
※一部委員会は異なる
注：役員（理事長・理事・監事）は非常勤

区　分 数
理事長 1 新井　　一 （理事長顧問）嘉山　孝正
理事　※常務理事（担当委員会） 齊藤　延人※1 鈴木　倫保※2 宮本　　享※3 飯原　弘二 加藤　庸子 木内　博之 金　　　彪 栗栖　　薫

甲村　英二 塩川　芳昭 伊達　　勲 冨永　悌二 中瀬　裕之 藤井　幸彦 寳金　清博 本郷　一博
三國　信啓 森田　明夫 吉田　一成 若林　俊彦

監事 2 大畑 建治 野崎　和彦
支部長 北海道支部 ： 寳金　清博 東北支部 　： 冨永　悌二 関東支部　 ： 新井　　一 中部支部　 ： 若林　俊彦

近畿支部 　： 宮本　　享 中四国支部 ： 鈴木　倫保 九州支部　 ： 飯原　弘二
学術総会会長 H29年第76回： 若林　俊彦 H30年第77回： 冨永　悌二 H31年第78回： 宮本　　享

◎委員長　○◇副委員長　＊顧問
区　分 数

学術総会会長候補選出委員会 ◎新井　 一★ 冨永　悌二★ 宮本　　享★
役職指定3名★のほか4名は、毎年社員総会にて行われる選挙により選出　任期は1年（社員総会から社員総会まで）

分科会検討委員会 8 ◎新井　　一 齊藤　延人 鈴木　倫保 伊達　　勲 冨永　悌二 野崎　和彦 寳金　清博 宮本 　 享
研究倫理審査委員会 ◎木内　博之 ○清水　宏明 阿部　竜也 上羽　哲也 鎌田　恭輔 中尾　直之 中田　光俊 野崎　和彦

松野　　彰 森田　明夫
正史作成委員会 ◎嘉山　孝正 新井　　一◆ 飯原　弘二◆ 貴島　晴彦 黒岩　敏彦 齊藤　延人◆ 鈴木　倫保◆ 園田　順彦
◆編集委員 伊達　　勲 冨永　悌二◆ 中田　光俊 藤井　幸彦 寳金　清博◆ 三國　信啓 宮本　　享◆ 武笠　晃丈 

森田　明夫 吉田　一成◆ 若林　俊彦◆
広報・情報委員会 ◎藤井　幸彦 ○木内　博之 飯原　弘二 加藤　天美 黒岩　敏彦 黒田　　敏 佐藤　慎哉 鈴木　倫保

園田　順彦 伊達　　勲 冨永　悌二 丸山　啓介 三國　信啓 森　健太郎 吉村　紳一 若林　俊彦
倫理委員会 ◎中瀬　裕之 ○森田　明夫 岩間　　亨 木内　博之 冨永　悌二 寳金　清博 宮本　　享 若林　俊彦

三好　　徹（顧問弁護士）
法務委員会 8 ◎飯原　弘二 ○伊達　　勲 新井　　一 鈴木　倫保 冨永　悌二 寳金　清博 宮本　　享 若林　俊彦
COI委員会 ◎宮本　　享 ○三國　信啓 飯原　弘二 岩間　　亨 小笠原邦昭 川合　謙介 木内　博之  栗栖　　薫

中瀬　裕之  田上　玲子(ﾒﾃﾞｨｶﾙﾄﾘﾋﾞｭｰﾝ) 三好　　徹（顧問弁護士）
佐野圭司賞選考委員会 ◎新井　　一 飯原　弘二 嘉山　孝正 齊藤　延人 伊達　  勲 冨永　悌二 寳金　清博 宮本　　享

※任期9月から1年 吉田　一成 若林　俊彦
齋藤眞基金運営委員会 6 ◎若林　俊彦 嘉山　孝正 寺本　　明  野村　和弘 橋本　信夫 安井　信之 吉田　　純＊
データベース委員会 ◎飯原　弘二 ○齊藤　延人 ○鈴木　倫保 ○冨永　悌二 新井　　一 植木　敬介 大畑　建治 小笠原邦昭

加藤　天美 川俣　貴一 木内　博之 金　　　彪 甲村　英二 坂井　信幸 坂本　博昭 園田　順彦
高橋　　淳 成田　善孝 西川　　亮 野崎　和彦 丸山　啓介  三國　信啓 森田　明夫 山本　隆充 

新医療機器使用要件等基準作成対応委員会 2 ◎新井　　一 齊藤　延人
①総務委員会 7 ◎齊藤　延人 中冨　浩文 成相　　直 藤井　幸彦 宮嶋　雅一 森田　明夫 吉野　篤緒
　a 定款・規則等対応委員会 7 ◎齊藤　延人 中冨　浩文 成相　　直 藤井　幸彦 宮嶋　雅一 森田　明夫 吉野　篤緒
　b 会員資格審査委員会 6 ◎金　　　彪 飯原　弘二 菊田健一郎 齊藤　延人 清水　宏明 寺本　　明
  c 男女共同参画検討委員会 ◎加藤　庸子 ○藤巻　高光 井川　房夫 上家　和子 黒田　　敏 櫻田　　香 下川　尚子 周郷　延雄

