
 

 臨床研究「全国原発性肝癌追跡調査」について 

 

日本肝癌研究会（肝腫瘍の診断・治療の診療に携わる 2,000 人以上の医師、研究者と全国約 500 以

上の施設で構成される学術団体）が主体となり、全国原発性肝癌追跡調査が実施されております。

筑波大学附属病院消化器内科は日本肝癌研究会の施設会員であり、上記研究に協力しております。 

 本研究の概要は以下のとおりです。 

 

①  研究の目的 

  本研究は本邦における原発性肝癌の統計および追跡調査を行うことにより、原発性肝癌に関す

る研究ならびに診療の改善・普及を図ることを目的としています。 

②  研究対象者 

2010 年 1月 1日より 2027年 12月 31日までに臨床診断、切除標本や生検による病理診断、剖検

により原発性肝癌と診断された患者。 

③  研究期間：倫理審査委員会承認後〜2027年 12月 31日 

④ 研究の方法 

  National Clinical Databaseを利用して患者情報を Web 登録する。 

④  試料・情報の項目（具体的に記載すること） 

  生年月日、性別、臨床診断日、病歴、検査所見、治療内容、治療効果、予後等 

⑤  試料・情報の第三者への提供について（該当する場合は記載） 

Web 登録したデータは日本肝癌研究会事務局に提供され、集計されます。 

⑦ 試料・情報の管理について責任を有する者 

  日本肝癌研究会 追跡調査委員長 工藤正俊 

⑧ 研究機関名および研究責任者名 

  別紙参照 

⑨ 本研究への参加を希望されない場合 

患者さんやご家族（ご遺族）が本研究への参加を希望されず、試料・情報の利用又は提供の停

止を希望される場合は、下記の問い合わせ先へご連絡ください。すでに研究結果が公表されて

いる場合など、ご希望に添えない場合もございます。 

⑩ 問い合わせ連絡先 

筑波大学附属病院：〒305-8576 茨城県つくば市天久保 2-1-1 

所属・担当者名：消化器内科 担当 長谷川直之 

電話・FAX：029-853-3218 平日 9～17時 
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施設名 科名 診療科長

