
令和３年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 久松　理一 杏林大学医学部消化器内科学 教　授

研 究 分 担 者 安藤 　朗 滋賀医科大学医学部内科学講座（消化器内科） 教　授

穂苅　量太 防衛医科大学校医学教育部医学科（消化器内科） 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

杉田 　昭 横浜市立市民病院　臨床研究部・炎症性腸疾患科 部　長

西脇　祐司 東邦大学医学部医学科社会医学講座衛生学分野 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

池内　浩基
兵庫医科大学医学部消化器外科学講座炎症性腸疾患
外科

教　授

金井　隆典 慶應義塾大学医学部消化器内科 教　授

中村　志郎 大阪医科薬科大学医学部第二内科 専門教授

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

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・
准教授

松岡　克善
東邦大学医療センター佐倉病院内科学講座消化器内
科学分野

教　授

猿田　雅之
東京慈恵会医科大学医学部内科学講座 消化器・肝臓
内科

教　授

清水　俊明 順天堂大学大学院医学部小児科学教室 教　授

平井　郁仁 福岡大学医学部消化器内科 教　授

東　大二郎 福岡大学筑紫病院外科 准教授

石原聡一郎 東京大学医学部附属病院腫瘍外科・血管外科　 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

長沼　 誠 関西医科大学内科学第三講座 教　授

江﨑　幹宏 佐賀大学医学部　内科学講座消化器内科　 教　授

野島　正憲
東京大学医科学研究所附属病院 TR・治験センター/先
端医療開発推進分野

　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
腸肛門外科

部　長

内田　恵一 三重大学医学部附属病院　小児外科 准教授

渡辺　憲治 兵庫医科大学 炎症性腸疾患センター 内科
診療部長.
准教授

岡本　隆一 東京医科歯科大学医学部　消化器内科 教　授

難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班　　　



研 究 協 力 者 青木　茂
横浜市立大学附属市民総合医療センター母子医療セン
ター

担当部長

青山　伸郎 青山クリニック（胃大腸内視鏡/IBD） 院　長

芦塚　伸也 宮崎大学医学部内科学講座循環体液制御学分野 助　教

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　小児炎症性腸疾患（IBD）
センター

診療部長

安西　絋幸 東京大学医学部附属病院大腸・肛門外科 助　教

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

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

石毛　崇 群馬大学小児科 助　教

石原　俊治 島根大学医学部内科学講座第二 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

井上　詠 慶應義塾大学病院予防医療センター 准教授

井上　幹大 藤田医科大学小児外科 准教授

岩田　直美 あいち小児保健医療総合センター　感染免疫科 医　長

岩間　達 埼玉県立小児医療センター消化器・肝臓科　 医　長

上床　崇吾 福岡大学筑紫病院外科 助　教

内野　基
兵庫医科大学医学部消化器外科学講座炎症性腸疾患
外科

准教授

梅野　淳嗣 九州大学大学院 病態機能内科学 併任講師

浦岡　俊夫 群馬大学消化器内科 教　授

遠藤　克哉 東北医科薬科大学消化器内科 講　師

遠藤　豊 大船中央病院消化器・IBDセンター長 センター長

大井　充
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

助　教

大井　秀久 公益財団法人慈愛会 いづろ今村病院 副院長

大北　喜基 三重大学医学部附属病院消化管外科 講　師

大島　忠之 兵庫医科大学消化管内科 准教授

大塚　和朗 東京医科歯科大学消化器内科（光学医療診療部） 教　授

大宮　直木 藤田医科大学消化管内科学 教　授



研 究 協 力 者 大森　鉄平 東京女子医科大学消化器病センター 助　教

岡　志郎 広島大学病院消化器•代謝内科/内視鏡診療科 診療准教授

岡崎　和一 関西医科大学香里病院 病院長

荻野 崇之
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

教　授

鬼澤　道夫 福島県立医科大学医学部消化器内科学講座 助　教

加賀谷尚史 金沢医療センター消化器科 部　長

角田　洋一 東北大学病院消化器内科 助　教

柿本　一城 大阪医科薬科大学第二内科 講　師

風間　友江 札幌医科大学医学部消化器内科学講座 診療医

片岡　雅春 慶應義塾大学医学部循環器内科 講　師

桂田　武彦 北海道大学病院光学医療診療部 助　教

加藤　 順
千葉大学消化器内科 千葉大学医学部附属病院内視鏡
センター

准教授
センター長

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

上村  修司 鹿児島大学 消化器疾患・生活習慣病学分野 准教授

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

河口　貴昭 慶應義塾大学医学部消化器内科 助　教

川崎　啓祐 九州大学病態機能内科学 助　教

北村　和哉 金沢大学附属病院消化器内科 助　教

木村　英明
横浜市立大学市民総合医療センター 炎症性腸疾患セ
ンター

部　長

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

工藤　孝広 順天堂大学医学部小児科学教室　 准教授

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

