
一般社団法人ＪＢＣＲＧ　常設委員会／特別委員会

【常設委員会・特別委員会の使命】
　1）本法人が実施する臨床研究について、外部環境の変化に対応した社会性と高度な科学専門性に基づく質の最大化を図る。
　2）本法人が実施する臨床研究にご協力いただく患者さんの人権を最優先する研究者の高い倫理性を育成する。
　3）本法人の研究資金の流れを監視し、臨床研究実施における透明性の維持を確保することで、本法人の社会的信頼性を担保する。
　4）本法人の組織的基盤として、臨床研究実施プロセスの質を保証し、整合性と合理性を追求する。
　5）本法人が実施する事業の重要性、研究成果について、広く社会に啓発し本法人の進展に寄与する。
　6）自由闊達な委員会活動を通じ、本法人組織のダイバーシティーの推進とグローバルレベルの研究者の育成に努める。

【常設委員会】

　臨床試験検討委員会：新規臨床研究計画PCS／プロトコールの審査・各研究進捗状況の把握

1.01 委員長 神奈川県立がんセンター 乳腺内分泌外科 山下　年成
1.02 副委員長 東海大学医学部付属病院 乳腺内分泌外科 新倉　直樹
1.03 委員 国立がんセンター東病院 乳腺外科 岩谷　胤生
1.04 委員 国立精神・神経医療研究センター病院 臨床研究・教育研修部門 情報管理・解析部 大庭　真梨
1.05 委員 がん研究会有明病院 乳腺センター　乳腺内科 尾崎　由記範
1.06 委員 松山赤十字病院 乳腺外科 川口　英俊
1.07 委員 北里大学病院 乳腺・甲状腺外科 三階　貴史
1.08 委員 京都大学医学部附属病院 乳腺外科 髙田　正泰
1.09 委員 東北大学医学部 乳腺・内分泌外科 多田　寛
1.10 委員 虎の門病院 乳腺内分泌外科 田中　希世
1.11 委員 国立がん研究センター東病院 乳腺・腫瘍内科 内藤　陽一
1.12 委員 大阪国際がんセンター 腫瘍内科 吉波　哲大

2.01 委員長 埼玉医科大学国際医療センター 乳腺腫瘍科 石黒　洋
2.02 副委員長 がん研究会有明病院 乳腺外科 上野　貴之
2.03 委員 岩手医科大学 病理学講座機能病態学分野 片岡　竜貴
2.04 委員 がん研究会有明病院 先端医療開発センター がん免疫治療開発部 北野　滋久
2.05 委員 国際医療福祉大学　成田病院　 乳腺外科 黒住　献
2.06 委員 がん研究会有明病院 先端医療開発センター がん早期臨床開発部 古川　孝広
2.07 委員 東京医科大学 低侵襲医療開発総合センター 杉本　昌弘
2.08 委員 東京大学医学部附属病院 乳腺内分泌外科 田辺　真彦
2.09 委員 名古屋市立大学病院 乳腺外科 遠山　竜也
2.10 委員 慶應義塾大学 医学部　一般・消化器外科 林田　哲
2.11 委員 東北大学医学部 乳腺内分泌外科 宮下　穰 

3.01 委員長 四国がんセンター 乳腺科 青儀　健二郎
3.02 副委員長 熊本大学病院 乳腺・内分泌外科 山本　豊
3.03 委員 東京大学 情報学環 上村　鋼平
3.04 委員 昭和大学医学部 外科学講座　乳腺外科学部門 奥山　裕美
3.05 委員 呉医療センター・中国がんセンター 乳腺外科 重松　英朗
3.06 委員 国立国際医療研究センター病院 乳腺・腫瘍内科 下村　昭彦
3.07 委員 岡山大学病院 乳腺・内分泌外科 平　成人
3.08 委員 埼玉県立がんセンター 乳腺腫瘍内科 永井　成勲
3.09 委員 がん研究会有明病院 乳腺センター　乳腺内科 原　文堅
3.10 委員 筑波大学附属病院 乳腺甲状腺外科 坂東　裕子
3.11 委員 群馬県立がんセンター 乳腺科 藤澤　知巳
3.12 委員 岐阜大学医学部附属病院 腫瘍外科 二村　学
3.13 委員 天理よろづ相談所病院 乳腺外科 山城　大泰
3.14 委員 三菱京都病院 腫瘍内科 吉岡　亮