竹島　秀雄 田村　徳子 中尾　直之 本郷　一博 前原　健寿 松前　光紀 松村　　明 山本　哲哉
②財務委員会 7 ◎鈴木　倫保 齊藤　延人 冨永　悌二 中冨　浩文 野崎　和彦 本郷　一博 三國　信啓
③専門医制度あり方委員会 ◎新井　　一 飯原　弘二 甲村　英二 齊藤　延人 鈴木　倫保 冨永　悌二 藤井　幸彦 寳金　清博

三國　信啓
④専門医認定委員会            ◎冨永　悌二 ○岩間　　亨 ○木内　博之 ◇甲村　英二 ○齋藤　　清 ◇齊藤　延人 ◇伊達　　勲 ◇宮本　　享
　◇筆記副委員長 秋山　恭彦 飯原　弘二 井上　　亨 宇野　昌明 小笠原邦昭 川合　謙介 川俣　貴一 貴島　晴彦
　○口頭副委員長 金　　　彪 隈部　俊宏 栗栖　　薫 黒田　　敏 清水　宏明 田宮　　隆 中瀬　裕之 野崎　和彦

橋本　直哉 廣瀬　雄一 藤井　幸彦 前原　健寿 間瀬　光人 松尾　孝之 松前　光紀 三國　信啓
森岡　基浩 森田　明夫 吉野　篤緒 吉村　紳一 鈴木　倫保＊

　a 卒後・カリキュラム委員会 ◎甲村　英二 川俣　貴一 木内　博之 坂井　信幸 園田　順彦 伊達　　勲 冨永　悌二 前原　健寿 
松野　　彰  松村　　明 三國　信啓 森岡　基浩 鈴木　倫保＊

　b 生涯教育委員会 ◎三國　信啓 ○木内　博之 栗栖　　薫 渋井壮一郎 園田　順彦 野崎　和彦 寳金　清博 松村　　明
吉村　紳一 渡辺　英寿 鈴木　倫保＊

　c 問題検討委員会 ◎冨永　悌二 岩間　　亨 木内　博之 甲村　英二 齋藤　　清 齊藤　延人 伊達　　勲 宮本　　享
鈴木　倫保＊

　d 専門医認定に関する情報処理委員会 5 ◎藤井　幸彦 大石　　誠  國井　尚人  新妻　邦泰 丸山　啓介 鈴木　倫保＊
⑤機関誌NMC編集委員会 ◎三國　信啓 新井　　一 有田　和徳 飯塚　秀明 飯原　弘二 井上　　亨 岩崎　孝一 岩間　　亨

植木　敬介 上羽　哲也 宇野　昌明 大畑　建治 小笠原邦昭 岡田　芳和 小川　　彰 嘉山　孝正
木内　博之 隈部　俊宏 栗栖　　薫 黒岩　敏彦 黒田　　敏 甲村　英二 齋藤　　清 齊藤　延人
坂井　信幸 坂本　博昭 塩川　芳昭 庄田　　基 鈴木　倫保 高安　正和 滝　　和郎 伊達　　勲
伊達　裕昭 谷口　　真 田宮　　隆 冨永　悌二 中尾　直之 中瀬　裕之 難波　宏樹 西川　　亮
西澤　　茂 野崎　和彦 廣瀬　雄一 藤井　清孝 藤井　幸彦 藤木　　稔 寳金　清博 本郷　一博
松野　　彰 松前　光紀 松村　　明 宮地　　茂 宮本　　享 村垣　善浩 村山　雄一 山田　和雄
横田　裕行  吉田　一成 吉村　紳一 若林　俊彦 渡辺　英寿

⑥学術委員会 ◎野崎　和彦 ○小笠原邦昭 阿部　竜也 飯原　弘二 岩間　　亨 貴島　晴彦 木内　博之 栗栖　　薫
齊藤　延人 園田　順彦 竹島　秀雄 伊達　　勲 冨永　悌二 成田　善孝 寳金　清博 松村　　明
三國　信啓 宮本　　享 森田　明夫 吉田　一成 若林　俊彦

　a 卒前卒後教育検討委員会 ◎松村　　明 ○黒岩　敏彦 有田　和徳 岩間　　亨 大熊　洋揮 加藤　天美 鎌田　恭輔 菊田健一郎
坂本　博昭 佐藤　慎哉 田宮　　隆 西澤　　茂 本郷　一博 前原　健寿 松野　　彰 好本　裕平

　b 医療連携対応委員会 ◎若林　俊彦 ○清水　宏明 秋山　恭彦 阿部　竜也 岩立　康男 上羽　哲也 貴島　晴彦 鈴木　倫保
中田　光俊 橋本　直哉 松居　　徹 三國　信啓