北海道大学病院 消化器内科 坂本　直哉

社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 消化器内科 矢和田　敦

北海道大学病院 消化器外科Ⅱ 平野　聡

札幌医科大学 第1内科 篠村　恭久

北海道大学病院 第1外科 武冨　紹信

市立函館病院 消化器外科 中西　一彰

旭川厚生病院 消化器科 斎藤　義徳

札幌医科大学 第4内科 加藤　淳二

弘前大学 消化器内科・血液内科 福田　眞作

札幌医科大学 第1外科 竹政　伊知朗

東北労災病院 外科 徳村　弘実

由利組合総合病院 外科 平宇　健治

富山大学医学部 第3内科 杉山　敏郎

旭川医科大学 病理部 三代川　斉之

東北大学 肝胆膵外科 海野　倫明

金沢医科大学 肝胆膵内科 堤　幹宏

旭川医科大学 第2内科 麻生　和信

旭川医科大学 第3内科 高後　裕

旭川医科大学 第2外科 古川　博之

弘前大学 消化器外科 袴田　健一

山形県立中央病院 消化器内科 武田　弘明

新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 須田　剛士

新潟大学 消化器･一般外科 若井　俊文

青森県立中央病院 消化器内科・腫瘍内科 沼尾　宏

東北大学 移植再建内視鏡外科 大内　憲明

福島県立医科大学 消化器内科 大平　弘正

岩手医科大学 消化器内科肝臓分野 滝川　康裕

山形大学 第2内科 奥本　和夫

社会医療法人母恋日鋼記念病院 外科・消化器センター 益子　博幸

独立行政法人地域医療推進機構JCHO仙台病院 外科 天田　憲利

東京女子医科大学消化器病センター 消化器内科 徳重　克年

慶應義塾大学 一般・消化器外科 北川　雄光

東京慈恵会医科大学 外科 矢永　勝彦

昭和大学医学部 第二内科 吉田　仁

東京医科大学 消化器外科 土田　明彦

日本医科大学 消化器・肝臓内科 坂本　長逸

市立函館病院 消化器病センター消化器内科 山本　義也

千葉大学 消化器内科 横須賀　収

群馬大学 臓器病態外科 竹吉 泉

埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科 持田　智

埼玉メディカルセンター 外科 唐橋　強

群馬県立がんセンター 外科 尾嶋　仁

川崎市立川崎病院 外科 藤川　正博

日本大学板橋病院 病理部 杉谷　雅彦

筑波大学 消化器外科・臓器移植外科 大河内　信弘

東海大学医学部付属病院 消化器外科 小澤　壯治

全国原発性肝癌追跡調査　共同研究施設



施設名 科名 診療科長

勤医協中央病院 外科 松毛　真一

東京逓信病院 消化器科/放射線科 橋本　直明/光井　洋

国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科 奥坂　拓志

市立札幌病院 外科 三澤　一仁

東京逓信病院 第1外科 寺島　裕夫

群馬県済生会前橋病院 外科・消化器内科 田中　良樹

獨協医科大学 第2外科 窪田　敬一

東京慈恵会医科大学 消化器･肝臓内科 小池　和彦

NTT東日本関東病院 消化器内科 松橋　信行

北里大学東病院 消化器外科 菊池　史郎

東京大学 肝胆膵外科 國土　典宏

杏林大学 第3内科(消化器内科) 久松　理一

市立旭川病院 外科 沼田　昭彦

日本大学病院 消化器内科 小川　眞広

国立病院機構相模原病院 消化器内科 中村　陽子

足利赤十字病院 外科 藤崎　真人

春日井市民病院 消化器科 祖父江　聡

東邦大学医療センター大森病院 消化器内科 住野　泰清

信州大学 消化器外科/放射線科 宮川　眞一

岐阜大学 消化器病態学 清水　雅仁

岐阜大学 高度先進外科 竹村　博文

大垣市民病院 消化器内科 熊田　卓

愛知医科大学 消化器外科 佐野　力

札幌厚生病院 第3消化器内科/外科 大村　卓味

JA北海道札幌厚生病院 外科 石津　寛之

独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労災病院 外科 小笠原　和宏

KKR札幌医療センター 外科 小池　雅彦

浜松医科大学 第2外科 坂口　孝宣

名古屋市立大学 消化器外科 竹山　廣光

独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 消化器内科 西村　英夫

まつもと医療センター松本病院 内科 古田　清

藤田保健衛生大学 肝胆膵内科 吉岡　健太郎

大垣市民病院 外科 金岡　祐次

浜松医科大学 肝臓内科 小林　良正

静岡県立総合病院 外科 大場　範行

信州大学 消化器内科 田中　榮司

藤田保健衛生大学 消化器外科（肝・膵） 杉岡　篤

弘前大学 小児科 伊藤　悦朗

名古屋大学 腫瘍外科 挪野　正人

関西医科大学総合医療センター 消化器肝臓内科 関　寿人

大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科 森　正樹

大阪市立大学 肝胆膵外科 久保　正二

大阪市立大学 肝胆膵内科 河田　則文

大阪労災病院 外科 長谷川　順一

大阪府立急性期･総合医療センター 消化器一般外科 岩瀬　和裕

大阪府立急性期･総合医療センター 消化器内科 井上　敦雄

関西電力病院 外科 滝　吉郎

岩手医科大学 外科学講座 佐々木　章



施設名 科名 診療科長

奈良県立医科大学 消化器・総合外科 中島　祥介

三重大学大学院医学系研究科 肝胆膵・移植外科 伊佐地　秀司

大阪警察病院 外科 赤松　大樹

大阪赤十字病院 外科 有本　明

大阪市立総合医療センター 肝臓内科/放射線科 木岡  清英

京都第一赤十字病院 消化器内科 木村　浩之

大津市民病院 消化器内科/外科 高見　史朗

神戸大学 肝胆膵外科 福本　巧

和歌山県立医科大学 第2内科 玉井　秀幸

国立病院機構大阪医療センター 肝胆膵外科 中森　正二

京都府立医科大学 消化器外科 落合　登志哉

兵庫医科大学 外科（肝胆膵） 藤元　治朗

秋田大学 第1内科 大西　洋英

秋田大学 消化器外科 山本　雄造

岡山大学病院 肝胆膵外科・消化管外科 藤原　俊義

鳥取大学 病態制御外科 齊藤　博昭

鳥取県立中央病院 外科 清水　哲

山形大学 第1外科 木村　理

山口大学 消化器病態内科 坂井田　功

岡山大学 消化器内科 山本　和秀

岡山済生会総合病院 肝臓病センター(内科・外科・放射線科) 藤岡　真一

広島市立広島市民病院 外科 二宮　基樹

東北大学 病理診断学分野 笹野 公伸

中国労災病院 内科 榎野　新

国立病院機構四国がんセンター 肝胆膵内科 灘野　成人

愛媛大学 第三内科 日浅　陽一

長崎大学 移植･消化器外科 江口　晋

長崎大学 腫瘍外科 永安　武

福岡大学 消化器外科 山下　裕一

熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学 馬場　秀夫

久留米大学 病理学 矢野　博久

宮崎大学 肝胆膵外科 七島　篤志

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病学 井戸　章雄

国立病院機構長崎医療センター 臨床研究センター 阿比留　正剛

大分県立病院 消化器内科 加藤　有史

久留米大学医学部 内科学講座消化器内科部門 鳥村　拓司

熊本大学 消化器内科 佐々木　裕

長崎大学 消化器内科 中尾　一彦

小倉記念病院 消化器内科 吉田　智治

社会医療法人　製鉄記念八幡病院 消化器科 東　宣彦

宮崎大学 第2内科 下田　和哉

佐賀県医療センター好生館 消化器外科 佐藤　清治

産業医科大学 消化器・代謝内科 原田　大

福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科学講座 丸橋　繁

八戸市立市民病院 外科 水野　豊

中通総合病院 放射線科 鈴木　敏文

平鹿総合病院 外科 斎藤　研

山形県立中央病院 外科 飯澤　肇



施設名 科名 診療科長

鶴岡市立荘内病院 外科 鈴木　聡

福島労災病院 外科 武藤　淳

福島県立医科大学会津医療センター 外科 斉藤　拓朗

山梨大学 第1内科 坂本　穣

山梨大学 第1外科 藤井　秀樹

新潟大学 小児外科 窪田　正幸

金沢大学 消化器内科 金子　周一

金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科 太田　哲生

福井大学 第1外科 五井　孝憲

富山大学 第2外科 長田　拓哉

福井県済生会病院 外科 三井　毅

富山県立中央病院 外科 清水　康一

市立砺波総合病院 内科/消化器科 河合　博志

市立砺波総合病院 外科 清原　薫

富山赤十字病院 消化器内科 岡田　和彦

厚生連高岡病院 消化器内科 寺田　光宏

佐久総合病院　佐久医療センター 消化器内科/消化器外科 古武　昌幸

新潟県立がんセンター 外科 土屋　嘉昭

立川綜合病院 外科 蛭川　浩史

厚生連長岡中央綜合病院 内科 佐藤　知巳

群馬大学大学院医学系研究科 病態制御内科学/消化器・肝臓内科 柿崎　暁

群馬大学 病態総合外科学 桑野　博行

自治医科大学 消化器内科・肝臓内科 山本　博徳

自治医科大学 消化器・一般外科 佐田　尚宏

埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科 小山　勇

防衛医科大学校病院 第3外科 山本　順司

千葉大学 臓器制御外科 宮崎　勝

日本大学 消化器外科 中山　壽之

帝京大学 内科 滝川　一

帝京大学 外科・病理診断科 佐野　圭二

日本医科大学 病理診断科 内藤　善哉

日本医科大学 外科 内田　英二

日本医科大学武蔵小杉病院 消化器病センター 鈴木　英之

順天堂大学 消化器内科 椎名　秀一朗

順天堂大学 肝胆膵外科 川崎　誠治

順天堂大学医学部附属静岡病院 外科 佐藤　浩一

慶應義塾大学 消化器内科 中本　伸宏

東京医科大学 消化器内科 森安　史典

東京医科大学茨城医療センター 消化器科/外科 鈴木　修司

東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科 河地  茂行

東京女子医科大学 第2外科 亀岡　信悟

東京女子医科大学消化器病センター 消化器外科 山本　雅一

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 外科 吉田　和彦

東京慈恵会医科大学第三病院 消化器･肝臓内科/外科 伏谷　直

昭和大学 消化器・一般外科 村上　雅彦

東邦大学医療センター大森病院 一般・消化器外科 金子　弘真

東邦大学医療センター大橋病院 消化器内科 三枝　善伯

東邦大学医療センター大橋病院 第3外科 草地　信也



施設名 科名 診療科長

杏林大学 消化器・一般外科/病理学教室 杉山　政則

横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター内科 田中　克明

聖マリアンナ医科大学 消化器・肝臓内科 伊東　文生

聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科 大坪　毅人

東海大学 消化器内科 峯　徹哉

土浦協同病院 消化器内科 酒井 義法

土浦協同病院 外科 滝口　典聡

水戸済生会総合病院 外科 高久　秀哉

前橋赤十字病院 消化器内科 阿部　毅彦

埼玉県立がんｾﾝﾀｰ 消化器外科 川島　吉之

済生会川口総合病院 消化器内科 松井　茂

東京歯科大学市川総合病院 外科 松井　淳一

千葉県がんセンター 消化器外科 鍋谷　圭宏

国立病院機構千葉医療センター 消化器内科/外科 金田　暁

国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 池田　公史

千葉メディカルセンター 外科 山本　義一

国保松戸市立病院 消化器内科 岡部　真一郎

松戸市立病院 外科 竹内　男

千葉県済生会習志野病院 外科 山森　秀夫

国保直営総合病院君津中央病院 外科 柳澤　真司

武蔵野赤十字病院 消化器科 泉　並木

都立駒込病院 肝臓内科 木村  公則

都立駒込病院 外科 黒井　克昌

共済立川病院 外科 鈴木　文雄

三井記念病院 消化器内科 大木　隆正

東芝病院 消化器内科 新井　雅裕

JCHO東京山手メディカルセンター 外科 柴崎　正幸

国立国際医療研究センター病院 外科 矢野　秀朗

がん研究会有明病院 消化器外科 斎浦　明夫

東京都立多摩総合医療センター 外科 高西　喜重郎

JR東京総合病院 消化器外科 平田　勝

国立病院機構東京病院 消化器科 上司　裕史

関東労災病院 消化器内科 小川　正純

横須賀共済病院 消化器内科 渡辺　秀樹

川崎市立井田病院 肝臓内科 石黒　浩史

川崎市立井田病院 外科 橋本　光正

平塚市民病院 外科 中川　基人

桐生厚生総合病院 外科 待木　雄一

国立がん研究センター中央病院 肝胆膵外科 島田　和明

東京共済病院 内科 菅原　和彦

那須赤十字病院 外科 田村　光

神奈川県立がんセンター 消化器内科肝胆膵 森本　学

JCHO東京新宿メディカルセンター 消化器内科 佐藤　芳之

岐阜大学 腫瘍外科 吉田　和弘

浜松医科大学 第1外科 和田　英俊

名古屋大学 消化器外科学 小寺　泰弘

愛知医科大学 消化器内科 米田　政志

三重大学 消化器・肝臓内科 竹井　謙之
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三重大学 小児科 平山　雅浩

