
№ 委員区分 委員氏名 委員役職名 備考

1
部会長
審議会委員

藤澤　武彦 ちば県民保健予防財団理事長 肺がん専門医

2 専門委員 羽田　明 千葉大学大学院医学研究院教授

3 専門委員 海村　孝子 千葉県医師会理事

4 専門委員 高原　正明 千葉県歯科医師会副会長

5 専門委員 林　學
ちば県民保健予防財団
名誉総合健診センター長

胃がん専門医

6 専門委員 河西　十九三
ちば県民保健予防財団
総合健診センター顧問

子宮がん専門医

7 専門委員 橋本　秀行 ちば県民保健予防財団診療部長 乳がん専門医

8 専門委員 山口　和也
ちば県民保健予防財団診療部診療
科部長（兼）胃部内視鏡読影班長

大腸がん専門医

9 専門委員 中山　茂 千葉県臨床検査技師会長

10 専門委員 千葉　政昭 千葉県診療放射線技師会長

11 専門委員 加藤　寿起 袖ケ浦市市民健康部健康推進課長

12 専門委員 池田　聡子 東庄町健康福祉課保健師

13 専門委員 山崎 衣津子
全国健康保険協会千葉支部保健グ
ループ主任
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部会 委員区分 役職名 委員氏名

1
部会長
審議会員

千葉県がんセンター病院長 　山口　武人

2 審議会委員 土橋医院院長 　土橋　正彦

3 専門委員 千葉県医師会副会長 金江　清

4 専門委員 千葉県歯科医師会理事 小宮　あゆみ

5 専門委員 千葉県薬剤師会副会長 眞鍋　知史

6 専門委員 千葉県介護福祉士会長 野口　渉子

7 専門委員 ちば訪問看護ステーション所長 権平　くみ子

8 専門委員 千葉県がんセンター緩和医療科部長 坂下　美彦

9 専門委員
千葉大学医学部附属病院
臨床腫瘍部長

瀧口　裕一

10 専門委員 さんむ医療センター院長 篠原　靖志

11 専門委員
国立がん研究センター東病院
精神腫瘍科長

小川　朝生

12 専門委員 ラミーナ訪問看護ステーション管理者 木村　由美子

13 専門委員 NPO法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア代表 藤田　敦子

千葉県がん対策審議会
緩和ケア推進部会委員名簿
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千葉県がん対策審議会 がんとの共生推進部会委員名簿   

 委員区分 氏名 役職名 備考 

１ 
部会長 

審議会委員 
大津 敦 

国立研究開発法人 

国立がん研究センター東病院長 
 

２ 審議会委員 五十嵐 昭子 千葉県がん患者団体連絡協議会会長  

３ 専門委員 松岡 かおり 公益社団法人千葉県医師会理事  

４ 専門委員 能川 浩二 
独立行政法人労働者健康安全機構 

千葉産業保健総合支援センター 所長 
 

５ 専門委員 小出 明弘 
厚生労働省千葉労働局 

職業安定部職業安定課長 
 

６ 専門委員 浜野 公明 千葉県がんセンター副病院長      

７ 専門委員 坂本 はと恵 

国立研究開発法人 
国立がん研究センター東病院 
副サポーティブケアセンター長／ 
がん相談支援センター 
がん相談統括専門職 

 

８ 専門委員 中村 晃子 
千葉県がんセンター  
がん相談支援センター 主任看護師 

 

９ 専門委員 杉坂 恵美子 杉坂社会保険労務士事務所 所長  

10 専門委員 星 敦子 星商株式会社 代表取締役社長  

11 専門委員 渡辺 鉱 千葉日報社編集局長  

12 専門委員 野田 真由美 NPO法人 支えあう会「α」副理事長  
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千葉県がん対策審議会 子ども・ＡＹＡ世代部会委員名簿  

 

 委員区分 氏名 役職名 備考 

１ 
部会長 

審議会委員 
星岡 明 千葉県こども病院長  

２ 専門委員 西牟田 敏之 公益社団法人千葉県医師会理事  

３ 専門委員 角田 治美 千葉県こども病院血液・腫瘍科部長  

４ 専門委員 中田 光政 千葉大学医学部附属病院小児外科助教  

５ 専門委員 米本 司 千葉県がんセンター整形外科部長  

６ 専門委員 川井 清考 亀田総合病院生殖医療科部長  

７ 専門委員 野口 靖 成田赤十字病院第二小児科部長  

８ 専門委員 小出 尚史 
千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内

分泌科診療講師 
 

９ 専門委員 日野 もえ子 
千葉大学大学院医学研究院小児病態学助

教 
 

10 専門委員 原木 真名 まなこどもクリニック院長  

11 専門委員 小川 純子 淑徳大学看護栄養学部准教授  

12 専門委員 井上 富美子 
NPO法人ミルフィーユ小児がんフロンティ

アーズ理事長 
 

13 専門委員 渡辺 あけみ 県立仁戸名特別支援学校長  

14 専門委員 古山 めぐみ 
日本医科大学千葉北総病院がん相談支援

センターがん専門相談員 
 

15 専門委員 大谷 真央 
千葉県こども病院チャイルド・ライフ・ス

ペシャリスト（ＣＬＳ） 
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千葉県がん対策審議会 がん登録部会委員名簿  

 

 委員 氏名 役職名 備考 

１ 審議会委員 入江 康文 千葉県医師会長  

２ 審議会委員 藤澤 武彦 ちば県民保健予防財団理事長  

３ 専門委員 松村 雅生 日本大学大学院法務研究科教授  

 
※藤澤委員所属機関より利用申請があった場合においては、山口武人審議会委員が代わり審議す

る。藤澤委員所属機関及び山口委員所属機関の連名等により利用申請があった場合においては、

他の審議会委員が代わり審議する。 
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