
日本アレルギー学会 日本性感染症学会

日本医学放射線学会 日本整形外科学会

日本遺伝カウンセリング学会 日本生殖医学会

日本遺伝子診療学会 日本精神神経学会

日本運動器科学会 日本摂食嚥下リハビリテーション学会

日本核医学会 日本先天代謝異常学会

日本環境感染学会 日本超音波医学会

日本冠疾患学会 日本痛風・尿酸核酸学会

日本感染症学会 日本てんかん学会

日本肝臓学会 日本透析医学会

日本血液学会 日本糖尿病学会

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 日本動脈硬化学会

日本血栓止血学会 日本内科学会

日本高血圧学会 日本内分泌学会

日本呼吸器学会 日本肺癌学会

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本泌尿器科学会

日本呼吸療法医学会 日本皮膚科学会

日本骨粗鬆症学会 日本病理学会

日本消化器内視鏡学会 日本婦人科腫瘍学会

日本小児アレルギー学会 日本ヘリコバクター学会

日本小児栄養消化器肝臓学会 日本輸血・細胞治療学会

日本小児科学会 日本腰痛学会

日本小児神経学会 日本リウマチ学会

日本小児精神神経学会 日本リハビリテーション医学会

日本心エコー図学会 日本臨床栄養学会

日本神経学会 日本臨床検査医学会

日本心臓病学会 日本臨床検査専門医会

日本心臓リハビリテーション学会 日本臨床細胞学会

日本心不全学会 日本臨床神経生理学会

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 日本臨床整形外科学会 

日本循環器学会 日本臨床内科医会 

日本自律神経学会 日本臨床微生物学会

日本腎臓学会 日本リンパ網内系学会

日本人類遺伝学会 日本老年医学会 

日本睡眠学会 日本老年精神医学会

診療領域別委員会加盟学会

1.検査関連委員会

委員長：東條 尚子（三楽病院）



日本医学放射線学会 日本整形外科学会

日本核医学会 日本内分泌学会 

日本血液学会 日本ハイパーサーミア学会

日本小児科学会 日本放射線腫瘍学会

日本磁気共鳴医学会 日本臨床整形外科学会

日本運動器科学会 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

日本温泉気候物理医学会 日本循環器学会

日本冠疾患学会 日本腎臓リハビリテーション学会

日本高次脳機能障害学会 日本整形外科学会

日本呼吸器学会 日本摂食嚥下リハビリテーション学会

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本認知症学会

日本呼吸療法医学会 日本脳卒中学会

日本集中治療医学会 日本病態栄養学会

日本小児呼吸器学会 日本腰痛学会

日本小児神経学会 日本リウマチ学会

日本神経学会 日本リハビリテーション医学会

日本心臓病学会 日本臨床整形外科学会

日本心臓リハビリテーション学会 日本老年医学会

日本心不全学会 日本老年精神医学会

日本アルコール・アディクション医学会 日本心療内科学会

日本医学放射線学会 日本磁気共鳴医学会

日本カプセル内視鏡学会 日本膵臓学会

日本肝臓学会 日本ハイパーサーミア学会

日本消化管学会 日本病態栄養学会

日本消化器内視鏡学会 日本ヘリコバクター学会

日本消化器病学会 日本臨床内科医会

日本小児栄養消化器肝臓学会  

委員長：待鳥 詔洋（国立国際医療研究センター国府台病院）

2.放射線関連委員会

3.リハビリテーション関連委員会

委員長：近藤 国嗣（東京湾岸リハビリテーション病院）

4.消化器関連委員会

委員長：村島 直哉（国家公務員共済組合連合会三宿病院）



日本医学放射線学会 日本心不全学会

日本核医学会 日本磁気共鳴医学会

日本冠疾患学会 日本循環器学会

日本緩和医療学会 日本自律神経学会

日本血栓止血学会 日本成人先天性心疾患学会

日本高血圧学会 日本超音波医学会

日本集中治療医学会 日本動脈硬化学会

日本小児循環器学会 日本不整脈心電学会

日本心エコー図学会 日本フットケア・足病医学会

日本心血管インターベンション治療学会 日本脈管学会

日本心臓血管内視鏡学会 日本臨床検査医学会

日本心臓病学会 日本臨床検査専門医会

日本心臓リハビリテーション学会

日本骨粗鬆症学会 日本女性心身医学会

日本産科婦人科学会 日本生殖医学会

日本産婦人科医会 日本精神神経学会

日本小児内分泌学会 日本動脈硬化学会

日本心身医学会 日本内分泌学会

日本心療内科学会 日本臨床栄養学会

日本女性医学学会 日本臨床内科医会

日本産婦人科医会 日本フットケア・足病医学会

日本糖尿病学会 日本臨床栄養学会

日本病態栄養学会 日本老年医学会

5.循環器関連委員会

委員長：三浦 伸一郎（福岡大学医学部心臓・血管内科学）

6.内分泌・代謝関連委員会

委員長：田中 正巳（東京女子医科大学東医療センタ―）

7.糖尿病関連委員会

委員長：島田 朗（埼玉医科大学）



日本アフェレシス学会 日本透析医学会

日本移植学会 日本病態栄養学会

日本急性血液浄化学会 日本腹膜透析医学会

日本小児腎臓病学会 日本フットケア・足病医学会

日本腎臓学会 日本臨床栄養学会

日本腎臓リハビリテーション学会 日本臨床腎移植学会

日本移植学会 日本輸血・細胞治療学会

日本血液学会 日本臨床検査医学会

日本血栓止血学会 日本臨床検査専門医会

日本小児血液・がん学会 日本臨床腎移植学会

日本造血・免疫細胞療法学会 日本リンパ網内系学会

日本アレルギー学会 日本心身医学会 

日本感染症学会 日本心療内科学会

日本緩和医療学会 日本睡眠学会

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 日本肺癌学会

日本呼吸器学会 日本リハビリテーション医学会

日本呼吸器内視鏡学会 日本臨床栄養学会

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本臨床検査医学会

日本呼吸療法医学会 日本臨床検査専門医会

日本小児アレルギー学会 日本臨床内科医会

日本小児呼吸器学会 日本臨床微生物学会

8.腎・血液浄化療法関連委員会

委員長：川西 秀樹（土谷総合病院）

9.血液関連委員会

委員長：神田 善伸（自治医科大学附属病院）

10.呼吸器関連委員会

委員長：室 繫郎（奈良県立医科大学）



日本高次脳機能障害学会 日本脊髄障害医学会

日本在宅医療連合学会 日本てんかん学会

日本小児神経学会 日本動脈硬化学会

日本神経学会 日本認知症学会

日本神経治療学会 日本脳神経超音波学会

日本神経免疫学会 日本脳卒中学会

日本心身医学会 日本リハビリテーション医学会

日本心療内科学会 日本臨床検査医学会

日本磁気共鳴医学会 日本臨床神経生理学会

日本自律神経学会 日本臨床内科医会

日本人類遺伝学会 日本老年医学会

日本頭痛学会

日本小児リウマチ学会 日本リウマチ学会

日本整形外科学会 日本臨床整形外科学会

日本医真菌学会 日本性感染症学会　

日本化学療法学会 日本泌尿器科学会

日本環境感染学会 日本ヘリコバクター学会

日本感染症学会 日本臨床検査医学会

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 日本臨床検査専門医会

日本呼吸器学会 日本臨床内科医会

日本産婦人科医会 日本臨床微生物学会

日本小児感染症学会　

　

