
令和4年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 有馬　寛 国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学大学院医学系研究科 教　授

研 究 分 担 者 山田　正信 群馬大学 大学院医学研究科 教　授

田原　重志 日本医科大学 医学部 准教授

大月 道夫 東京女子医科大学 医学部 教　授

蔭山　和則 弘前大学 大学院医学研究科 准教授

水野　晴夫 藤田医科大学 医学部 教　授

西山　充 高知大学 教育研究部医療学系臨床医学部門 教　授

槙田　紀子 東京大学 医学部附属病院 准教授

高橋　裕 奈良県立医科大学 医学部 教　授

菅原　明 東北大学 大学院医学系研究科 教　授

椙村　益久 藤田医科大学 医学部 教　授

井野元　智恵 東海大学 医学部 講　師

堀川　玲子
国立研究開発法人国立成育医療研究センター 病院 小児内科系専門診
療部

診療部長

杉野　法広 山口大学 大学院医学系研究科 教　授

横山　徹爾 国立保健医療科学院 生涯健康研究部 部　長

西岡　宏 虎の門病院 間脳下垂体外科 部　長

松野　彰 学校法人国際医療福祉大学 医学部
脳神経外科統括

主任教授

有安　宏之 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 内分泌内科 部　長

伊達木　澄人 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 准教授

山下　美保 浜松医科大学 国際化推進センター 特任講師

井下　尚子 森山記念病院・病理診断科 部　長

内田　信一 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 教　授

福岡 秀規 神戸大学 医学部附属病院 講　師

向井 康祐 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 助　教

髙木 博史 名古屋市立大学 大学院医学研究科 講　師

研 究 協 力 者 岩間 信太郎 名古屋大学 医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 講　師

萩原 大輔 名古屋大学 医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 病院講師

宮田　崇 名古屋大学 医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 特任助教

堀口 和彦 群馬大学 大学院医学系研究科 講　師

服部 裕次郎 日本医科大学　大学院医学系研究科 解剖学・神経生物学分野 講　師

石坂 栄太郎 日本医科大学　脳神経外科 助　教

間脳下垂体機能障害に関する調査研究班　　



研 究 協 力 者 鈴木 幸二 日本医科大学　脳神経外科 助　教

高安 忍 弘前大学 大学院医学研究科 講　師

綿貫 裕 弘前大学 大学院医学研究科 助　教

村澤　真吾 弘前大学　医学部附属病院 助　教

浅利 ゆう子 弘前大学　医学部附属病院 助　教

間中 勝則 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助　教

佐藤 潤一郎 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助　教

引間 雄介 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 大学院生

岡田定規 奈良県立医科大学　糖尿病内分泌内科 講　師

榑松由佳子 奈良県立医科大学　糖尿病内分泌内科 助　教

山本雅昭 神戸大学医学部附属病院　糖尿病内分泌内科 特定助教

坂東弘教 神戸大学大学院医学研究科　先進代謝疾患治療開発学部門 特命助教

井口元三 神戸大学　保健管理センター　医学研究科病態情報学 教　授

工藤 正孝 大崎市民病院 内分泌内科 診療部長

藤沢 治樹 藤田医科大学　医学部　 講　師

吉井　啓介
国立研究開発法人国立成育医療研究センター 病院 小児内科系専門診
療部

医　員

田村 功 山口大学 医学部附属病院周産期母子医療センター 助　教

福原 紀章 虎の門病院 間脳下垂体外科 医　員

辰島 啓太 虎の門病院 内分泌代謝科 医　員

大山 健一 国際医療福祉大学 三田病院脳神経外科 教　授

中里 一郎 国際医療福祉大学 三田病院脳神経外科 大学院生

柿沢 圭亮 浜松医科大学 内分泌代謝内科 助　教

池谷 章 浜松医科大学 内分泌代謝内科 医　員

蘇原 映誠 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 准教授

安藤　史顕 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科
助教

（医学部内講師）

森　崇寧 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 助　教

萬代　新太郎 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 助　教

藤本 正伸 鳥取大学医学部附属病院 小児科 助　教

菅原 大輔 自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科 講　師

光井 悠人 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 大学院生


