
令和２年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 中村 誠司 九州大学大学院 歯学研究院口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野 教　授

研 究 分 担 者 岡崎 和一 関西医科大学 香里病院 病院長

千葉 勉 関西電力病院 病院長

神澤 輝実 東京都立駒込病院 消化器内科 院　長

正宗 淳 東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野 教　授

川 茂幸 松本歯科大学歯学部内科学 特任教授

妹尾 浩 京都大学医学研究科消化器内科学講座 教　授

田中 篤 帝京大学医学部内科学講座 教　授

岩崎 栄典 慶應義塾大学消化器内科 専任講師

児玉 裕三 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 教　授

井戸 章雄 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系消化器疾患・生活習慣病学 教　授

仲瀬 裕志 札幌医科大学医学部消化器内科学講座 教　授

菅野 敦 自治医科大学内科学講座　消化器内科学部門 講　師

高橋 裕樹 札幌医科大学医学部免疫・リウマチ内科学 教　授

内田 一茂 高知大学医学部　消化器内科 教　授

吉藤 元 京都大学医学部附属病院　免疫・膠原病内科 病院講師

坪井 洋人 筑波大学医学医療系内科（膠原病・リウマチ・アレルギー） 講　師

田中 良哉 産業医科大学医学部第1内科学講座 教　授

正木 康史 金沢医科大学大学院医科学研究科血液免疫内科学 教　授

高比良 雅之 金沢大学附属病院眼科（眼腫瘍、眼窩疾患） 講　師

赤水 尚史 和歌山県立医科大学第一内科 特別顧問

川野 充弘 金沢大学附属病院リウマチ・膠原病内科 講　師

梅原 久範 市立長浜病院リウマチ膠原病内科 副院長兼責任部長

松井 祥子 富山大学保健管理センター 教　授

半田 知宏 京都大学大学院医学研究科呼吸不全先進医療講座 特定准教授

佐藤 康晴 岡山大学大学院保健学研究科病態情報科学 教　授

佐藤　啓 愛知医科大学病院　病理診断科 助　教

能登原 憲司 倉敷中央病院病理診断科 主任部長

石川 秀樹 京都府立医科大学・分子標的癌予防医学 特任教授

研 究 協 力 者 乾 和郎 山下病院 消化器内科 教　授

三森 経世 医仁会武田総合病院 院　長

滝川 一 帝京大学　医療技術学部 教　授

後藤　浩 東京医科大学臨床医学系眼科学分野 主任教授

全　陽 King's College Hospital 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