岐北厚生病院 内科 山内　治

岐阜県立下呂温泉病院 外科 松友　寛和

名古屋セントラル病院 消化器外科 大島　健司

愛知県厚生連海南病院 消化器内科 渡邉　一正

愛知県厚生連海南病院 外科 矢口　豊久

岐阜県総合医療センター 消化器内科 杉原　潤一

岐阜市民病院 消化器内科 西垣　洋一

JA静岡厚生連静岡厚生病院 外科 水野　伸一

刈谷豊田総合病院 外科 田中　守嗣

名古屋掖済会病院 外科 河野　弘

一宮市立市民病院 外科 永田　二郎

国立病院機構名古屋医療センター 外科 竹田　伸

公立陶生病院 消化器内科 川瀬　義久

小牧市民病院 外科 望月　能成

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）中京病院 消化器内科 長谷川　泉

中京病院 外科 澤崎　直規

市立四日市病院 外科 篠原　正彦

桑名東医療センター 外科 町支　秀樹

市立伊勢総合病院 外科 伊藤　史人

鈴鹿中央総合病院 外科 田岡　大樹

奈良県立医科大学 第3内科 吉治　仁志

奈良県立医科大学 放射線科 吉川　公彦

滋賀医科大学 消化器内科 安藤　朗

滋賀医科大学 消化器外科 谷　眞至

京都大学 肝胆膵・移植外科 上本　伸二

京都府立医科大学 消化器内科 伊藤　義人

関西医科大学附属病院 外科 權　雅憲

大阪医科大学 病理 廣瀬　善信

大阪医科大学 第2内科 樋口 和秀

大阪市立大学 放射線科 羽室　雅夫

大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 竹原　徹郎

近畿大学 病院病理 佐藤　隆夫

近畿大学 消化器内科 工藤　正俊

近畿大学 外科 奥野 清隆

近畿大学 放射線科 村上　卓道

和歌山県立医科大学 第2外科 山上　裕機

和歌山県立医科大学 放射線科 園村　哲郎

神戸大学医学部附属病院 病理診断科 伊藤　智雄

兵庫医科大学 内科学肝･胆･膵科 西口　修平

松下記念病院 消化器科 小山田　裕一

市立長浜病院 外科 東出　俊一

大津赤十字病院 消化器科 河南 智晴

大津赤十字病院 外科 土井　隆一郎

彦根市立病院 外科 寺村　康史

京都鞍馬口医療センター 外科 菅沼　泰

京都市立病院 外科 山本　栄司

大阪鉄道病院 消化器内科 森　敬弘
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（財）田附興風会北野病院 消化器センター外科 寺嶋　宏明

大阪府済生会野江病院 外科/消化器内科 足立  幸人

大阪赤十字病院 消化器内科 大﨑　往夫

大阪府済生会千里病院 消化器内科 鈴木　都男

国立病院機構大阪南医療センター 消化器科 肱岡　泰三

国立病院機構大阪南医療センター 外科 堀内　哲也

星ヶ丘医療センター 消化器内科 山東　剛裕

星ヶ丘医療センター 外科 辰巳　満俊

大手前病院 消化器内科 土井　喜宣

堺市立総合医療センター 消化器内科 北村　信次

堺市立総合医療センター 外科 藤田　淳也

市立東大阪医療センター 消化器内科 小林　一三

淀川キリスト教病院 外科 豊川　晃弘

（財）住友病院 消化器内科 山田　晃

市立豊中病院 外科 堂野　恵三

ＮＴＴ西日本大阪病院 外科 大西　直

大阪国際がんセンター 肝胆膵内科/検診部 大川　和良

大阪国際がんセンター 消化器外科 矢野　雅彦

和泉市立病院 外科・消化器内科 坂口　浩樹

八尾市立病院 外科・消化器内科 横山　茂和

高砂市民病院 外科 渡部　宜久

公立学校共済組合近畿中央病院 外科/消化器内科 大島　聡

姫路赤十字病院 外科 甲斐　恭平

神鋼記念病院 外科 東山　洋

神戸市立医療センター中央市民病院 外科 貝原　聡

関西労災病院 外科 田村 茂行

医療法人あかね会土谷総合病院 消化器内科 荒滝　桂子

西宮市立中央病院 外科/内科 小川　弘之

天理よろづ相談所病院 腹部一般外科・消化器内科 岡野　明浩

奈良県総合医療センター 消化器内科 松尾　英城

日本赤十字社和歌山医療センター 第1外科 宇山　志朗

和歌山ろうさい病院 外科 小林　康人

市立岸和田市民病院 外科 鍛　利幸

赤穂市民病院 外科 横山　正

鳥取大学 機能病態内科学 磯本　一

岡山大学 腫瘍・胸部外科 藤原　俊義

川崎医科大学川崎病院 肝臓･消化器病センター 河本　博文

川崎医科大学川崎病院 病理部 物部　泰昌

広島大学 消化器・代謝内科 茶山　一彰

広島大学
医歯薬保健学研究院応用生命科学部門
消化器・移植外科学

大段　秀樹

山口大学 消化器・腫瘍外科 永野　浩昭

徳島大学 消化器内科 高山　哲治

徳島大学 消化器･移植外科 島田　光生

愛媛大学 肝胆膵・移植外科 高田　泰次

高知大学 消化器内科 西原  利治

香川大学医学部附属病院 消化器・神経内科 正木　勉

香川大学 消化器外科 鈴木　康之
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山陰労災病院 外科 野坂　仁愛