4.01 委員長 聖マリアンナ医科大学病院 乳腺・内分泌外科 津川　浩一郎
4.02 副委員長 相良病院 乳腺外科 相良　安昭
4.03 委員 浜松医科大学医学部附属病院 乳腺外科 小泉　圭
4.04 委員 横浜市立大学 データサイエンス推進センター 坂巻　顕太郎
4.05 委員 福島県立医科大学 医学部　腫瘍内科学講座 徳田　恵美
4.06 委員 国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 野口　瑛美
4.07 委員 聖路加国際病院 乳腺外科 林　直輝
4.08 委員 大阪医療センター 外科・乳腺外科 八十島　宏行
4.09 委員 神奈川県立がんセンター 乳腺内分泌外科 山中　隆司

　TR委員会：TR計画の発案・審査、TR検体・ゲノムデータ管理

　臨床試験管理委員会：組織・実施研究の評価・監査、研究進捗・解析／発表計画の管理

　教育委員会：研究者教育、学術集会・セミナー開催
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5.01 委員長 国立国際医療研究センター病院 乳腺・腫瘍内科 清水　千佳子
5.02 副委員長 広島市立広島市民病院 乳腺外科 大谷　彰一郎
5.03 委員 関西医科大学附属病院 乳腺外科 木川　雄一郎
5.04 委員 聖路加国際病院 腫瘍内科 北野　敦子
5.05 委員 聖マリアンナ医科大学病院 乳腺内分泌外科 小島　康幸
5.06 委員 一般社団法人ＣＳＲプロジェクト 代表理事 桜井　なおみ
5.07 委員 株式会社サンシェフレラ 代表取締役 澤井　典子
5.08 委員 那覇西クリニック 乳腺外科 玉城　研太朗　
5.09 委員 昭和大学病院 乳腺外科 増田　紘子

6.01 委員長 大阪国際がんセンター 乳腺内分泌外科 中山　貴寛
6.02 副委員長 虎の門病院 乳腺・内分泌外科 川端　英孝
6.03 委員 九州大学病院 消化器・総合外科 秋吉　清百合
6.04 委員 ＪＲ東京総合病院 乳腺外科 上田　重人
6.05 委員 愛知県がんセンター 病院 乳腺科 澤木　正孝
6.06 委員 千葉県がんセンター 乳腺外科 中村　力也
6.07 委員 東京共済病院 乳腺科 重川　崇

【特別委員会】

7.01 委員長 京都大学大学院医学研究科 外科学講座乳腺外科学 戸井　雅和
7.02 副委員長 東北大学大学院医学系研究科 医科学専攻病理診断学分野 笹野　公伸
7.03 委員 がん研究会有明病院 画像診断部 菊池　真理
7.04 委員 がん研究会有明病院 乳腺センター　乳腺内科 高野　利実　
7.05 委員 がん研究会がん研究所 がんエピゲノムプロジェクト 丸山　玲緒
7.06 委員 京都大学大学院医学研究科 医学統計生物情報学 森田　智視
7.07 委員 滋賀県立総合病院 放射線治療科 山内　智香子

8.01 委員長 ＮＰＯ法人臨床血液・腫瘍研究会 理事長 田村　和夫
8.02 委員 一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン 理事長 天野　慎介
8.03 委員 東北大学病院 看護部 金澤　麻衣子
8.04 委員 坂口繁和法律事務所 弁護士 坂口　繁和
8.05 委員 株式会社宮田総研 代表取締役 宮田　満

　倫理委員会：本法人事業に関する倫理審査

　広報委員会：広報・寄付募集・Public Involvement

　利益相反委員会：利益相反管理

　アドバイザリーボード：医学的・社会的・科学的な見地による本法人事業に対する助言
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