
≪血管腫・血管奇形診療ガイドライン作成委員会≫ 

 

◆委員長  

佐々木 了  KKR 札幌医療センター斗南病院形成外科  センター長 

  血管腫・血管奇形センター 

 

◆副委員長 

三村 秀文 川崎医科大学 放射線医学（画像診断 2） 教授 

 

◆編集・作成委員 

秋田 定伯  長崎大学医学部・歯学部附属病院 形成外科   講師 

大須賀 慶悟  大阪大学大学院医学系研究科 放射線医学  講師 

森井 英一  大阪大学大学院医学系研究科 病態病理学  教授 

古川 洋志  北海道大学大学院医学研究科・医学部 形成外科  講師 

渡邊 彰二  埼玉県立小児医療センター 形成外科  部長 

力久 直昭  千葉大学医学部 形成美容外科  助教 

 

◆作成委員 

宮坂 宗男   東海大学 医学外科学系 形成外科  教授 

舟山 恵美   北海道大学大学院医学研究科・医学部 形成外科  助教 

野村 正  神戸大学 形成外科  特命講師  

梶川 明義  福島県立医科大学 形成外科  准教授 

大城 貴史  医療法人社団 慶光会 大城クリニック  副理事長  

河野 太郎  東京女子医科大学 形成外科学  准講師  

大久保 麗  東京女子医科大学八千代医療センター  形成外科   

兵頭 秀樹  札幌医科大学医学部 放射線科  講師 

吉松 美佐子  聖マリアンナ医科大学 放射線科  助教 

井上 政則  慶応大学医学部 放射線科  助教 

小川 普久  聖マリアンナ医科大学 放射線科  助教 

荒井 保典  聖マリアンナ医科大学 放射線科  助教 

藤原 寛康  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 放射線医学  助教 

野崎 太希  聖路加国際病院 放射線科  医員 

菅原 俊祐  国立がん研究センター中央病院 放射線診断科  医員 

 

◆協力委員 



山田有則  旭川医科大学 放射線医学講座放射線科 講師 

作原祐介  北海道大学大学院医学研究科 放射線医学分野  助教 

阿保大介  北海道大学大学院医学研究科 放射線医学分野  助教 

加藤健一  岩手医科大学 放射線科  助教 

川輪陽子  元東海大八王子センター 放射線科  

黒住昌弘  信州大学医学部 画像医学講座  助教 

山上卓士  京都府立医科大学大学院 放射線診断治療医学講座  講師 

吉松梨香  京都府立医科大学大学院 放射線診断治療医学講座  特任助教 

東原大樹  大阪大学大学院医学系研究科 放射線医学  特任助教 

前田登   大阪大学大学院医学系研究科 放射線医学  助教 

渡部茂   川崎医科大学 放射線医学（画像診断１）  特任講師  

芝本健太郎  独立行政法人国立がん研究センター中央病院  医員 

橋本政幸   鳥取県立厚生病院 放射線科  部長 

岡田宗正  山口大学大学院医学系研究科 放射線医学分野  講師  

田中法瑞  久留米大学医学部 放射線医学  准教授 

清末一路  大分大学医学部医学科 放射線医学  准教授 

馬場康貴  鹿児島大学大学院医師学総合研究科 放射線診断治療学  講師 

林 利彦  北海道大学大学院医学研究科・医学部 形成外科  助教 

村尾 尚規  北海道大学大学院医学研究科・医学部 形成外科 

蕨 雄大   北海道大学大学院医学研究科・医学部 形成外科 

大澤 昌之  手稲渓仁会病院形成外科  主任医長 

七戸 龍司  旭川厚生病院形成外科  主任医長 

大芦 孝平  国立がん研究センター皮膚腫瘍科  

吉田 哲也  苫小牧日翔病院形成外科  医長 

川北 育子  製鉄記念広畑病院 形成外科  部長  

大崎 健夫  製鉄記念広畑病院 形成外科  

浅井 笑子  福島県立医科大学 形成外科  助教 

樅山 真紀  福島県立医科大学 形成外科  助手 

堀切 将  福島県立医科大学 形成外科 

佐野 仁美  福島県立医科大学 形成外科 

長谷川 晶子  福島県立医科大学 形成外科 

桑田 知幸  福島県立医科大学 形成外科 

杠 俊介  長野県立こども病院 形成外科  副部長  

高木 信介  今給黎総合病院 形成外科  部長  

頃安 久美子  東京労災病院 形成外科  医員  

藤田 幸代  東京労災病院 形成外科  副部長  



日笠 壽  大阪船員保険病院 形成外科  部長 

吉本 浩  長崎大学病院 形成外科  助教 

内田光智子 千葉大学医学部 形成美容外科 医員 

徳元秀樹 千葉大学医学部 形成美容外科 医員 

有川理紗 千葉大学医学部 形成美容外科 医員 

玉田崇和 千葉大学医学部 形成美容外科 医員 

安達直樹 千葉大学医学部 形成美容外科 医員 

金 佑吏 千葉大学医学部 形成美容外科  

小坂健太朗 千葉大学医学部 形成美容外科  

 

◆作成協力 

河合 富士美 NPO 法人日本医学図書館協会 

山口 直比古 NPO 法人日本医学図書館協会 

小嶋 智美 NPO 法人日本医学図書館協会 

 

◆事務局 

松井 裕輔  川崎医科大学 放射線医学（画像診断 2） 臨床助教 

田村 梨紗  川崎医科大学 放射線医学（画像診断 2）  

亀之園 麻美  川崎医科大学 放射線医学（画像診断 2）  

 

 


