
区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 田口　智章 九州大学医学研究院・小児外科 教授

研 究 分 担 者 松藤　凡 聖路加国際大学・聖路加国際病院・小児外科 副院長

松浦　俊治 九州大学医学研究院・保健学科 講師

家入　里志 鹿児島大学・学術研究院医歯学域医学系・小児外科 教授

小幡　聡 九州大学・大学病院・先端医工学診療部 助教

内田　恵一 三重大学医学部付属病院 医療福祉支援センター・小児外科 医療福祉支援 ｾﾝﾀｰ長

位田　忍
地方独立法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療セン
ター・消化器・内分泌科

統括診療局長

虫明　聡太郎 近畿大学医学部奈良病院・小児科 教授

田尻　達郎 京都府立医科大学医学研究科・小児成育外科 教授

臼井　規朗 大阪府立母子保健総合医療センター・小児外科 小児外科 主任部長

藤野　明浩
国立研究開発法人国立成育医療研究センター病院臓器・運動器病
態外科

医長

義岡　孝子
国立研究開発法人国立成育医療研究センター・病理診断部・小児病
理

部長

小田　義直 九州大学大学院医学研究院・腫瘍病理学 教授

上野　豪久 大阪大学大学院医学系研究科・小児成育外科 助教

尾花　和子 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会　愛育病院・小児外科 医長

北岡　有喜
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター臨床研究センター・医
療情報学・情報システム学・データベース工学・総合政策科学

部長/研究室長

中島　淳 横浜市立大学医学研究科・肝胆膵消化器病学教室 教授

村永　文学 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 医療情報部・医療情報学 講師

研 究 協 力 者 牛島　高介 久留米大学医療センター・小児科 准教授

川原　央好 浜松医科大学・小児外科 特任准教授

春間　賢 川崎医科大学・消化管内科 特任教授

福土　審
東北大学大学院医学系研究科行動医学分野・東北大学病院心療内
科

教授

福澤　正洋 大阪府立母子保健総合医療センター・小児外科 総長

窪田　昭男 和歌山県立医科大学外科学第2講座 学長特命教授

漆原　直人 静岡県立こども病院・小児外科 外科系診療部長

住田　亙 名古屋大学附属病院・小児外科 小児外科 診療科医長

金森　豊
国立研究開発法人国立成育医療研究センター・臓器・運動器病態外
科部・外科(小児外科学、消化管免疫学)

