
（2021年4月8日現在、敬称略、五十音順）

【GIWeek　運営委員会】 【財務委員会】（続き）委員 渡邊　雅之

日本消化管学会　理事長

日本消化管学会　第18回総会学術集会　会長 【規約委員会】

日本カプセル内視鏡学会　理事長 担当理事・委員長 今枝　博之

第15回日本カプセル内視鏡学会学術集会　会長 委員 石原　立

日本潰瘍学会　理事長 小熊　潤也

第49回日本潰瘍学会学術集会会長 小澤　壯治

The 15th IGICS 会長 河村　修

引地　拓人

【総務委員会】 細江　直樹

担当理事・委員長 高山　哲治

委員 江﨑　幹宏 【保険委員会】

大宮　直木 担当理事・委員長 渡邊　雅之

岡田　裕之 委員 梅垣　英次

片岡　洋望 栗林　志行

鎌田　智有 中田　浩二

吉田　和弘 宮崎　達也

藤森　俊二

【広報委員会】 オブザーバー 岩切　勝彦

担当理事・委員長 藤原　靖弘

委員 竹内　利寿 【人事委員会】 瀬戸　泰之

田中　史生 担当理事・委員長 安藤　朗

舟木　　康 委員 飯石　浩康

保坂　浩子 小澤　壯治

オブザーバー 河合　隆 木下　芳一

【選挙管理委員会】

【財務委員会】 担当理事・委員長 入澤　篤志　

担当理事・委員長 馬場　秀夫 委員 竹内　洋司

委員 掛地　吉弘 中村　哲也

中田　　浩二 福土　審

矢作　直久 山本　博徳
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【倫理委員会】 【学会賞選考委員会】

担当理事・委員長 八尾　隆史 担当理事・委員長 山本　博徳

委員 岩切　龍一 委員 有沢　富康

大宮　直木 小山　恒男

柿本　一城 島谷　昌明

清水　俊明 鈴木　秀和

中村　和彦 藤城　光弘

渡辺　憲治

【利益相反委員会】

担当理事・委員長 中島　淳 【研究助成委員会】

委員 石原　俊治 担当理事・委員長 金井　隆典

梅垣　英次 委員 磯本　一

江頭　秀人 伊東　文生

千葉　俊美 稲森　正彦

中村　健二 岡　志郎

舟木　康 岡田　裕之

溝上　裕士 岡本　隆一

山本　博幸 貝瀬　満

加藤　広行

【学術企画委員会】 後藤田　卓志

担当理事・委員長 後藤田　卓志 中島　典子

委員 味岡　洋一 仲瀬　裕志

天ヶ瀬　紀久子 間部　克裕

岡　志郎 八尾　隆史

沖本　忠義

小村　伸朗 【ガイドライン委員会】

加藤　元嗣 担当理事・委員長 春日井　邦夫

竹内　利寿 副委員長 片岡　洋望

土肥　統 委員 加藤　智弘

引地　拓人 小池　智幸

深堀　優 竹内　洋司

二神　生爾 長沼　誠

八尾　隆史 二神　生爾

山田　拓哉 水野　秀城
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【国際交流委員会】

担当理事・委員長 塩谷　昭子

委員長 永田　尚義 委員 杉本　光繁

委員 石井　直樹 鈴木　秀和

貝瀬　満 内藤　裕二

富沢　賢治 永原　章仁

眞部　紀明 久松　理一

委員（消化器病学会） 瓜田　純久 福土　審

委員（消化器病学会） 藤森　俊二 本谷　聡

外部委員 船曵　知弘 矢作　直久

山口　悟

渡辺　俊雄

オブザーバー 村上　和成

委員長 伊原　栄吉

委員 大久保　秀則 【英文誌編集委員会】

小笠原　尚高 担当理事・委員長 安藤　朗

荻野　治栄 委員 石原　立

柿本　一城 磯本　一

金澤　素 入澤　篤志　

河原　秀次郎 江﨑　幹宏

草野　央 大島　　忠之

栗林　志行 奥村　利勝

沢田　明也 斎藤　豊

髙木　智久 猿田　雅之

高野　正太 内藤　裕二

富田　寿彦 馬場　秀夫

野明　俊裕 日浅　陽一

北條　麻理子 福西　新弥

穂苅　量太 藤原　靖弘

正岡　建洋 八尾　隆史

町田　智彦 山本　博幸

眞部　紀明

三澤　昇 【和文誌編集委員会】

三島　義之 担当理事・委員長 松本　主之

矢島　浩 委員 糸井　隆夫

山本　さゆり 春日井　邦夫

山脇　博士 柴田　近

（ガイドライン委員会下部）

【ガイドライン小部会】
　大腸憩室症

（ガイドライン委員会下部）

【ガイドライン小部会】
　便通異常
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（続き）

委員 土屋　輝一郎

富田　寿彦 担当理事・委員長 鈴木　剛

中山　佳子 委員 天野　祐二

北條　麻理子 池内　浩基

宮崎　達也 伊藤　博道

今枝　博之

【専門医審議委員会】 入口　陽介

担当理事・委員長 永原　章仁 大島　忠之

委員 石田　秀行 小田　丈二

稲木　紀幸 斎藤　豊

掛地　吉弘 清水　誠治

加藤　真吾 下山　克

川上　浩平 中村　昌太郎

鈴木　剛 中山　佳子

津久井　拓 保坂　浩子

永田　尚義 布袋屋　修

三宅　一昌 丸山　保彦

山本　貴嗣 三宅　一昌

オブザーバー 牧野　浩司 渡辺　俊雄

【小腸移植検討委員会】

委員長 永原　章仁 担当理事・委員長 池内　浩基

委員 石田　秀行 副委員長 鈴木　秀和

瓜田　純久 委員 清水　俊明

加藤　真吾 菅井　有

川上　浩平 中村　志郎

鈴木　孝良 穂苅　量太

鈴木　剛

竹村　雅至

三宅　一昌

山本　貴嗣

オブザーバー 牧野　浩司

（専門医審議委員会下部）

【試験問題作成部会】

非公開

【和文誌編集委員会】 （専門医審議委員会下部）

【カリキュラム検討部会】

（専門医審議委員会下部）

【専門医制度審議部会】
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