松江市立病院 消化器内科 河野　通盛

松江市立病院 消化器外科 吉岡　宏

島根県立中央病院 外科 徳家　敦夫

鳥取赤十字病院 外科 西土井　英昭

倉敷中央病院 消化器内科/外科 山本　博

日本歯科大学新潟生命歯学部 内科 大越　章吾

倉敷成人病センター 肝臓病治療センター 大元　謙治

広島県立広島病院 消化器内科 北本　幹也

広島県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科 板本　敏行

JA広島総合病院 外科 中光　篤志

興生総合病院 外科 難波　康男

広島市立広島市民病院 内科 荒木　康之

中国労災病院 外科 江藤　高陽

福山市民病院 内科 藪下　和久

福山市民病院 外科 大野　聡

国立病院機構呉医療センター 消化器科 高野　弘嗣

JCHO徳山中央病院 外科 清水　良一

JA山口厚生連周東総合病院 外科 瀬山　厚司

国立病院機構岩国医療センター 外科 青木　秀樹

独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター 消化器内科 加藤　彰

独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター 外科 坂田　晃一朗

徳島赤十字病院 外科 石倉　久嗣

徳島市民病院 外科/内科 山崎　眞一

高松市民病院 外科 福田　洋

国立病院機構四国がんセンター 消化器外科 栗田　啓

松山赤十字病院
肝臓・胆のう・膵臓内科（肝胆膵セン
ター）

上甲　康二

高知医療センター 消化器外科 志摩　泰生

川崎医科大学 消化器外科 平井　敏弘

産業医科大学 第1外科 平田　敬治

九州大学 消化器･総合外科/病理 前原　喜彦

九州大学 小児外科 田口　智章

福岡大学 放射線科 吉満  研吾

久留米大学 外科学 赤木　由人

佐賀大学医学部附属病院 肝臓糖尿病内分泌内科 江口  有一郎

佐賀大学 一般･消化器外科 能城　浩和

大分大学 消化器内科 村上　和成

大分大学 消化器・小児外科学講座 猪股　雅史

大分大学 放射線科 森  宣

鹿児島大学 人体がん病理学 東　美智代

鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科学 夏越　祥次

鹿児島大学 心臓血管・消化器外科学分野 井本　浩

宮崎大学医学部附属病院 第2外科 中村　都英

琉球大学医学部附属病院 第1内科 藤田　次郎

大分赤十字病院 外科 福澤　謙吾

九州中央病院 外科 池田　陽一

九州がんセンター 消化器・肝臓内科 杉本　理恵
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北九州市立医療センター 内科 三木　幸一郎

