行

千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頚部腫瘍学

林 隆一

国立がん研究センター東病院 頭頸部外科

平林 秀樹

獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

古川 まどか 神奈川県立がんセンター頭頸部外科
別府 武

埼玉県立がんセンター 頭頸部外科

山下 拓

北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

≪東京地区≫ 16 名
朝蔭 孝宏

東京医科歯科大学 頭頸部外科

安藤 瑞生

東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

池田 勝久

順天堂大学医学部耳鼻咽喉科教室

小澤 宏之

慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

嶋根 俊和

昭和大学頭頸部腫瘍センター

杉本 太郎

がん・感染症センター都立駒込病院 耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍外科

塚原 清彰

東京医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

中尾 一成

NTT 東日本関東病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

中溝 宗永

日本医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

濱 孝憲

東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科

平野 浩一

杏林大学医学部呼吸器・甲状腺外科

古阪 徹

日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

三浦 弘規

国際医療福祉大学附属三田病院頭頸部腫瘍センター

三谷 浩樹

がん研有明病院 頭頸科

横山 純吉

江戸川病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

吉本 世一

国立がん研究センター中央病院 頭頸部腫瘍科

≪中部地区≫ 14 名
鬼塚 哲郎

静岡県立静岡がんセンター頭頸外科

川北 大介

名古屋市立大学大学院 耳鼻咽喉・頭頸部外科学

久世 文也

岐阜大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分野

櫻井 一生

藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室

佐藤 雄一郎 新潟県立がんセンター新潟病院 頭頸部外科
鈴木 秀典

愛知県がんセンター中央病院 頭頸部外科部

竹内 万彦

三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科

辻 裕之

金沢医科大学 頭頸部外科学

寺田 聡広

名古屋第一赤十字病院 耳鼻咽喉科

花井 信広

愛知県がんセンター中央病院 頭頸部外科

藤枝 重治

福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

藤本 保志

名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部感覚器外科耳鼻咽喉科

峯田 周幸

浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

吉崎 智一

金沢大学医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科

≪近畿地区≫ 24 名
安里 亮

京都医療センター 頭頸部外科

井口 広義

大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学

猪原 秀典

大阪大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

岩井 大

関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

岩江 信法

兵庫県立がんセンター頭頸部外科

上村 裕和

奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

太田 一郎

奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

大月 直樹

神戸大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

大森 孝一

京都大学大学院医学研究科

河田

大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

了

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

篠原 尚吾

神戸市立医療センター中央市民病院頭頸部外科

清水 猛史

滋賀医科大学耳鼻咽喉科

庄司 和彦

天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科

楯谷 一郎

京都大学大学院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

田中 信三

大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

丹生 健一

神戸大学大学院医学研究科 外科系講座耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野

平野 滋

京都府立医科大学

藤井 隆

大阪国際がんセンター 頭頸部外科

藤澤 琢郎

関西医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科

本多 啓吾

日本赤十字社 和歌山医療センター 耳鼻咽喉科

宮崎 眞和

京都医療センター 頭頸部外科

森 一功

近畿大学医学部堺病院耳鼻咽喉科

森谷 季吉

草津総合病院 頭頸部甲状腺外科センター

家根 旦有

近畿大学医学部奈良病院耳鼻咽喉科

≪中国・四国地区≫ 9 名
上田 勉

広島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

鵜久森 徹

愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

玉木 久信

倉敷中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

原 浩貴

川崎医科大学 耳鼻咽喉科

兵頭 政光

高知大学医学部耳鼻咽喉科

藤原 和典

鳥取大学医学部感覚運動医学講座 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

星川 広史

香川大学医学部耳鼻咽喉科

門田 伸也

四国がんセンター頭頸科

山下 裕司

山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学分野

≪九州地区≫ 12 名
市丸 和之

小倉記念病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

梅野 博仁

久留米大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

