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（敬称略　50音順）

氏名 所属機関 役職

青儀 健二郎 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 臨床研究推進部長

青沼 正志 第一三共株式会社 参事

赤堀 眞 株式会社アイクロス 顧問

秋月 玲子 ヤンセンファーマ株式会社 部長

秋葉 澄伯 公益財団法人体質研究会 主任研究員

飯山 達雄 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 部長

池田 純司 IQVIAサービシーズジャパン株式会社 部長

石黒 洋 学校法人埼玉医科大学 副診療部長・教授

石塚 量見 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 室長

稲葉 寛人 St. Jude Children's Research Hospital Faculty member

稲村 典昭 株式会社ティムス 取締役(研究開発管掌)

今井 千速 国立大学法人新潟大学 准教授（病院教授）

祝迫 惠子 学校法人同志社 同志社大学 教授

上村 鋼平 国立大学法人東京大学 特任講師

大津 敦 国立研究開発法人国立がん研究センター 東病院 病院長

大庭 幸治 国立大学法人東京大学 准教授

沖田 南都子 国立研究開発法人国立がん研究センター 室長

小笹 晃太郎 公益財団法人放射線影響研究所 部長

加賀美 芳和　 学校法人昭和大学 特任教授

梶山 哲也 エイツーヘルスケア株式会社 シニアコンサルタント

岸 暁子 国立大学法人東京大学 特任助教

木村　丹香子 武田薬品工業株式会社 シニアメディカルダイレクター

小栁 智義 国立大学法人筑波大学 教授

齋藤 宏暢 第一三共株式会社
執行役員

本部長

佐伯 俊昭 学校法人埼玉医科大学
病院長

乳腺腫瘍科教授

佐久間 一郎 国立大学法人東京大学 教授

佐野 武 公益財団法人がん研究会 有明病院 病院長

杉本 芳一 大鵬薬品工業株式会社 がん分野創薬アドバイザー

杉山 雄一 学校法人城西大学 城西国際大学 特別栄誉教授

関根 郁夫 国立大学法人筑波大学 教授

祖父江 友孝
国立大学法人大阪大学

国立研究開発法人国立がん研究センター

教授

副所長

田澤 義明 中外製薬株式会社 非常勤 顧問

田代 聡 国立大学法人広島大学 所長・教授

田中 純子 国立大学法人広島大学
理事・副学長

教授
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田村 和夫
特定非営利活動法人 臨床血液・腫瘍研究会

学校法人福岡大学

理事長

名誉教授

津金 昌一郎 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 所長

堤 明純 学校法人北里研究所 北里大学 教授

直江 知樹 ◎ 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 名誉院長

中釜 斉 国立研究開発法人国立がん研究センター 理事長・総長

永田 知里 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 教授

中山 啓子 国立大学法人東北大学 教授

西野 善一 学校法人金沢医科大学 教授

仁平 新一 一般社団法人オンコロジー学術研究フォーラム 代表理事

野田 哲生 公益財団法人がん研究会
代表理事・常務理事

がん研究所所長

橋爪 誠 社会医療法人北九州病院 北九州古賀病院 院長

原田 英治 ノバルティスファーマ株式会社 Senior Japan Program Clinical Head

飛田 英祐 国立大学法人大阪大学 特任教授

平岡 眞寛 日本赤十字社 和歌山医療センター 院長

福田 治彦 国立研究開発法人国立がん研究センター データ管理部長

藤田 烈 学校法人国際医療福祉大学 准教授

堀田 知光
国立研究開発法人国立がん研究センター

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

名誉総長

名誉院長

堀部 敬三 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 上席研究員

前島 一博 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 教授

松村 保広 国立研究開発法人国立がん研究センター 客員研究員

南 博信 国立大学法人神戸大学 教授

宮城 洋平 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター 所長

森尾 友宏 国立大学法人東京医科歯科大学 教授

森田 智視 国立大学法人京都大学 教授

森田 達也 社会福祉法人総合病院　聖隷三方原病院 副院長

山口 俊晴 公益財団法人がん研究会 有明病院 名誉院長

山本 信之 公立大学法人和歌山県立医科大学 教授・副院長

温泉川 真由 公益財団法人がん研究会 有明病院
婦人科医長

総合腫瘍科副医長

米田 悦啓 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長

渡邊 清高 学校法人帝京大学 病院教授

◎評価委員長
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