11.神経関連委員会

委員長：北川 一夫（東京女子医科大学脳神経内科学）

12.膠原病・リウマチ性疾患関連委員会

委員長：髙崎 芳成（順天堂越谷病院）

13.感染症関連委員会

委員長：小林 治（国立がん研究センター中央病院感染症部）



日本医学放射線学会 日本造血・免疫細胞療法学会

日本胃癌学会 日本乳癌学会

日本遺伝カウンセリング学会 日本脳神経外科学会

日本遺伝子診療学会 日本肺癌学会

日本核医学会 日本ハイパーサーミア学会

日本緩和医療学会 日本泌尿器科学会

日本癌治療学会 日本病態栄養学会

日本血液学会 日本病理学会

日本産婦人科医会 日本婦人科腫瘍学会

日本消化器内視鏡学会 日本放射線腫瘍学会

日本小児血液・がん学会 日本臨床細胞学会

日本磁気共鳴医学会 日本臨床腫瘍学会

日本人類遺伝学会

日本アルコール・アディクション医学会 日本精神科病院協会

日本高次脳機能障害学会 日本精神神経学会

日本小児心身医学会 日本精神分析学会

日本小児精神神経学会 日本総合病院精神医学会

日本心身医学会 日本てんかん学会

日本心療内科学会 日本認知症学会

日本児童青年精神医学会 日本不安症学会

日本女性心身医学会 日本臨床神経生理学会

日本睡眠学会 日本老年精神医学会　

日本産婦人科医会　 日本心療内科学会

日本小児心身医学会 日本女性心身医学会

日本心身医学会 日本頭痛学会

14.悪性腫瘍関連委員会

委員長：室　圭（愛知県がんセンター中央病院）

15.精神科関連委員会

委員長：福田 正人（群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学教室）

16.心身医学関連委員会

委員長：河合 啓介（国立国際医療研究センター国府台病院）



日本外来小児科学会 日本小児循環器学会

日本周産期・新生児医学会 日本小児腎臓病学会

日本小児アレルギー学会 日本小児精神神経学会

日本小児栄養消化器肝臓学会 日本小児内分泌学会

日本小児科医会 日本小児リウマチ学会

日本小児科学会 日本新生児成育医学会

日本小児感染症学会 日本児童青年精神医学会

日本小児救急医学会 日本人類遺伝学会

日本小児血液・がん学会 日本成人先天性心疾患学会

日本小児呼吸器学会 日本先天代謝異常学会

日本小児神経学会 日本てんかん学会

日本小児心身医学会

日本感染症学会 日本女性心身医学会

日本産科婦人科学会 日本頭痛学会

日本産婦人科医会 日本生殖医学会

日本周産期・新生児医学会 日本婦人科腫瘍学会

日本女性医学学会　 日本臨床細胞学会

日本環境感染学会 日本内科学会

日本小児科医会 日本病院会

日本小児科学会 日本臨床内科医会

日本東洋医学会 　

17.小児関連委員会

委員長：大山 昇一（済生会川口総合病院）

18.女性診療科関連委員会

委員長：西 洋孝（東京医科大学）

19.内科系診療所委員会

委員長：近藤 太郎（近藤医院）



日本呼吸器学会 日本新生児成育医学会

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本循環器学会

日本呼吸療法医学会 日本摂食嚥下リハビリテーション学会

日本在宅医療連合学会 日本透析医学会

日本小児科学会 日本内科学会

日本小児呼吸器学会 日本泌尿器科学会

日本小児神経学会 日本腹膜透析医学会

日本小児循環器学会 日本リハビリテーション医学会

日本小児腎臓病学会 日本臨床栄養学会

日本神経学会 日本臨床内科医会

日本神経治療学会 日本老年医学会

日本アルコール・アディクション医学会 日本糖尿病学会

日本呼吸器学会 日本動脈硬化学会

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本肥満学会

日本在宅医療連合学会 日本病態栄養学会

日本小児栄養消化器肝臓学会 日本臨床栄養学会