中沢 貴宏 名古屋市立大学　消化器代謝内科 非常勤講師

IgG4関連疾患の診断基準並びに診療指針の確立を目指す研究班　



研 究 協 力 者 太田 正穂 信州大学医学部内科学第2 特任教授

西野 隆義 東京女子医科大学八千代医療センター消化器内科 教　授

伊藤 鉄英 国際医療福祉大学教授福岡山王病院 肝胆膵内科・神経内分泌腫瘍センター 教授・センター長

河邉 顕 国立病院機構九州医療センター　消化器内科 医　長

浜野 英明 長野県立木曽病院 院　長

洪　繁 慶応義塾大学医学部坂口記念 システム医学講座 特任教授

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

池浦 司 関西医科大学　内科学第三講座 講　師

平野 賢二 東京高輪病院消化器内科 部　長

水野 伸匡 愛知県がんセンター中央病院消化器内科部 医　長

渡邉 智裕 近畿大学医学部消化器内科 准教授

鎌田 研 近畿大学医学部消化器内科 助　教

窪田 賢輔 横浜市立大学附属病院　内視鏡センター 教　授

梅村 武司 信州大学医学部消化器内科 准教授

増田 充弘 神戸大学大学院医学研究科消化器内科 助　教

清水 京子 東京女子医科大学消化器内科 教　授

濱田 晋 東北大学消化器内科 助　教

塩川 雅広 京都大学医学研究科消化器内科学講座 助　教

栗山 勝利 滋賀県立総合病院消化器内科 副医長

村木 崇 北アルプス医療センターあづみ病院消化器内科 助　教

伊藤 哲也 長野赤十字病院 消化器内科 副部長

渡邉 貴之 信州大学医学部内科学第二教室 助　教

田妻 進　 広島大学総合内科・総合診療科 教　授

内藤 格 名古屋市立大学大学院消化器・代謝内科学 講　師

糸井 隆夫 東京医科大学消化器内科 教　授

伊佐山 浩通 順天堂大学大学院医学研究科 消化器内科学講座 教　授

木村 理 山形大学医学部外科学第一講座 名誉教授

下瀬川 徹 東北大学 名誉教授

藤田　充 新座志木中央総合病院　消化器内科 助　教

源 誠二郎 大阪はびきの医療センターアレルギー内科 主任部長

山本 元久 東京大学医科学研究所附属病院抗体・ワクチンセンター（アレルギー免疫科） 特任教授

折口 智樹 長崎大学生命医科学域　保健学系 教　授

久保 智史 産業医科大学第一内科学講座 助　教

藤川 敬太 JCHO諫早総合病院リウマチ科 確認中

山田 和徳 金沢医科大学 血液免疫内科学 准教授

土橋 浩章 香川大学医学部血液免疫呼吸器内科 講　師

氷見 徹夫 札幌禎心会病院　聴覚・めまい医療センター センター長

高野 賢一 札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座 教　授

本谷 雅代 札幌医科大学医学部消化器内科学講座 助　教



研 究 協 力 者 水島 伊知郎 金沢大学附属病院 リウマチ膠原病内科 特任助教

森山 雅文 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座 助　教

尾山 徳秀 新潟大学医歯学総合病院眼科眼腫瘍・眼形成 特任准教授

小川 葉子 慶応義塾大学医学部眼科学教室 特任准教授

北川 和子 金沢医科大学眼科 嘱託教授

安積　淳 神戸海星病院眼科
副院長・部長・

ｱｲｾﾝﾀｰ長

大島浩一 国立病院機構岡山医療センター眼科 医　長

鈴木茂伸 国立がん研究センター中央病院眼腫瘍科 科　長

曽我部 由香 三豊総合病院眼科 部　長

辻　英貴 がん研究有明病院眼科 部　長

古田　実 東京女子医科大学八千代医療センター眼科 准教授

八木 邦公 富山大学　第一内科 診療副科長

島津 章 草津総合病院　先進医療センター
先進医療
センター長

西原 永潤 医療法人神甲会隈病院 内科副科長

中島 衡 福岡大学医学部腎臓・膠原病内科 教　授

佐伯 敬子 長岡赤十字病院内科 部　長

木下 秀文 関西医科大学泌尿器外科学 病院教授

笠島 史成 国立病院機構金沢医療センター　心臓血管外科 部　長

松本 康 国立病院機構金沢医療センター　心臓血管外科
血管病センター外科系

診療部長

網谷 英介 東京大学医学部医学系研究科循環器内科 助　教

堂本 裕加子 東京大学医学部附属病院病理部 助　教

宗宮 浩一 大阪医科大学内科学Ⅲ(循環器内科) 診療准教授

早稲田 優子 福井大学医学部病態制御医学講座内科学（3） 助　教

山本 洋 信州大学医学部内科学第一教室 准教授

黒瀬 望 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター臨床検査科 科　長

廣川 満良 医療法人神甲会隈病院　病理診断科 科　長

吉良 潤一 九州大学大学院医学研究院神経内科学 教　授

笠島 里美 金沢大学医薬保健研究域保健学系病態検査学 准教授

上原 剛 信州大学医学部　病態解析診断学 准教授

玉木 長良 京都府立医科大学放射線診断治療学 教授（特任）

井上 大 金沢大学附属病院放射線科 助　教

藤永 康成 信州大学医学部画像医学教室 准教授

小山 貴 倉敷中央病院放射線診断科 部　長

豊田 圭子 東京慈恵会医科大学附属第三病院　放射線科 診療部長

野村 英樹 金沢大学附属病院総合診療科 診療科長

乳原 善文 虎の門病院腎センター内科 部　長

原 昇 魚沼基幹病院　泌尿器科 部　長

南郷 栄秀 東京城東病院総合診療科 科　長

井川 卓朗 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病理学 助　教



研 究 協 力 者 祇園 由佳 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病理学 大学院生

前原 隆 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座 助　教

寺尾 知可史 理化学研究所　生命医科学研究センター　ゲノム解析応用研究チーム チームリーダー

仲野 俊成 関西医科大学大学情報センター 准教授

中村　晃 長野市民病院　消化器内科 医　長

臼井嘉彦 東京医科大学臨床医学系眼科学分野 講　師

入江裕之 佐賀大学放射線医学教室 教　授

柾木 喜晴 札幌医科大学医学部　地域医療総合医学講座 助　教

竹島　健 和歌山県立医科大学　内科学第一講座 助　教

高橋　裕 奈良県立医科大学　糖尿病・内分泌内科学講座 教　授

河内　泉
新潟大学大学院医歯学総合研究科総合医学教育センター/医歯学総合病院脳神経
内科

准教授

真鍋　徳子 北海道大学病院　放射線診断科 診療准教授

塩見　英之 神戸大学医学部附属病院　消化器内科 助　教

片岡　仁美 岡山大学　地域医療人材育成講座 教　授

古川　徹 東北大学大学院医学系研究科　病態病理学分野 教　授

菊田 和宏 東北大学医学系研究科消化器病態学分野 非常勤講師

中村 好一 自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門 教　授

松原 優里 自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門 助　教

道倉 雅仁 有）メディカル・リサーチ・サポート　 研究職