北九州市立医療センター 外科 中野　徹

新小倉病院 肝臓病センター 山下　信行

国立病院九州医療センター 消化器内科 中牟田　誠

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 内科 一木　康則

飯塚病院 肝臓内科 本村　健太

麻生飯塚病院 消化器外科 梶山　潔

福岡赤十字病院 肝臓内科 渡邊　洋

国立病院機構熊本医療センター 外科 片渕　茂

九州労災病院 外科 福山　時彦

愛知県がんセンター 放射線診断部IVR部 稲葉　吉隆

黒石市国民健康保険黒石病院 内科 三上　貴史

帝京大学溝口病院 外科 谷口　桂三

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 消化器外科・消化器内科 蒔田　富士雄

筑波大学臨床医学系 消化器内科 兵頭　一之介

済生会松山病院 内科 宮岡　弘明

公立昭和病院 消化器内科 野内　俊彦

阿南共栄病院 外科 吉田　禎宏

福井総合病院 消化器内科・外科 泉　俊昌

富士宮市立病院 外科 川辺　昭浩

桐生厚生総合病院 内科 竝川　昌司

栃木県立がんセンター 外科 固武　健二郎

埼玉医科大学総合医療センター 消化器･肝臓内科 屋嘉比　康治

東京大学 消化器内科 小池　和彦

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 消化器内科 佐藤　明

帝京大学ちば総合医療センター 外科 幸田　圭史

大分医療センター 消化器内科 山下　勉

社会医療法人北楡会札幌北楡病院 外科 小野寺　一彦

虎の門病院分院 肝臓内科 鈴木　文孝

滋賀県立成人病センター 外科 財間　正純

国保中央病院 外科 山田　行重

PL病院 内科 福田　勝彦

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 井上　晴洋

神戸朝日病院 消化器内科 金　守良

鹿児島共済会南風病院 外科 菅原　寧彦

福井県済生会病院 内科 野ツ俣  和夫

豊橋市民病院 一般外科 加藤　岳人

盛岡友愛病院 消化器科 八木　千栄

独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 消化器内科 大原　行雄

自治医科大学附属さいたま医療センター 一般・消化器外科 力山　敏樹

尾道市立市民病院 外科/内科 川真田　修

船橋市立医療センター 外科 丸山　尚嗣

三菱重工長崎造船所病院 内科 馬詰　裕之

竹越内科クリニック 内科 竹越　國夫

国立がん研究センタ-中央病院 放射線診断部 荒井　保明

磐田市立総合病院 消化器外科 鈴木　昌八

公立藤岡総合病院 外科 設楽　芳範

(医)医理会柿添病院 内科/外科 柿添　三郎
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鳥取県立厚生病院 消化器外科 西江　浩

