
所属機関 所属部署 職　名 氏名
1 北海道大学病院 腫瘍内科 教授（副病院長） 秋田　弘俊
2 北海道大学病院 小児科 講師 井口　晶裕
3 東北大学病院 小児科 准教授 笹原　洋二
4 埼玉県立小児医療センター 病院長 小川　　潔
5 埼玉県立小児医療センター 血液・腫瘍科 科長(兼)部長 康　　勝好
6 東京都立小児総合医療センター 院長 廣部　誠一
7 東京都立小児総合医療センター 血液・腫瘍科 部長 湯坐　有希
8 東京都立小児総合医療センター 医事課 課長代理 池谷　俊雄
9 東京都立小児総合医療センター 医事課 主任 鍋島　達也
10 神奈川県立こども医療センター 血液・腫瘍科 医師 後藤　裕明
11 神奈川県立こども医療センター 小児がん相談支援室 看護師 竹之内　直子
12 名古屋大学医学部附属病院 小児科 病院助教 鈴木　喬悟
13 三重大学医学部附属病院 小児科 科長 平山　雅浩
14 三重大学医学部附属病院 小児トータルケアセンター センター長 岩本　彰太郎
15 京都大学医学部附属病院 小児科 講師 平松　英文
16 京都大学医学部附属病院 がん相談支援センター 相談員（MSW） 高下　裕子
17 京都府立医科大学附属病院 小児科 准教授 家原　知子
18 京都府立医科大学附属病院 事務部病院管理課 副主査　 徳重　典生
19 大阪母子医療センター 総長 倉智　博久
20 大阪母子医療センター 血液・腫瘍科 副部長 安井　昌博
21 大阪市立総合医療センター 小児医療センター 小児医療センター長兼副院長 原　　純一
22 大阪市立総合医療センター 小児血液腫瘍科 部長 藤崎　弘之
23 兵庫県立こども病院 院長 中尾　秀人
24 兵庫県立こども病院 副院長 兼 小児がん医療センター長 小阪　嘉之
25 広島大学病院 小児科 教授 小林　正夫
26 広島大学病院 小児科 講師 川口　浩史
27 九州大学病院 小児科 教授 田口　智章
28 九州大学病院 小児科（地域連携小児医療学） 准教授 古賀　友紀
29 国立がん研究センター 理事長 中釜　　斉
30 国立がん研究センター がん対策情報センター センター長 若尾　文彦
31 国立がん研究センター 中央病院小児腫瘍科 科長 小川千登世
32 国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐  隆
33 国立成育医療研究センター 病院長 賀藤　 均
34 国立成育医療研究センター 小児がんセンター センター長 松本　公一
35 国立成育医療研究センター 小児血液・腫瘍研究部 部長 清河　信敬
36 国立成育医療研究センター 小児がん登録室 室長 瀧本　哲也
37 国立成育医療研究センター 小児がんセンター脳神経腫瘍科 診療部長 寺島　慶太
38 国立成育医療研究センター 小児がんセンター血液腫瘍科 診療部長 富澤　大輔
39 国立成育医療研究センター 小児がんセンター移植・細胞治療科 診療部長 加藤　元博
40 国立成育医療研究センター 小児がんセンター小児がん免疫診断科 診療部長 出口　隆生
41 国立成育医療研究センター 小児がんセンターがん緩和ケア科 診療部長 余谷　暢之
42 国立成育医療研究センター 看護部 看護部長 松谷　弘子
43 国立成育医療研究センター 研究医療課 課長 友利　久哉
44 国立成育医療研究センター 医療連携・患者支援センター 医療社会事業専門員 鈴木 　 彩
45 国立成育医療研究センター 小児がんセンター 診療情報管理士 小松　裕美

厚労省
所属機関 所属部署 職　名 　氏　　　 名

46 厚生労働省健康局 健康局がん・疾病対策課　 課長補佐 栗本　景介

47 健康局がん・疾病対策課　 相談支援専門官 小野　由布子

オブザーバー（看護部会）
所属機関 所属部署 職　名 　氏　　　 名

48 埼玉県立小児医療センター 看護部 看護部長 久保　良子
49 東京都立小児総合医療センター 看護部 看護部長 太田　日出
50 名古屋大学医学部附属病院 看護部 看護部長 市村　尚子
51 三重大学医学部附属病院 看護部 看護部長 江藤　由美
52 京都府立医科大学附属病院 看護部管理室 副看護部長 中嶌　真知子
53 大阪母子医療センター 看護管理室 看護部長 福寿　祥子
54 大阪母子医療センター 患者支援センター 副看護部長 田家　由美子
55 大阪市立総合医療センター 看護部 副院長兼看護部長 小砂見　惠子
56 兵庫県立こども病院 看護部 看護部長 桧垣　美香子
57 京都大学医学部付属病院 看護部 看護部長 井川　順子
58 広島大学病院 看護部 看護部長 山本　雅子
59 九州大学病院 看護部 看護部長 濱田　正美
60 国立成育医療研究センター 看護部 副看護部長 齋藤　千恵子
61 国立成育医療研究センター 看護部 看護師長 小野　裕子
62 国立成育医療研究センター 看護部 看護師長 松本　有子

オブザーバー（アドバイザリーボード）
所属機関 所属部署 職　名 氏　　　 名

63 一般社団法人 グループ・ネクサス・ジャパン 理事長 天野　慎介
64 公益財団法人　がんの子どもを守る会 理事長 山下　公輔

オブザーバー　
65 東海大学 健康科学部看護学科 教授 井上　玲子
66 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 教授 上別府圭子
67 小児脳腫瘍の会 代表 馬上　祐子
68 ＪＣＣＧ東京オフィス 広報室 加藤　　希
69 国立がん研究センター 中央病院 血液腫瘍科・企画戦略局政策室 鈴木　達也
70 順天堂大学大学院 医学研究科電子医療情報管理学講座 助手 佐藤　真理
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