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年 月 日 内 容

平成 年 月 日 第 回がん教育推進会議

・平成２９年度「がん教育総合支援事業」について
・「奈良県がん対策推進計画（第２期・第３期）がんの教育」について

・平成３０年度「がん教育総合支援事業」について

平成 年 月 日 第 回がん医療部会

・パブリックコメントを受けて、次期計画（案）の最終調整
［がん医療の充実、がんと診断された時からの緩和ケア、地域連携］

平成 年 月 日 第 回がん登録部会

・パブリックコメントを受けて、次期計画（案）の最終調整［がん登録］

平成 年 月 日 第 回がん患者等支援部会

・パブリックコメントを受けて、次期計画（案）の最終調整
［相談支援及び情報提供、がん患者の就労を含めた社会的な問題］

平成 年 月 日 第 回たばこ対策推進会議

・平成 年度たばこ対策の取組成果について
・平成 年度たばこ対策の予算案について
・平成 年度の受動喫煙防止対策について

平成 年 月 日 第 回がん予防対策推進委員会

・次期計画（案）について報告［がん予防、がんの早期発見］

平成 年 月 日 第 回がん対策推進協議会

・平成 年度の取組実績及び平成 年度の計画（案）について
・第３期奈良県がん対策推進計画の策定について
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資料４ 第 期奈良県がん対策推進計画の策定関係者

 
■奈良県がん対策推進協議会・部会等 委員名簿（平成 年 月現在）

 
◆奈良県がん対策推進協議会 ［敬称略、 音順］

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆奈良県がん予防対策推進委員会

氏　　名 役　　職

赤松　邦子 公募委員

今川　敦史 奈良県病院協会　会長

大石　元 奈良県健康づくりセンター　所長

春日　宏友 奈良県医師会　理事

川本　たか子 奈良県立医科大学附属病院　がん相談支援センター　がん専門相談員

駒井　壽美 奈良県薬剤師会　理事　

四宮　敏章 奈良県立医科大学附属病院　緩和ケアセンター　センター長

下村　光延 奈良県歯科医師会　常務理事

仙波　俊和 奈良労働局職業安定課　地方職業安定監察官

辻井　啓之 奈良教育大学　保健センター長・教授

西垣　京子 公募委員

長谷川　正俊 奈良県立医科大学　放射線腫瘍医学講座　教授　（会長）

森本　広子 奈良県訪問看護ステーション協議会　理事

吉岡　敏子 公募委員

氏　　名 役　　職

赤羽　たけみ 奈良県立医科大学消化器・内分泌代謝内科　学内講師

伊藤　高広 奈良県立医科大学放射線医学教室　講師

植田　多永子 王寺町がん予防推進員

浦嶋　偉晃 奈良県のホスピスとがん医療をすすめる会　会長

大石　元 奈良県健康づくりセンター　所長　（会長）

小林　豊樹 奈良県立医科大学消化器・総合外科学教室　学内講師

小林　浩 奈良県立医科大学産婦人科学教室　教授

小山　文一 奈良県立医科大学中央内視鏡部　病院教授

友永　轟 奈良県医師会　理事

中野　章代 市町村看護職員協議会　幹事

七浦　高志 奈良県医師会　理事

早見　陽子 市町村看護職員協議会　幹事

山田　全啓 県保健所長会　会長

吉岡　敏子 あけぼの奈良（乳がん患者会）　代表
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◆奈良県たばこ対策推進委員会

 
 
◆がん医療部会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●オブザーバー（がん医療部会）

 
 

