
平成30年4月現在

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 鈴木　康夫 東邦大学医療センター佐倉病院　IBDセンター センター長

研 究 分 担 者 安藤 　朗 滋賀医科大学　消化器内科 教  　授

池内　浩基 兵庫医科大学　炎症性腸疾患学講座外科部門 教　　授

岡崎　和一 関西医科大学内科学第三講座（消化器肝臓内科） 教　　授

緒方　晴彦 慶應義塾大学医学部　内視鏡センター
教　　授

センター長

金井　隆典 慶應義塾大学医学部　消化器内科 教　　授

猿田　雅之 東京慈恵会医科大学 内科学講座 消化器・肝臓内科 主任教授

清水　俊明 順天堂大学医学部　小児科学教室 教　　授

杉田 　昭 横浜市立市民病院　臨床研究部 部　　長

仲瀬　裕志 札幌医科大学医学部　消化器内科学講座 教　　授

中野 　雅 北里大学北里研究所病院　消化器内科 部　　長

中村　志郎 兵庫医科大学　炎症性腸疾患学講座内科部門 教　　授

長堀　正和
東京医科歯科大学医学部附属病院
臨床試験管理センター

准教授

西脇　祐司 東邦大学医学部　社会医学講座　衛生学分野 教　　授

畑　啓介 東京大学医学部附属病院・腫瘍外科 特任講師

久松　理一 杏林大学医学部第三内科学 教　　授

平井　郁仁 福岡大学筑紫病院　炎症性腸疾患センター 部　　長

福島　浩平
東北大学大学院医工学研究科
消化管再建医工学分野

教　　授

二見喜太郎 福岡大学筑紫病院　臨床医学研究センター（外科） 診療教授

穂苅　量太 防衛医科大学校　消化器内科 教　　授

松岡　克善 東邦大学医療センター佐倉病院 内科学講座 教　　授

松本　主之
岩手医科大学医学部
内科学講座消化器内科消化管分野

教　　授

研 究 協 力 者 青柳　邦彦 福岡赤十字病院 消化器内科 副院長

青山　伸郎 青山クリニック（胃大腸内視鏡/IBD） 院　　長

虻川　大樹 宮城県立こども病院 総合診療科・消化器科
副院長
科　長

新井　勝大
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

飯島  英樹 大阪大学大学院　医学系研究科　消化器内科学 准教授

飯塚　文瑛 日本炎症性腸疾患協会 副理事長

飯塚　政弘
秋田赤十字病院附属あきた健康管理センター
秋田赤十字病院消化器科兼任

所　　長

飯田　智哉 札幌医科大学医学部　消化器内科学講座 大学院生

難治性炎症性腸管障害に関する調査 研究班



研 究 協 力 者 石黒　陽
国立病院機構弘前病院
消化器血液内科／弘前大学医学部

部　　長
臨床教授

石原　俊治 島根大学医学部内科学講座第二 准教授

板橋　道朗 東京女子医科大学消化器病センター外科 教　　授

伊藤　裕章 医療法人錦秀会インフュージョンクリニック 院　　長

伊藤　壽記
公益財団法人 大阪府保健医療財団
大阪がん循環器病予防センター

所　　長

井戸　章雄 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 教　　授

井上　詠 慶應義塾大学病院予防医療センター 准教授

岩男　泰 慶應義塾大学病院予防医療センター 教　　授

岩下　明德 福岡大学筑紫病院　臨床医学研究センター（病理部） 教　　授

上野　文昭 大船中央病院消化器・IBDセンター 特別顧問

梅枝　覚
四日市羽津医療センター
外科大腸肛門病・IBDセンター

副院長

江崎　幹宏 佐賀大学医学部附属病院 光学医療診療部
部　　長
准教授

大井　秀久 公益財団法人慈愛会 いづろ今村病院 副院長

大川　清孝 大阪市立十三市民病院 院　　長

大藤さとこ 大阪市立大学大学院医学研究科・公衆衛生学 准教授

大宮　直木 藤田保健衛生大学消化管内科 教　　授

大森　鉄平 東京女子医科大学消化器病センター 助　　教

長田　太郎 順天堂大学医学部附属浦安病院　消化器内科 教　　授

小俣富美雄 聖路加国際病院　消化器内科 医　　長

角田　洋一 東北大学病院　消化器内科 助　　教

片岡　寛章
宮崎大学医学部病理学講座
腫瘍・再生病態学分野（第二病理）

教　　授

桂田　武彦 北海道大学病院光学医療診療部 助　　教

加藤　 順 三井記念病院　消化器内科 部　　長

加藤　真吾 埼玉医科大学総合医療センター　消化器・肝臓内科 准教授

亀岡　信悟 医療法人社団　常仁会　牛久愛和総合病院 院　　長

亀山　仁史 新潟大学医歯学総合病院　消化器・一般外科 准教授

北洞　哲治 国際医療福祉大学熱海病院　内科 教　　授

北野　厚生 社会医療法人若弘会若草第一病院　消化器内科 名誉院長

木内　喜孝
東北大学高度教養教育・学生支援機構
臨床医学開発室

教　　授

金城　福則 社会医療法人　仁愛会　浦添総合病院　消化器病センター 顧　　問

 楠　 正人 三重大学大学院医学系研究科　消化管・小児外科学 教　　授

工藤　進英 昭和大学横浜市北部病院消化器センター センター長

国崎　玲子
横浜市立大学附属市民総合医療センター