久能　宣昭 福岡大学医学部消化器内科学講座 助　教

熊谷　秀規 自治医科大学小児科学 准教授

小金井一隆 横浜市立市民病院炎症性腸疾患科 センター長

小林　清典 北里大学医学部新世紀医療開発センター 教　授

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

斎藤　豊
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院内
視鏡センター

センター長



研 究 協 力 者 櫻庭　裕丈 弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座 准教授

佐々木誠人 愛知医科大学病院　消化管内科 教　授

塩川　雅広 京都大学大学院医学研究科・消化器内科学 助　教

志賀  永嗣 東北大学病院消化器内科 助　教

篠崎　 大 さいたま胃腸クリニック 院　長

清水　泰岳 国立成育医療センター消化器科/小児IBDセンター 医　師

新崎信一郎 大阪大学大学院医学研究科消化器内科学 講　師

杉本　健 浜松医科大学内科学第一講座 准教授

杉本　真也 慶應義塾大学医学部消化器内科 特任助教

筋野　智久 慶應義塾大学医学部消化器内科 講　師

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

鈴木　秀和 東海大学医学部医学科内科学系消化器内科学 領域主任教授

鈴木　康夫 銀座セントラルクリニック 院　長

須並　英二 杏林大学医学部消化器内科学消化器・一般外科 教　授

高木　智久 京都府立医科大学医学研究科消化器内科学教室    准教授

高津　典孝 福岡大学筑紫病院消化器内科 助　教

高林　馨 慶應義塾大学医学部内視鏡センター 助　教

竹内　 健 辻中病院柏の葉　消化器内科・IBDセンター
部　長

IBDセンター長

竹中　健人 東京医科歯科大学消化器内科 助　教

辰巳　健志 横浜市立市民病院炎症性腸疾患科 部　長

田中　信治 広島大学大学院医系科学研究科内視鏡医学 教　授

田邉　寛 福岡大学筑紫病院病理部 助　教

谷田　諭史 名古屋市立大学消化器代謝内科 准教授

辻川　知之 公立甲賀病院 院　長

土屋輝一郎 筑波大学医学医療系消化器内科 教　授

都築　義和 埼玉医科大学消化管内科 准教授

内藤　裕二
京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学
講座

教　授



研 究 協 力 者 長坂　光夫 藤田医科大学病院消化管内科 講　師

中野 　雅 北里大学北里研究所病院消化器内科 部　長

中村  正直 名古屋大学医学部消化器内科 助　教

中山　佳子 信州大学　小児科 准教授

南部  隆亮 埼玉小児医療センター 医　長

根津理一郎 大阪中央病院　外科 院　長

萩原真一郎 大阪母子医療センター消化器・内分泌科 医　長

畑　 啓介 日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック　 院　長

花井　洋行 浜松ろうさい病院 顧　問

馬場　重樹 滋賀医科大学光学医療診療部 病院教授

番場　嘉子 東京女子医科大学消化器・一般外科 助　教

原岡  誠司 福岡大学筑紫病院病理部 講　師

東山　正明 防衛医科大学校光学医療診療部 講　師

久部　高司 福岡大学筑紫病院消化器内科 准教授

日比　紀文
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

センター長

平岡佐規子 岡山大学病院炎症性腸疾患センター
准教授

センター長

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

藤井　俊光 東京医科歯科大学 消化器内科 助　教

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病態代謝・消化器・血液腫瘍
制御内科学分野

教　授

二木　了 横浜市立市民病院 炎症性腸疾患科 医　長

二見喜太郎 松永病院 非常勤

舟山　裕士 仙台赤十字病院　 病院長

古川  聡美 東京山手メディカルセンター 医　長

八月朔日
秀明

自衛隊仙台病院 医　師

星　奈美子 神戸大学医学部附属病院消化器内科 講　師

細江　直樹 慶應義塾大学医学部内視鏡センター
准教授

副センター長

細見　周平 大阪市立大学消化器内科学 講　師



研 究 協 力 者 前田　康晴 昭和大学横浜市北部病院消化器センター 兼任講師

前本　篤男 札幌東徳洲会病院IBDセンター
副院長

センター長

松浦 　稔 杏林大学医学部消化器内科学 准教授

三上　洋平 慶應義塾大学医学部消化器内科 講　師

水落　建輝 久留米大学小児科 講　師

水島　恒和 大阪大学炎症性腸疾患治療学寄附講座 特任教授

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

三好　潤 杏林大学医学部消化器内科学 講　師

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

村島　温子 国立成育医療研究センター妊娠と薬情報センター センター長

本谷　聡 札幌厚生病院IBDセンター 副院長

諸井林太郎 東北大学病院消化器内科 助　教

梁井　俊一 岩手医科大学消化器内科消化管分野 講　師

矢野　智則 自治医科大学消化器センター内科部門 准教授

山崎　大 京都大学地域医療システム学講座 特定講師

山本　修司 京都大学医学部附属病院消化器内科 助　教

山本章二朗 宮崎大学医学部 内科学講座消化器血液学分野　 講　師

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

横山　薫 北里大学消化器内科 講　師

吉田　直久 京都府立医科大学附属病院内視鏡・超音波診療部 講　師

吉松  裕介 慶應義塾大学医学部消化器内科 専修医

吉村　直樹 医療法人社団晃輝会 大堀IBDクリニック 院　長

渡谷　祐介 広島大学大学院医系科学研究科外科学 講　師

渡辺　和宏 東北大学消化器外科 助　教

渡邉知佳子 国際医療福祉大学医学部消化器内科 准教授　

渡辺　守 東京医科歯科大学 理事・副学長