氏　　名 役　　職

石原　卓 奈良県立医科大学　小児科　助教

氏　　名 役　　職

春日　宏友 奈良県医師会　理事

神田　佳和 奈良経済産業協会 専務理事

髙橋　裕子 めぐみクリニック　院長　（会長）

土居　稔典 全国健康保険協会　奈良支部　副会長

七尾　司 奈良県生活衛生営業指導センター　専務理事兼事務局長

西川　佳伸 奈良県都市衛生協議会

後岡　伸爾 奈良県薬剤師会　理事

山口　巖 王寺町Get元気２１煙バイバイ活動

吉田　精司 奈良県歯科医師会　理事

氏　　名 役　　職

井上　雅智 近畿大学医学部奈良病院　病院長

今川　敦史 済生会中和病院　院長／奈良県病院協会　会長

岩口　智 奈良県立医科大学附属病院　地域医療連携室　MSW

浦嶋　偉晃 奈良県のホスピスとがん医療をすすめる会　会長

大花　正也 天理よろづ相談所病院　消化器内科　部長

岡村　隆仁 大和高田市立病院　院長

春日　宏友 奈良県医師会　理事

河田　安浩 ちゅうわ往診クリニック　院長

神野　正敏 奈良県立医科大学附属病院　腫瘍センター長

菊池　英亮 奈良県総合医療センター院長　

北井　祥三 市立奈良病院　院長補佐兼外科部長

駒井　壽美 奈良県薬剤師会　理事

四宮　敏章 奈良県立医科大学附属病院　緩和ケアセンター長

下村　光延 奈良県歯科医師会　常務理事

長谷川　正俊 奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学講座　教授　（部会長）

森本　広子 奈良県訪問看護ステーション協議会　理事

山田　行重 国保中央病院　診療部　副院長

吉岡　敏子 公募委員

吉村　淳 南奈良総合医療センター　副院長

和家佐　日登美 中和保健所　主幹
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◆奈良県たばこ対策推進委員会
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西川　佳伸 奈良県都市衛生協議会

後岡　伸爾 奈良県薬剤師会　理事
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吉田　精司 奈良県歯科医師会　理事

氏　　名 役　　職

井上　雅智 近畿大学医学部奈良病院　病院長

今川　敦史 済生会中和病院　院長／奈良県病院協会　会長

岩口　智 奈良県立医科大学附属病院　地域医療連携室　MSW

浦嶋　偉晃 奈良県のホスピスとがん医療をすすめる会　会長

大花　正也 天理よろづ相談所病院　消化器内科　部長

岡村　隆仁 大和高田市立病院　院長

春日　宏友 奈良県医師会　理事

河田　安浩 ちゅうわ往診クリニック　院長

神野　正敏 奈良県立医科大学附属病院　腫瘍センター長

菊池　英亮 奈良県総合医療センター院長　

北井　祥三 市立奈良病院　院長補佐兼外科部長

駒井　壽美 奈良県薬剤師会　理事

四宮　敏章 奈良県立医科大学附属病院　緩和ケアセンター長

下村　光延 奈良県歯科医師会　常務理事

長谷川　正俊 奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学講座　教授　（部会長）

森本　広子 奈良県訪問看護ステーション協議会　理事

山田　行重 国保中央病院　診療部　副院長
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◆がん患者等支援部会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆がん登録部会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆がんの教育推進会議

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏　　名 役　　職

奥嶋　和彦 香芝市立二上小学校　校長（小学校長会　会長）

木村　孝之 県立添上高等学校　校長（高等学校等保健体育学会　会長）

鈴木　俊司 宇陀市立榛原中学校　校長（中学校長会　会長）

辻井　啓之 奈良教育大学　保健センター長・教授（奈良県教育委員会　保健技師）　（会長）

中井　康純 保健予防課　課長

中西　豊 桜井市立桜井西中学校　校長（中学校保健体育研究会　会長）

長谷川　正俊 奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学講座　教授

林　正司 香芝市立三和小学校　校長（小学校体育研究会　会長）

深田　展巧 学校教育課　課長

藤岡　庄司 藤岡内科医院　院長（学校医　代表）

村田　理 健康づくり推進課　課長

安井　孝至 県立奈良高等学校　校長（高等学校長協会　会長）

吉田　浩一 保健体育課　課長

氏　　名 役　　職

赤松　邦子 公募委員

今西　幸子 奈良県立医科大学附属病院　経営企画課　診療情報管理士

植村　恵美 奈良県市町村看護職員協議会　理事　

菊池　英亮 奈良県総合医療センター　院長　

佐藤　正明 天理よろづ相談所病院　診療情報課　課長　

長谷川　正俊 奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学講座　教授　（部会長）

村原　暁子 市立奈良病院　診療情報管理室　課長　

湯川　真生 近畿大学医学部奈良病院　がんセンター外科教授　がんセンター長

氏　　名 役　　職

河地　秀夫 奈良県社会保険労務士会　副会長

川本　たか子 奈良県立医科大学附属病院　がん相談支援センター　がん専門相談員

木村　聖 奈良産業保健総合支援センター　副所長

阪口　美恵子 大和高田公共職業安定所　専門相談部門　就職支援ナビゲーター

仙波　俊和 奈良労働局職業安定課　地方職業安定監察官　（部会長）

田川　由美 大和高田公共職業安定所　専門相談部門　統括職業指導官

徳永　政克 全国健康保険協会　奈良支部　企画総務グループ　グループ長

西垣　京子 公募委員

西田　一美 日本労働組合総連合会　奈良県連合会　会長

平瀬　正人 天理よろづ相談所病院　がん相談支援センター　係長
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