IBDセンター

准教授

熊谷　秀規 自治医科大学小児科学 准教授



研 究 協 力 者 小金井一隆 横浜市立市民病院　炎症性腸疾患科 科　　長

後藤　秀実 名古屋大学大学院医学研究科消化器内科学 教　　授

小林　清典 北里大学医学部　新世紀医療開発センター 准教授

小林　健二 亀田京橋クリニック　消化器内科 部　　長

小林　 拓
北里大学北里研究所病院
炎症性腸疾患先進治療センター 副センター長

小山　文一 奈良県立医科大学附属病院中央内視鏡部 病院教授

櫻庭　裕丈 弘前大学大学院医学研究科地域医療学講座 講　　師

佐々木誠人 愛知医科大学病院　消化管内科 教　　授

篠崎　 大 東京大学医科学研究所附属病院 腫瘍外科 准教授

清水　誠治 JR大阪鉄道病院　消化器内科 統括副院長

城　 卓志 名古屋市立大学大学院消化器・代謝内科学 教授・病院長

杉村　一仁 杉村クリニック　内科・消化器内科 院　　長

杉本　健 浜松医科大学内科学第一講座 准教授

鈴木　健司 新潟大学医歯学総合病院　消化器内科 講　　師

鈴木　英雄 筑波大学　腫瘍内科学 准教授

高橋　賢一
独立行政法人労働者健康安全機構　東北労災病院　大腸肛門病セ
ンター

センター長

竹内　 健 東邦大学医療センター佐倉病院　内科学講座 講　　師

武林　 亨 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 教　　授

田尻　 仁 大阪府急性期総合医療センター小児科 主任部長

田中　信治 広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　内視鏡医学 教　　授

田中　浩紀 札幌厚生病院　IBDセンター 主任部長

田中　正則 弘前市立病院 臨床検査科 副院長

辻川　知之 国立病院機構東近江総合医療センター 副院長

寺井　崇二 新潟大学大学院医歯学総合研究科　消化器内科分野 教　　授

内藤　裕二 京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学 准教授

中川　倫夫 千葉大学医学部附属病院　消化器内科 講　　師

中島　 淳
横浜市立大学大学院医学研究科
肝胆膵消化器病学教室

主任教授

長坂　光夫 藤田保健衛生大学消化管内科 講　　師

長沼　 誠 慶應義塾大学医学部　消化器内科
准教授

永山   学 自治医科大学内科学講座　消化器内科 大学院

野口　善令 名古屋第二赤十字病院　総合内科 副院長・部長

花井　洋行 浜松南病院　消化器病・IBDセンター センター長

春間　 賢 川崎医科大学・川崎医療福祉大学 特任教授

尾藤　誠司 独立行政法人国立病院機構東京医療センター　臨床疫学研究室 室　　長



研 究 協 力 者 平岡佐規子 岡山大学病院　消化器内科・炎症性腸疾患センター
講　　師

副センター長

平田　一郎 大阪中央病院　消化器内科 特別顧問

樋渡　信夫 医療法人ひろせ会　広瀬病院 院　　長

福田　能啓 医療法人協和会　第二協立病院 病院長

藤井　久男
社会医療法人平和会　吉田病院
消化器内視鏡・IBDセンター

センター長

藤谷　幹浩
旭川医科大学　内科学講座
消化器血液腫瘍制御内科学分野

准教授

舟山　裕士 仙台赤十字病院　外科
主任外科部長

副院長

細江　直樹 慶應義塾大学医学部内視鏡センター
専任講師

副センター長

松井　敏幸 福岡大学筑紫病院　消化器内科 客員教授

松浦 　稔 京都大学医学部附属病院　内視鏡部 助　　教

水島　恒和
大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座
消化器外科学/炎症性腸疾患治療学寄附講座

寄附講座教授

三浦総一郎 国際医療福祉大学大学院　東京赤坂キャンパス 大学院長 大学院教授

三橋　慧 札幌医科大学　消化器内科学講座 助教

光山　慶一
久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門
炎症性腸疾患センター

教　　授

村上　義孝 東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野 教　　授

村松　正明 東京医科歯科大学難治疾患研究所・分子疫学教室 教　　授

山上　博一 大阪市立大学大学院　消化器内科学 准教授

山本　博徳 自治医科大学 内科学講座消化器内科学部門 教　　授

山本　隆行 四日市羽津医療センター　IBDセンター IBDセンター長

吉岡　和彦 関西医科大学総合医療センター 外科 教　　授

吉田　 優
神戸大学大学院医学研究科内科学講座
消化器内科学分野

准教授

吉村　直樹 東京山手メディカルセンター　炎症性腸疾患内科 診療部長

余田　 篤 大阪医科大学泌尿生殖発達医学講座小児科 准教授

渡辺　修 済衆館病院IBDセンター 副院長 IBDセンター長

渡辺　憲治 兵庫医科大学　腸管病態解析学 特任准教授

渡邊　昌彦 北里大学医学部外科 教　　授