横浜市立大学外科治療学 一般外科 利野　靖

綾部市立病院 消化器内科 石井　道明

福岡市民病院 内科/外科 遠藤　和也

兵庫県立がんセンター 消化器外科 富永　正寛

国立国際医療研究センター病院 消化器内科 柳瀬　幹雄

北里大学病院 消化器内科 小泉　和三郎

横浜市立大学大学院医学研究科 消化器・肝移植外科 遠藤　格

福井大学 消化器内科 中本　安成

茨城県立中央病院 外科 吉見　富洋

健和会大手町病院 消化器科 松山　晋平

筑波大学臨床医学系 放射線腫瘍科 櫻井　英幸

岡山赤十字病院 外科 森山　重治

飯田市立病院 外科 平栗　学

済生会小樽病院 外科 長谷川　格

秦野赤十字病院 外科 蓮尾　公篤

国立病院機構大分医療センター 外科 穴井　秀明

独立行政法人国立病院機構福山医療センター 外科 稲垣　優

徳島県立三好病院 外科 安藤　勤

札幌北辰病院 外科 下國　達志

日本大学板橋病院 消化器肝臓内科 森山　光彦

都志見病院 外科 山本　達人

済生会新潟第二病院 消化器内科 石川　達

医療法人渓和会江別病院 内科/外科 高本 秀二郎

北海道がんセンター 消化器内科 高橋　康雄

独立行政法人地域医療機能推進機構仙台南病院 外科 遠藤 公人

日本海総合病院 外科 萩原 資久

佐野厚生総合病院 外科 池田　謙

上尾中央総合病院 消化器内科 西川　稿

多摩南部地域病院 外科 桂川　秀雄

横浜市立大学 肝胆膵消化器病学 斉藤　聡

東名厚木病院 外科 澤田　成朗

福井大学 分子病理学 内木　宏延

社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 外科 小林　建司

共立蒲原総合病院 内科 河合　勉

静岡済生会総合病院 外科 寺崎　正起

野洲病院 内科 内原　啓次

洛和会音羽病院 外科 髙橋　滋

愛仁会高槻病院 外科 植野　望

大阪府済生会吹田病院 消化器内科 水野　雅之

医療法人社団顕鐘会神戸百年記念病院 外科 西岡　昭彦

川崎医科大学附属病院 肝胆膵内科/放射線科 日野　啓輔

広島市立安佐市民病院 外科 向田　秀則

国立病院機構九州医療センター 肝胆膵外科 高見　裕子

雪ノ聖母会聖マリア病院 外科 緒方  俊郎

長崎県島原病院 外科 東　尚

佐世保中央病院 内科（消化器内視鏡センター） 木下　昇

長崎記念病院 外科・消化器科 塩竈　利昭



施設名 科名 診療科長

済生会熊本病院 消化器病センター/外科センター 今村　治男

九州大学病院別府病院 外科 三森 功士

琉球大学大学院 胸部心臓血管外科学講座 國吉　幸男

利根中央病院 内科 郡　隆之

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院 一般消化器外科 國場　幸均

福岡大学筑紫病院 消化器内科 植木　敏晴

独立行政法人地域医療機能推進機構大和郡山病院 外科 西澤　弘泰

大和高田市立病院 外科 中山　裕行

市立福知山市民病院 消化器内科 片山　貴之

熊本地域医療センター 消化器内科・消化器外科 廣田　昌彦

安来市立病院 外科 菅村　健二

昭和伊南総合病院 外科 織井　崇

（株）日立製作所日立総合病院 外科 酒向　晃弘

日本海総合病院 消化器内科 鈴木　義広

秋田労災病院 外科 塚本　文仁

手稲渓仁会病院 消化器病センター 辻　邦彦

千曲中央病院 内科 宮林　千春

生長会府中病院 外科 竹内　一浩

平戸市民病院 内科/外科 濱田　貴幸

国立病院機構災害医療ｾﾝﾀｰ 消化器・乳腺外科 伊藤　豊

国立病院機構村山医療センター 外科 瀬川　徹

大阪市立十三市民病院 消化器内科 倉井　修

山口県厚生連小郡第一総合病院 外科 長谷川　博康

福岡記念病院 内科 山口　哲

社会医療法人天神会　新古賀病院 消化器外科 高尾　貴史

長野県立木曽病院 内科/外科 飯嶌　章博

独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 外科 高橋　宏明

東京医科歯科大学 肝胆膵外科 田邉　稔

林病院 林　秀樹

中濃厚生病院 外科 井上　総一郎

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 外科 萩原　英之

福岡大学 消化器内科/病院病理 向坂　彰太郎

市立東大阪医療センター 消化器外科 山田　晃正

東京医科歯科大学 消化器内科 渡辺　守

京都府立医科大学大学院 移植･再生外科学 吉村　了勇

金沢大学 放射線科 蒲田　敏文

中津市立中津市民病院 外科 折田　博之

市立室蘭総合病院 消化器内科 金戸　宏行

京都府立医科大学附属北部医療センター 外科 當麻　敦史

宇陀市立病院 外科 中辻　直之

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院 肝疾患センター 狩山　和也

出水郡医師会広域医療センター 消化器病センター 今村　博

聖隷三方原病院 肝臓内科 坂西　康志

（医）明和病院 外科/内科/臨床検査部 栁　秀憲

天和会松田病院 外科 松田　忠和

松山赤十字病院 外科 西﨑　隆

久留米大学医療センター 消化器内科 杉山　元

大分循環器病院 消化器内科 高橋　祐幸
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清水厚生病院 外科/内科 成島　道樹

