
区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　名

研 究 代 表 者 竹山　宜典 近畿大学医学部外科肝胆膵部門 教　　授

研 究 分 担 者 池上　博司 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 教　　授

伊佐地　秀司 三重大学大学院肝胆膵・移植外科学 教　　授

石黒　洋 名古屋大学大学院健康栄養医学 教　　授

伊藤　鉄英 九州大学病院肝臓・膵臓・胆道内科 准 教 授

乾　和郎 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院消化器内科 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 主任教授

片岡　慶正 大津市民病院 院　　長

〃 京都府立医科大学大学院消化器内科学 特任教授

神澤　輝実 東京都立駒込病院内科 部　　長

北野　雅之 近畿大学医学部消化器内科学 准 教 授

清水　京子 東京女子医科大学消化器内科 准 教 授

杉山　政則 杏林大学医学部外科 教　　授

武田　和憲 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター外科 臨床研究部長

成瀬　達 みよし市民病院 院　　長

正宗　淳 東北大学病院消化器内科 准 教 授

真弓　俊彦 産業医科大学救急医学講座 教　　授

峯　徹哉 東海大学医学部内科学系消化器内科学 教　　授

研 究 協 力 者 安藤　朗 滋賀医科大学消化器内科 教　　授

明石　隆吉 熊本地域医療センター・ヘルスケアセンター 所　　長

安積　良紀 三重大学大学院肝胆膵・移植外科学 助　　教

飯澤　祐介 三重大学大学院肝胆膵・移植外科学 医　　員

五十嵐　久人 九州大学大学院医学研究院病態制御内科 講　　師

五十嵐　良典 東邦大学医療センター大森病院消化器内科 教　　授

伊佐山　浩通 東京大学大学院医学系研究科消火器内科学 准 教 授

糸井　隆夫 東京医科大学消化器内科 准 教 授

伊藤　康友 名古屋大学医学教育研究支援センター 技術職員

入澤　篤志 福島県立医科大学会津医療センター消化器内科学講座 教　　授

内田　一茂 関西医科大学内科学第三講座消化器肝臓内科 講　　師

大西　洋英 秋田大学大学院医学系研究科消化器内科学講座 教　　授

大原　弘隆 名古屋市立大学大学院地域医療教育学 教　　授

掛江　直子 国立成育医療研究センター研究所 社会・臨床研究センター 研究室長

加藤　隆介 京都府立医科大学消化器内科 大学院生

亀井　敬子 近畿大学医学部外科肝胆膵部門 講　　師

川　茂幸 信州大学総合健康安全センター 教　　授

川口　義明 東海大学医学部消化器内科 准 教 授

川畑　由美子 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 准 教 授

神田　康司 名古屋第二赤十字病院小児科 准 教 授

菅野　敦 東北大学消化器内科 助　　教

菊田　和宏 東北大学大学院消化器病態学分野 非常勤講師

木田　光弘 北里大学医学部消化器内科学 准 教 授

北川　元二 名古屋学芸大学管理栄養学部 部　　長

木村　憲治 国立病院機構仙台医療センター消化器内科 医　　長

桐山　勢生 大垣市民病院 主任部長

久津見　弘 神戸大学大学院消化器内科 教　　授

窪田　賢輔 横浜市立大学附属病院内視鏡センター 教　　授

黒河内　顕 古河赤十字病院外科 第一外科部長

難治性膵疾患に関する調査研究班　　　



洪　繁 慶應義塾大学医学部システム医学講座 教　　授

近藤　志保 名古屋女子大学家政学部 講　　師

笹沼　英紀 自治医科大学消化器一般外科学 助　　教

阪上　順一 京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学 講　　師

佐田　尚宏 自治医科大学消化器一般外科学 講　　師

里井　俊平 近畿大学医学部外科肝胆膵部門 講　　師

下瀬川　徹 東北大学病院 病院長・教授

鈴木　裕 杏林大学医学部外科 講　　師

相馬　義郎 慶應義塾大学医学部薬理学教室 准 教 授

十亀　義生 京都府立医科大学消化器内科 助　　教

染谷　一貴 産業医科大学救急医学講座 助　　教

谷　眞至 滋賀医科大学外科学講座 消化器外科 乳腺・一般外科 教　　授

田妻　進 広島大学病院総合内科・総合診療科 准 教 授

丹藤　雄介 弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域 教　　授

辻　喜久 京都大学附属病院消化器内科 講　　師

中莖　みゆき 名古屋大学健康栄養医学 研 究 員

中郡　聡夫 東海大学消化器外科 教　　授

中里　徹矢 杏林大学医学部外科 助　　教

中多　靖幸 近畿大学医学部外科肝胆膵部門 助　　教

西野　博一 東京慈恵会医科大学附属第三病院消化器・肝臓内科 教　　授

西森　功 西森病院 院　　長

能登原　憲司 倉敷中央病院病理診断科 主任部長

花田　敬士 JA尾道総合病院 診療部長

濱田　晋 東北大学大学院消化器病態学分野 助　　教

肱岡　真之 九州大学医学研究院病態制御内科学 大学院生

廣田　衛久 東北大学大学院消化器病態学分野 助　　教

平出　敦 近畿大学医学部救急医学 主任教授

藤木　理代 名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科 教　　授

古屋　智規 秋田赤十字病院 総合診療科 教　　授

松本　逸平 近畿大学医学部外科肝胆膵部門 准 教 授

光山　俊行 関西医科大学内科学第三講座消化器肝臓内科 大学院生

宮川　宏之 札幌厚生病院第2消化器内科 主任部長

三好　広尚 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院消化器内科 講　　師

村田　篤彦 芳野病院消化器科 医　　師

村松　圭司 産業医科大学公衆衛生学教室 助　　教

森岡　千恵 奈良県立五條病院 医　　長

森實　敏夫 公益財団法人日本医療機能評価機構 客員研究主幹

安田　一朗 帝京大学医学部附属溝口病院消化器内科 科　　長

保田　宏明 京都府立医科大学消化器内科 講　　師

山口　武人 千葉県がんセンター 診療部長

山本　明子 名古屋大学健康栄養医学 准 教 授

山本　智支 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院消化器内科 講　　師

吉田　仁 昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門 教　　授

吉村　邦彦 日本赤十字社大森赤十字病院臨床研究部/呼吸器内科 臨床研究部長

横江　正道 名古屋第二赤十字病院総合内科 部　　長

横山　政明 杏林大学医学部外科 助　　教