　cガイドライン対応委員会 ◎森田　明夫 ○成田　善孝 大熊　洋揮 川合　謙介 菊田健一郎 喜多村孝幸  隈部　俊宏 黒田　　敏
鈴木　倫保 園田　順彦 高安　正和  野崎　和彦 廣瀬　雄一 松野　　彰 村山　雄一 森　健太郎
横田　裕行

　d ICD-11対応委員会 7 ◎伊達　　勲 ○冨永　悌二 秋山　恭彦 鎌田　恭輔 黒住　和彦  中田　光俊 森岡　基浩

　e 学会奨励賞委員会 ◎吉田　一成 新井　　一 飯原　弘二 齊藤　延人 伊達　　勲 冨永　悌二 中瀬　裕之 寳金　清博
本郷　一博 宮本　　享 若林　俊彦

　f 脳腫瘍全国統計委員会 ◎成田　善孝 淺井　昭雄 飯原　弘二 鈴木　倫保 園田　順彦 伊達　　勲 西川　　亮 寳金　清博
宮北　康二 若林　俊彦

　g 用語委員会 ◎栗栖　　薫 ○藤巻　高光 ○渡辺　高志 秋山　恭彦 淺井　昭雄 飯塚　秀明 岩渕　　聡 川俣　貴一
國枝　武治  坂本　博昭 塩川　芳昭 城倉　英史  鈴木　秀謙 田中雄一郎 谷口　　真 田宮　　隆
中瀬　裕之 中田　光俊 成田　善孝 野崎　和彦 松尾　孝之 松丸　祐司 宮嶋　雅一 村山　雄一
吉野　篤緒 渡辺　英寿

  h 手術症例登録準備委員会 ◎齊藤　延人 飯原　弘二 大畑　建治 川合　謙介 甲村　英二 坂井　信幸 佐藤　慎哉 清水　宏明
鈴木　倫保 高安　正和 冨永　悌二 成田　善孝 藤井　幸彦 丸山　啓介 三國　信啓 宮脇　　哲
森田　明夫

⑦医療問題検討委員会 ◎伊達　　勲 飯原　弘二 岩間　　亨 宇野　昌明 川俣　貴一 佐藤　慎哉 塩川　芳昭 周郷　延雄
中洲　庸子 中瀬　裕之 中村　博彦 菱川　朋人  藤井　幸彦 前原　健寿 松前　光紀 森田　明夫
安原　隆雄 

　a 保険診療委員会 ◎塩川　芳昭 ○平山　晃康 秋元　治朗 新井　　一 大石　英則  栗栖　　薫 小林　繁樹  佐藤　慎哉
清水　宏明 菅　　貞郎  園田　順彦 平　　孝臣 伊達　　勲 谷口　　真 成田　善孝 西川　　亮
根本　　繁 橋本　直哉 神服　尚之 菱川　朋人 間瀬　光人 松野　　彰 松前　光紀 松丸　祐司 
森田　明夫 安原　隆雄

　b 医療機器委員会 ◎大畑　建治 ○野崎　和彦 有田　和徳 大熊　洋揮 鎌田　恭輔 國枝　武治 高安　正和 冨永　悌二
永廣　信治 松野　　彰 三國　信啓 水谷　　徹 村山　雄一 森田　明夫 師田　信人  児玉南海雄＊
川原　愼一 （議事録担当）

  c 医療安全管理委員会 ◎寳金　清博 ○佐藤　慎哉 秋山　恭彦 阿部　竜也 石内　勝吾 河野　道宏 中尾　直之 中瀬　裕之
福永　篤志 松尾　孝之 三木　　保 水谷　　徹 森　健太郎 森田　明夫 吉野　篤緒 好本　裕平

  d 脳死検討委員会 ◎小笠原邦昭 阿部　竜也 飯原　弘二  岩間　　亨  川俣　貴一 木内　博之 隈部　俊宏 栗栖　　薫 
黒崎　雅道 黒田　　敏 園田　順彦 冨永　悌二  中田　光俊 中村　博彦 廣瀬　雄一 寳金　清博 
宮本　　享 山本　哲哉

⑧国際委員会 ◎本郷　一博 ○加藤　庸子 飯原　弘二 大畑　建治 金　　　彪 栗栖　　薫 黒田　　敏 甲村　英二
齊藤　延人 平　　孝臣 田中雄一郎 徳永　浩司 冨永　悌二 成田　善孝 平山　晃康 廣瀬　雄一
松村　　明 村山　雄一 森　健太郎 森田　明夫 吉田　一成 吉村　紳一 片山　容一＊ 河瀬　　斌＊
佐野　公俊＊ 橋本　信夫＊ 堀　　智勝＊ 松島　俊夫＊ 吉田　　純＊ 吉峰　俊樹＊

7

氏　名

※1(総務・国際)※2(財務・専門医認定・学
術)※3(機関誌・医療問題検討)
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氏　名

一般社団法人日本脳神経外科学会

第8期役員・委員会委員一覧（任期※：平成29年10月12日～平成31年10月9日）　50音順

13
天野　慎介（全国がん患者団体連合会） 木ノ元直樹（弁護士） 松本　美奈（読売新聞専門委員）
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