折田 頼尚

熊本大学大学院生命科学研究部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

金子 賢一

長崎大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

倉富 勇一郎 佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
黒野 祐一

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

鈴木 秀明

産業医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

鈴木 幹男

琉球大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

中島 寅彦

独立行政法人国立病院機構九州医療センター
耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター

益田 宗幸

九州がんセンター 頭頸科

安松 隆治

九州大学医学研究院耳鼻咽喉科

若杉 哲郎

産業医科大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

放射線科分野 24 名
≪東区≫ 10 名
秋元 哲夫

国立がん研究センター東病院 臨床開発センター 粒子線医学開発部

伊藤 芳紀

国立がん研究センター中央病院 放射線治療部

尾尻 博也

東京慈恵会医科大学放射線医学講座

鬼丸 力也

北海道大学大学院医学研究院内科系放射線科学分野

放射線医学教室

加賀美 芳和 昭和大学病院放射線治療科
唐澤 克之

がん・感染症センター都立駒込病院 放射線科

神宮 啓一

東北大学大学院医学系研究科放射線腫瘍学分野

全田 貞幹

国立がん研究センター東病院 放射線治療科

玉木 義雄

筑波大学附属病院 茨城県地域臨床教育センター

吉村 亮一

東京医科歯科大学 腫瘍放射線治療学分野

≪西区≫ 14 名
古平 毅

愛知県がんセンター中央病院 放射線治療部

佐々木 良平 神戸大学医学部放射線腫瘍科
鈴木 弦

京都府立医科大学 放射線科

田中 法瑞

久留米大学医学部放射線科

出水 祐介

兵庫県立粒子線医療センター

中村 和正

浜松医科大学医学部 放射線腫瘍学講座

中村 聡明

関西医科大学放射線科学講座

西村 恭昌

近畿大学医学部放射線医学教室 放射線腫瘍学部門

不破 信和

伊勢赤十字病院 放射線治療科

村上 祐司

広島大学病院放射線治療科

村上 龍次

熊本大学大学院生命科学研究部 医療技術科学講座 医用画像学分野

山本 道法

大阪陽子線クリニック

吉田 謙

大阪医科大学放射線医学教室

吉村 通央

京都大学医学部研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学

歯科口腔外科分野 35 名
≪全国地区≫ 35 名
飯野 光喜

山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座

池邉 哲郎

福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野

上田 倫弘

北海道がんセンター 口腔腫瘍外科

鵜澤 成一

大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第二教室

梅田 正博

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野

大岩 伊知郎

名古屋第一赤十字病院 歯科・歯科口腔外科

太田 嘉英

東海大学医学部外科学系口腔外科

大鶴 洋

国立病院機構東京医療センター 歯科口腔外科

片倉 朗

東京歯科大学 口腔病態外科学講座

川又 均

獨協医科大学医学部口腔外科学講座

北川 善政

北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科学教室(旧

桐田 忠昭

奈良県立医科大学口腔外科学教室

楠川 仁悟

久留米大学医学部歯科口腔医療センター

栗田 浩

信州大学医学部歯科口腔外科

佐々木 朗

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野

里見 貴史

東京医科大学口腔外科

柴原 孝彦

東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

渋谷 恭之

名古屋市立大学大学院医学研究科

第一口腔外科）

生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科学分野
杉浦 剛

鹿児島大学学術研究院医歯学域歯学系顎顔面疾患制御学分野

関根 浄治

島根大学医学部歯科口腔外科学講座

丹沢 秀樹

千葉大学大学院医学研究院

中嶋 正博

大阪歯科大学 口腔外科学第二講座

中村 誠司

九州大学大学院歯学研究院顎顔面腫瘍制御学分野口腔顎顔面病態学講座

中山 秀樹

熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学分野

野村 武史

東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座

長谷川 和樹

静岡市立静岡病院口腔外科

原田 浩之

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

伏見 千宙

国際医療福祉大学附属三田病院・頭頸部腫瘍センター

光藤 健司

横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

森 良之

自治医科大学歯科口腔外科

八木原 一博

埼玉県立がんセンター 歯科口腔外科

山下 善弘

宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野

口腔科学

山城 正司

NTT 東日本関東病院 歯科口腔外科

横尾 聡

群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

吉岡 秀郎

大阪労災病院歯科口腔外科

形成外科分野 20 名
≪東区≫ 9 名
朝戸 裕貴

獨協医科大学病院形成外科

石田 勝大

東京慈恵会医科大学形成外科

櫻井 裕之

東京女子医科大学形成外科学教室

櫻庭 実

岩手医科大学 形成外科

関堂 充

筑波大学医学医療系形成外科

中塚 貴志

埼玉医科大学形成外科・美容外科

成田 圭吾

杏林大学医学部 形成外科

宮本 慎平

国立がん研究センター中央病院 形成外科

山本 有平

北海道大学大学院医学研究科形成外科学教室

≪西区≫ 11 名
亀井 讓

名古屋大学医学部形成外科

木股 敬裕

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科形成再建外科

清川 兼輔

久留米大学医学部形成外科・顎顔面外科

久保 盾貴

大阪大学医学部形成外科

田中 克己

長崎大学医学部形成外科

中川 雅裕

静岡県立静岡がんセンター

橋川 和信

神戸大学大学院医学系研究科形成外科学

橋本 一郎

徳島大学医歯薬学研究部形成外科学

再建・形成外科

兵藤 伊久夫 愛知県がんセンター中央病院 形成外科
元村 尚嗣

大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学

八木 俊路朗 鳥取大学医学部形成外科

以上

