
令和２年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 田口 智章 福岡医療短期大学 学　長

研 究 分 担 者 松藤 凡 聖路加国際大学・聖路加国際病院 統括副院長

中島 淳 横浜市立大学・医学研究科 教　授

武藤 充 鹿児島大学・鹿児島大学病院・周産母子センター 講　師

金森 豊 国立成育医療研究センター・臓器・運動器病態外科部外科
診療部長
（主任）

吉丸 耕一朗 九州大学・大学院医学研究院 講　師

家入 里志 鹿児島大学・学術研究院医歯学域医学系 教　授

小幡 聡 九州大学・九州大学病院 助　教

黒田 達夫 慶應義塾大学・医学部 教　授

内田 恵一 三重大学・医学部附属病院 准教授

松本 主之 岩手医科大学・医学部 教　授

加藤 聖子 九州大学・大学院医学研究院 教　授

木下 義晶 新潟大学・医歯学系 教　授

江頭 活子 九州大学・九州大学病院 診療講師

浅沼 宏 慶應義塾大学・医学部・泌尿器科 准教授

虫明 聡太郎 近畿大学・近畿大学奈良病院 教　授

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 診療部長

水落 建輝 久留米大学・医学部小児科学講座 講　師

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

工藤 孝広 順天堂大学・医学部・小児科学講座 准教授

田尻 達郎 京都府立医科大学・大学院医学研究科 教　授

臼井 規朗 大阪府立病院機構・大阪母子医療センター・小児外科 診療局長

奥山 宏臣 大阪大学・大学院医学系研究科 教　授

仁尾 正記 東北大学・大学院医学系研究科 教　授

松浦 俊治 九州大学・九州大学病院 准教授

藤野 明浩 国立成育医療研究センター・臓器・運動器病態外科部外科 診療部長

野坂 俊介 国立成育医療研究センター・放射線診療部 統括部長

八木 実 久留米大学・医学部外科学講座小児外科部門 主任教授

川原 央好 浜松医科大学・医学部附属病院・小児外科 特任教授

越永 従道 日本大学・医学部外科学系小児外科学分野 主任教授

藤代 準 東京大学・医学部附属病院 教　授

渕本 康史 国際医療福祉大学・医学部小児外科学 主任教授

難治性小児消化器疾患の医療水準向上および移行期・成人期のQOL向上に関する研究班



研 究 分 担 者 廣瀬 龍一郎 福岡大学・医学部呼吸器・乳腺分泌・小児外科 准教授

尾花 和子 埼玉医科大学・大学病院 教　授

掛江 直子 国立成育医療研究センター・生命倫理研究室 室　長

窪田 満 国立成育医療研究センター・病院 総合診療部 統括部長

森 正樹 九州大学・大学院医学研究院 教　授

桐野 浩輔 九州大学・九州大学病院 助　教

松本 公一 国立成育医療研究センター・病院 小児がんセンター センター長

盛一 享德 国立成育医療研究センター・研究所 小児慢性特定疾病情報室 室　長

北岡 有喜 国立病院機構 京都医療センター・医療情報部 兼 臨床研究センター 部長 兼 室長

小林 徹 国立成育医療研究センター・臨床研究センターデータサイエンス部門 部門長

小田 義直 九州大学・大学院医学研究院 教　授

義岡 孝子 国立成育医療研究センター・病院 病理診断部 統括部長

増本 幸二 筑波大学・医学医療系 教　授

米倉 竹夫 近畿大学・近畿大学奈良病院 教　授

上野 豪久 大阪大学・医学部附属病院 特任准教授

大賀 正一 九州大学・大学院医学研究院 教　授

猪股 裕紀洋 労働者健康安全機構熊本労災病院 院　長

岡 暁子 福岡歯科大学・口腔歯学部 准教授

玉井 浩 大阪医科大学・小児科 名誉教授

中村 友彦 長野県立こども病院・新生児科 病院長

研 究 協 力 者 矢田圭吾 聖路加国際大学・聖路加国際病院　小児外科 医　員

吉村 翔平 神戸大学・大学院医学研究科外科学講座小児外科学分野 医　員

大久保 秀則 横浜市立大学・肝胆膵消化器病学 助　教

山田　洋平 慶應義塾大学・医学部小児外科 助　教

藤村 匠 慶應義塾大学・医学部小児外科 非常勤講師

狩野 元宏 慶應義塾大学・医学部小児外科 非常勤講師

加藤 源俊 慶應義塾大学・医学部小児外科 助　教

金森 洋樹 慶應義塾大学・医学部小児外科 助　教

梅山 知成 慶應義塾大学・医学部小児外科 助　教

工藤 裕実 慶應義塾大学・医学部小児外科 助　教

宮田 潤子 九州大学・大学院医学系学府保健学科 助　教

林下 里見 看護師

幾瀨 圭 順天堂大学・医学部・小児科学講座 助　教

清水 泰岳 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　師

竹内 一朗 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　師



研 究 協 力 者 平野 友梨 国立成育医療研究センター・器官病態系内科部　消化器科 心理療法士

安田　亮輔 久留米大学・小児科 助　教

文野 誠久 京都府立医科大学・小児外科 学内講師

小関 道夫 岐阜大学・小児科 講　師

上野 滋 岡村一心堂病院 非常勤医師

松岡 健太郎 東京都立小児総合医療センター・検査科 部　長

平林 健 弘前大学・小児外科 准教授

小林 完 国立成育医療研究センター・臓器運動器病態外科部外科 専門修練医

森 禎三郎 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　員

出家 亨一 北里大学・一般・小児・肝胆膵外科学 助　教

深堀 優 久留米大学・医学部外科学講座小児外科部門 准教授

上原 秀一郎 日本大学・医学部外科学系小児外科学分野 准教授

田川 哲三 九州大学・大学病院 講　師

湊 拓巳 国立病院機構京都医療センター・臨床工学科 研究員

滝川 裕介 国立病院機構京都医療センター・臨床研究センター　情報化推進研究室 研究員

中澤 温子 埼玉県立小児医療センター・臨床研究部 部　長

中田 光政 千葉大学・医学部附属病院小児外科 助　教

齋藤 傑 弘前大学・小児外科 助　教

寺脇 幹 日本赤十字社　深谷赤十字病院・小児外科 部　長

永田 公二 宮崎県立宮崎病院・小児外科 医　長

石村　匡崇 九州大学・九州大学病院 助　教

江口　克秀 九州大学・九州大学病院 助　教