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 日本老年医学会

日本遺伝子診療学会 日本臨床検査医学会

日本病理学会 日本臨床細胞学会

日本アレルギー学会 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

日本眼科学会 日本皮膚科学会

日本呼吸器学会 日本臨床栄養学会

日本小児アレルギー学会 日本臨床内科医会

日本小児科医会

20.在宅医療関連委員会

委員長：清水 惠一郎（阿部医院）

21.栄養関連委員会

委員長：島田 朗（埼玉医科大学）

22.病理関連委員会

委員長：佐々木 毅（東京大学)

23.アレルギー関連委員会

委員長：今井 孝成（昭和大学医学部小児科学講座）



日本足の外科学会 日本消化器病学会

日本医学放射線学会 日本小児外科学会

日本胃癌学会 日本食道学会

日本インターベンショナルラジオロジー学会 日本心血管インターベンション治療学会

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 日本心臓血管外科学会

日本眼科学会 日本心臓血管麻酔学会

日本眼科手術学会 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

日本救急医学会 日本整形外科学会

日本胸部外科学会 日本整形外科勤務医会

日本血管内治療学会 日本整形外科スポーツ医学会

日本外科学会 日本脊椎脊髄病学会

日本呼吸器外科学会 日本超音波医学会

日本呼吸器内視鏡学会 日本乳癌学会

日本産婦人科医会 日本脳神経外科学会

日本産科婦人科内視鏡学会 日本泌尿器科学会

日本周産期・新生児医学会 日本肥満症治療学会

日本消化管学会 日本婦人科腫瘍学会

日本消化器外科学会 日本ペインクリニック学会

日本消化器内視鏡学会 日本レーザー医学会

日本化学療法学会 日本小児栄養消化器肝臓学会

日本カプセル内視鏡学会 日本心エコー図学会

日本環境感染学会 日本新生児成育医学会

日本感染症学会 日本心臓血管内視鏡学会

日本肝臓学会 日本膵臓学会

日本結核・非結核性抗酸菌症学会 日本肺癌学会

日本呼吸器学会 日本脈管学会

日本呼吸器内視鏡学会 日本臨床検査医学会

日本消化器内視鏡学会 日本臨床検査専門医会

外科系学会社会保険委員会連合

内科系学会社会保険連合

24.内視鏡関連委員会（内保連外保連合同）

委員長：清水 伸幸（山王病院外科）；外保連

副委員長：高橋 典明（日本大学）；内保連



日本アレルギー学会 日本頭痛学会

日本遠隔医療学会 日本整形外科学会

日本核医学会 日本精神科病院協会　

日本高次脳機能障害学会 日本精神神経学会

日本呼吸器学会 日本摂食嚥下リハビリテーション学会

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本超音波医学会

日本産科婦人科学会 日本てんかん学会

日本産婦人科医会 日本透析医学会

日本周産期・新生児医学会 日本糖尿病学会

日本集中治療医学会 日本脳神経外科学会

日本小児アレルギー学会 日本脳卒中学会

日本小児呼吸器学会 日本皮膚科学会

日本小児神経学会 日本病理学会

日本心エコー図学会 日本不安症学会

日本神経学会 日本腹膜透析医学会

日本心血管インターベンション治療学会 日本不整脈心電学会

日本新生児成育医学会 日本脈管学会

日本心臓病学会 日本臨床細胞学会

日本心臓リハビリテーション学会 日本臨床神経生理学会

日本心不全学会 日本臨床整形外科学会

日本循環器学会 日本臨床内科医会

日本女性医学学会

25.遠隔医療関連委員会

委員長：伊東 春樹（榊原記念病院）
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