医長

下島　直樹 慶應義塾大学医学部・小児外科 講師

八木　実 久留米大学医学部外科学講座小児外科学部門 主任教授

上野　滋 東海大学医学部・外科学系小児外科学 講師

濵田　吉則 関西医科大学外科学講座小児外科 教授

増本　幸二 筑波大学医学医療系・小児外科 教授

山高　篤行 順天堂大学・小児外科 主任教授

仁尾　正記 東北大学大学院医学系研究科・小児外科学分野 教授

韮澤　融司 杏林大学医学部・小児外科学 教授

窪田　正幸 新潟大学・医歯学系小児外科学 教授

秋山　卓士
地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立広島市民病院・小
児外科

小児外科 主任部長

小児期からの希少難治性消化管疾患の移行期を包含するガイドラインの確立に関する研究班



河野　美幸 金沢医科大学・小児外科 教授

本多　昌平 北海道大学病院 消化器外科Ⅰ・小児外科学 助教

工藤　孝広 順天堂大学・小児科 准教授

松井　陽 聖路加国際大学 看護学部・小児科学、小児肝臓学 特任教授

新井　勝大
国立研究開発法人国立成育医療研究センター・器官病態系内科部・
消化器科

医長

工藤　豊一郎
国立研究開発法人国立成育医療研究センター・器官病態系内科部・
病態検査学

医長

米倉　竹夫 近畿大学医学部奈良病院・小児外科 教授

土岐　彰 昭和大学医学部 外科学講座小児外科学部門・小児外科学 教授

田村　正徳 埼玉医科大学総合医療センター小児科・新生児学 教授

左合　治彦
国立研究開発法人国立成育医療研究センター・周産期・母性診療セ
ンター・胎児医学・周産期医学・臨床遺伝学

センター長

小野　滋 自治医科大学・小児外科 教授

米田　光宏
地方独立行政法人　大阪市民病院機構　大阪市立総合医療セン
ター・小児外科

小児外科部長

野坂　俊介
国立研究開発法人国立成育医療研究センター・放射線診療部・放射
線診断科

部長

宗崎　良太 九州大学大学病院 先端医工学診療部・小児外科学 助教

岩中　督 埼玉県立小児医療センター・小児外科 病院長

森川　康英 慶應義塾大学医学部・小児外科 講師

小関　道夫 岐阜大学医学部附属病院小児科・小児科学(血液腫瘍学) 併任講師

松岡　健太郎 北里研究所病院・病理診断科 医長

木下　義晶 九州大学大学病院・総合周産期母子医療センター(小児外科) 准教授

北川　博昭 聖マリアンナ医科大学・外科学 小児外科 教授

前田　貢作 神戸大学大学院医学研究科・小児外科学 客員教授

奥山　宏臣 大阪大学大学院医学系研究科・小児成育外科 教授

和田　基 東北大学大学院医学系研究科小児外科学分野・小児外科学 准教授

古川　博之
旭川医科大学医学部外科学講座消化器病態外科学分野・消化器外
科学

教授

上本　伸二
京都大学大学院医学研究科外科学講座肝胆膵・移植外科学分野・
肝臓外科／肝臓移植・小腸移植／小児外科

教授

星野　健 慶應義塾大学医学部・小児外科 准教授

阪本　靖介 熊本大学大学院・生命科学研究部　小児外科・移植外科 講師

中澤　温子 東海大学医学部病理診断学 准教授

玉井　浩 大阪医科大学・小児科学 教授

黒田　達夫 慶應義塾大学医学部・小児外科 教授

藤井　喜充 東北医科薬科大学・小児科 准教授

山田　佳之
群馬県立小児医療センター、小児科学、アレルギー感染免疫学、臨
床検査医学（群馬県立小児医療センター）

部長

澤口　聡子 国立保健医療科学院 統括研究官

岡本　悦治 国立保健医療科学院 統括研究官

友政　剛 パルこどもクリニック 院長

渡邉　稔彦 国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科部・外科 医師

荒木　夕宇子 NEC　玉川健康管理センター 副センター長



河合　富士美 聖路加国際大学学術情報センター マネジャー・ 主任司書

小林　弘幸
順天堂大学総合診療科・病院管理学研究室・漢方医学先端臨床セン
ター

教授

寺脇　幹 埼玉医科大学小児外科

中目　和彦 鹿児島大学・学術研究院医歯学域医学系・小児外科

神保　教広 九州大学大学病院・小児外科 共同研究員

深堀　優 久留米大学医学部外科学講座小児外科学部門

福岡　智哉
地方独立法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療セン
ター・消化器・内分泌科

大沼　真輔
地方独立法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療セン
ター・消化器・内分泌科

伊崎　智子 九州大学医学研究院・小児外科 助教

出家　亨一 東京大学・小児外科 助教

山田　洋平 慶應義塾大学医学部・外科学（小児） 助教

狩野　元宏 慶應義塾大学医学部・外科学（小児） 助教

高橋　信博 慶應義塾大学医学部・外科学（小児） 助教

髙橋　健
国立研究開発法人国立成育医療研究センター・周産期・母性診療セ
ンター・胎児医学・周産期医学・臨床遺伝学

フェロー

側島　久典 埼玉医科大学総合医療センター新生児部門 教授

文野　誠久 京都府立医科大学小児外科 学内講師

東　真弓 京都府立医科大学小児外科 助教

加藤　稲子 埼玉医科大学総合医療センター小児科 教授

難波　文彦 埼玉医科大学総合医療センター小児科・新生児学

左　勝則
国立研究開発法人国立成育医療研究センター・周産期・母性診療セ
ンター・胎児医学・周産期医学・臨床遺伝学

フェロー

杉浦　崇浩 静岡済生会総合病院　新生児科

江角　元史郎 九州大学大学病院・小児外科 助教

栁　忠宏 久留米大学・小児科 助教

神保　圭佑 順天堂大学・小児科

幾瀬　圭 順天堂大学・小児科

村山　圭 千葉県こども病院・代謝科 部長

石井　智浩 近畿大学医学部奈良病院・小児外科

曹　英樹 大阪府立母子保健総合医療センター・小児外科

岡島　英明 京都大学　肝胆膵・移植外科・小児外科 准教授

小森　由宗
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター臨床研究センター・医
療情報学・情報システム学・データベース工学・総合政策科学

眞部　紀明 川崎医科大学　検査診断学（内視鏡・超音波） 医長(講師)

三好　きな 九州大学大学病院・小児外科 助教

清水　隆弘 大阪府立母子保健総合医療センター小児外科 副部長

宮田　潤子 九州大学・大学病院・総合周産期母子医療センター 助教


