
令和4年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 田中 篤 帝京大学医学部内科学講座 教　授

研 究 分 担 者 伊佐山 浩通 順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学 教　授

井戸 章雄 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 教　授

江川 裕人 東京女子医科大学消化器・一般外科 教　授

大平 弘正 福島県立医科大学消化器内科学講座 主任教授

大藤 さとこ 大阪公立大学大学院医学研究科公衆衛生学 准教授

鹿毛 政義 久留米大学先端癌治療研究センター・分子標的部門 客員教授

小森 敦正 国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター 難治性疾患研究部長

仁尾 正記 東北大学大学院医学系研究科小児外科学分野 客員教授

長谷川 潔 東京大学医学部附属病院肝胆膵外科、人工臓器・移植外科 教　授

原田 憲一 金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理学 教　授

古市 好宏 東京女子医科大学附属足立医療センター 准教授

持田 智 埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 教　授

研 究 協 力 者 赤星 朋比古 九州大学災害・救急医学 准教授

赤松 延久 東京大学医学部附属病院肝胆膵外科、人工臓器・移植外科 講　師

淺岡 良成 帝京大学医学部内科学講座 准教授

阿部 雅則 愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学 准教授

安部 隆三 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学
准教授/

集中治療部長

荒瀬 吉孝 東海大学医学部内科学系消化器内科学 講　師

有永 照子 久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 准教授

伊藤 孝司 京都大学医学部附属病院肝胆膵移植外科 助　教

乾 あやの 済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 部　長

井上 和明 国際医療福祉大学成田病院消化器内科 教　授

岩切 泰子 Yale大学医学部消化器科 Associate Professor

上田 佳秀 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 特命教授

梅津 守一郎 済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 医　長

梅村 武司 信州大学医学部内科学第二教室（消化器内科） 教　授

太田 正之 大分大学国際医療戦略研究推進センター 教　授

小原 勝敏 福島県保健衛生協会内視鏡センター センター長

柿坂 啓介 岩手医科大学内科学講座消化器内科分野 講師

難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究班　　



研 究 協 力 者 笠原 群生 国立成育医療研究センター臓器移植センター
センター長/

副院長

加藤 直也 千葉大学大学院医学研究院消化器内科学 教　授

川上 尚人 近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門 講　師

川田 一仁 浜松医科大学内科学第二講座(肝臓内科) 病院講師

姜 貞憲 手稲渓仁会病院消化器病センター 医　長

考藤 達哉 国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター 研究センター長

菊池 健太郎 帝京大学医学部附属溝口病院第四内科 准教授

釘山 有希 国立病院機構長崎医療センター肝臓内科 常勤医師

草野 弘宣 久留米大学医学部病理学講座 講　師

國吉 幸男 浦添総合病院心臓血管外科 顧問

玄田 拓哉 順天堂大学医学部附属静岡病院消化器内科 教　授

小池 和彦 東京慈恵会医科大学附属第三病院消化器・肝臓内科 診療部長

小木曽 智美 東京女子医科大学消化器内科 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

五味 邦代 昭和大学藤が丘病院消化器内科 講　師

近藤 泰輝 仙台厚生病院肝臓内科 科　長

佐々木 英之 東北大学病院小児外科 講　師

塩川 雅広 京都大学大学院医学研究科消化器内科学講座 助　教

島谷 昌明 関西医科大学総合医療センター消化器肝臓内科 教　授

清水 雅仁 岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学 教　授

下田 慎治 九州大学病院臨床教育研修センター 准教授

城下 智 信州大学医学部内科学第二教室 助　教

鈴木 裕 杏林大学消化器一般外科 准教授

鈴木 義之 虎の門病院肝臓内科 特任部長

銭谷 幹男 赤坂山王メディカルセンター 院　長

十河 剛 済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 副部長

高木 章乃夫 岡山大学消化器内科 准教授

高橋 敦史 福島県立医科大学消化器内科学講座 准教授

高見 太郎 山口大学大学院医学系研究科消化器内科学 教　授

高村 昌昭 長岡中央綜合病院 副院長

田妻 進 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 病院長

谷合 麻紀子 東京女子医科大学消化器内科 臨床教授

茶山 一彰
広島大学大学院医系科学研究科医療イノベーション共同研究講
座

教　授



研 究 協 力 者 常山 幸一 徳島大学大学院疾患病理学分野 教　授

露口 利夫 千葉県立佐原病院 院　長

寺井 崇二 新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 教　授

中井 陽介 東京大学医学部消化器内科 准教授

中沢 貴宏 名古屋市立大学医学部消化器・代謝内科 非常勤講師

中村 稔
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態制御学系専攻肝臓病
学講座/長崎医療センター臨床研究センター

教授/客員研究員

中本 伸宏 慶應義塾大学医学部内科学（消化器） 准教授

中本 安成 福井大学消化器内科 教　授

中山 伸朗 埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 准教授

能登原 憲司 倉敷中央病院病理診断科 主任部長

橋爪 誠 北九州古賀病院 病院長

日高 央 北里大学医学部消化器内科 診療教授

廣原 淳子 関西医科大学内科学第三講座 准教授

藤澤 聡郎 順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学 准教授

藤澤 知雄 済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 顧問

古川 祥子 特定非営利活動法人東京肝臓友の会 PBC・AIH・PSC部会担当

本多 彰 東京医科大学茨城医療センター消化器内科 教　授

水野 卓 埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 准教授

森 俊幸 杏林大学消化器一般外科 教　授

八木 真太郎 金沢大学肝胆膵・移植外科 教　授

安田 諭 大垣市民病院消化器内科 医　長

横山 圭二 福岡大学医学部消化器内科 講　師

吉治 仁志 奈良県立医科大学消化器・代謝内科 教　授

吉住 朋晴 九州大学消化器・総合外科 准教授

吉田 寛 日本医科大学消化器外科 教　授

吉田 正雄 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室 准教授