つくばセントラル病院 外科 山本　祐二

山近記念総合病院 外科 久保田　光博

戸畑共立病院 内科 松垣　諭

公立八女総合病院 外科・内科 平城　守

近畿大学医学部奈良病院 一般･消化器外科 井上　雅智

岩田病院 外科 岩田　豊仁

岩手県立中央病院 消化器外科 臼田　昌広

東京慈恵会医科大学柏病院 外科 秋葉　直志

公立松任石川中央病院 消化器科 卜部　健

稲沢市民病院 外科 尾上　重巳

鳥取生協病院 消化器内科 宮崎　慎一

JA吉田総合病院 外科 繁田　直史

（医）倚山会きたじま田岡病院 内科 真鍋　靖

宮崎医療センター病院 消化器・肝臓病センター 宇都　浩文

順天堂大学医学部附属静岡病院 消化器内科 玄田　拓哉

独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 消化器内科 伊藤　敏文

立川綜合病院 消化器センター内科 杉谷　想一

JR東京総合病院 消化器内科 岡本　真

市立甲府病院 消化器内科 雨宮　史武

日本医科大学付属多摩永山病院 外科 吉田　寛

市立藤井寺市民病院 外科 福原 研一朗

市立池田病院 消化器内科 福田　和人

八尾徳州会総合病院 肝臓外科 木村　拓也

聖路加国際病院 消化器センター 太田　惠一朗

鈴鹿回生病院 消化器内科 堀池　眞一郎

くまもと森都総合病院 肝臓･消化器内科 宮瀬　志保

横浜市立市民病院 外科 杉田　昭

公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 消化器・肝臓内科 小尾　俊太郎

高松赤十字病院 消化器内科 柴峠　光成

国立病院機構千葉東病院 外科 西郷　健一

小山記念病院 内科 池田　和穂

松下記念病院 外科 野口　明則

独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院（JCHO千葉病院） 消化器内科 藤田　淳一

あいち肝胆膵ホスピタル 消化器外科 末永　昌宏

済生会富山病院 外科 清水　哲朗

JA長野厚生連北信総合病院 外科 藤森　芳郎

独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 外科 関戸　仁

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 消化器内科 三田　英治

順天堂大学附属練馬病院 総合外科 児島　邦明

大和会武蔵村山病院 消化器科・外科 髙橋　毅

相模原協同病院 外科 原　英則

龍ヶ崎済生会病院 消化器内科 佐藤  巳喜夫

虎の門病院本院 肝臓内科 池田　健次

松阪市民病院 内科 黒田　誠

愛媛県立中央病院 消化器内科 道堯　浩二郎

独立行政法人地域医療機能推進機構　諫早総合病院 外科 山口　広之

大分赤十字病院 肝胆膵内科 成田　竜一



施設名 科名 診療科長

成田赤十字病院 外科 清水　善明

岐阜市民病院 外科 山田　誠

総合守谷第一病院 外科/内科 飯塚　育士

日本大学病院 消化器外科 林　成興
一般財団法人とちぎメディカルセンター　とちぎメディカルセンターしも
つが

消化器科 児玉　多曜

麻田総合病院 外科 香川　勇

公立学校共済組合四国中央病院 外科 石川　正志

市原メディカルキュア 肝臓内科 遠山　洋一

光晴会病院 外科 岡田　和也

小島内科医院 内科 小島　明

医療法人岩本内科医院 内科消化器科 山口　泰三

宮城厚生協会坂総合病院 外科 阿南　陽一

東京医科大学茨城医療センター 消化器内科 池上　正

独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 消化器科/外科 藤川　博敏

佐賀県医療センター好生館 内科（肝胆膵） 河口　康典

医療法人社団朝日診療所 消化器内科 姜　京富

JA尾道総合病院 外科 天野　尋暢

厚生中央病院 消化器病センター（内科） 剛崎　寛徳

鎗田病院 内科 炭田　正俊

北海道消化器科病院 内科 目黒　高志

京都第二赤十字病院 外科 谷口　弘毅

名古屋大学 移植外科 小倉　靖弘

犬山中央病院 外科 日下部　光彦

川崎市立多摩病院 消化器・肝臓内科 奥瀬　千晃

地方独立行政法人桑名市総合医療センター桑名西医療センター 内科 石田　聡

市立吹田市民病院 外科 戎井　力

国立病院機構別府医療センター 消化器内科 酒井　浩徳

岩手県立磐井病院 消化器科 菅野　記豊

箕面市立病院 消化器内科 高石　健司

金沢医療センター 消化器科 太田　肇

くらみつ内科クリニック 内科 倉光　智之

公立甲賀病院 放射線科 山﨑　道夫

医療法人近森会近森病院 消化器内科/病理診断科 榮枝　弘司

盛岡市立病院 消化器内科 近藤　公亮

済生会和歌山病院 消化器内科 川口　雅功

慶應義塾大学 病理学 坂元　亨宇

日本赤十字社医療センター 肝胆膵外科 橋本　拓哉

順天堂大学附属練馬病院 消化器内科 宮崎　招久

山口労災病院 消化器内科/外科 播磨　陽平

東住吉森本病院 外科・内科 薮さこ　恒夫

公立那賀病院 外科 森　一成

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 消化器科・肝臓内科 吉田　和彦

杏林大学 内科学腫瘍内科 古瀬　純司

広島赤十字原爆病院 外科 筒井　信一

増子記念病院 肝臓内科 堀田　直樹

奄美市住用国民健康保険診療所 内科・外科・小児科 野﨑　義弘

筑後市立病院 消化器内科 白地　美紀

国立病院機構甲府病院 外科 鈴木　哲也
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肝属郡医師会立病院 外科/放射線科 西田　卓爾

日本赤十字社医療センター 消化器内科 中田　良

国立病院機構高崎総合医療センター 消化器内科 長沼　篤

国保旭中央病院 消化器内科 糸林　詠

独立行政法人　国立病院機構九州がんセンター 消化器外科 森田　勝

霧島市立医師会医療センター 外科/肝臓内科 長谷川  将

大西病院 外科 石崎　彰

長野赤十字病院 消化器内科 和田　秀一

済生会唐津病院 外科 山懸　基維

萩市民病院 内科 松本　賢治

茨城県立中央病院 消化器内科 荒木  眞裕

伊万里有田共立病院 外科 園田　英人

伊万里有田共立病院 内科 水田　敏彦

徳島市民病院 内科 山崎　眞一

社団法人鹿児島共済会南風病院 肝臓内科/外科 小森園  康二

富丘まごころ内科クリニック 消化器内科 香山  明一

飛騨市民病院 内科 工藤　浩

ベルランド総合病院 肝胆膵外科 川崎　誠康

国立病院機構水戸医療センター 外科 寺島　徹

名古屋第二赤十字病院 消化器内科 林　克巳

兵庫県立加古川医療センター 消化器内科 廣畑  成也

くすの木病院 消化器・肝臓内科 小曽根　隆

大東中央病院 内科 関　守一

光晴会病院 消化器内科 福田　康弘

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 外科 猪飼　伊和夫

兵庫医科大学 超音波センター 飯島　尋子

高知大学医学部 外科学講座外科1 花崎　和弘

千住博内科 内科 千住　晋

久留米大学医療センター 外科 緒方　裕

北九州総合病院 外科/臨床検査部・病理診断科 坂本　喜彦

横浜南共済病院 消化器内科 岡崎　博

札幌東徳洲会病院 外科 唐崎　秀則

和歌山県立医科大学 腫瘍センター 上田　弘樹

都立墨東病院 外科 宮本　幸雄

医療法人弘恵会ヨコクラ病院 臨床研究センター（肝臓内科） 田中　正俊

社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 外科 藤　信明

岩手県立中部病院 外科 宮崎　修吉

医療法人社団静和会静和記念病院 外科 草野　滿夫

札幌共立五輪橋病院 消化器内科 土居　忠

中津市立中津市民病院 消化器内科 横田　昌樹

中津市立中津市民病院 放射線科 日高　啓

医療法人つくばセントラル病院 消化器内科 浅岡　等

熊本大学医学部附属病院 小児外科学・移植外科 菅原 寧彦

医療法人成和会ほうせんか病院 内科 岡　博子

国立がん研究センター東病院 肝胆膵外科 小西　大

大阪市立十三市民病院 外科 高塚　聡

医療法人社団誠高会　おおたかの森病院 外科 松倉　聡

社会医療法人北楡会札幌北楡病院 消化器内科 工藤　峰生
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上尾中央総合病院 外科 若林　剛

東京女子医科大学八千代医療センター 消化器外科 新井田　達雄

東京女子医科大学八千代医療センター 消化器内科 西野　隆義

KKR札幌医療センター斗南病院 外科 奥芝 俊一

手稲渓仁会病院 外科 中村　文隆

市立室蘭総合病院 外科 佐々木　賢一

山形市立病院済生館 外科 守本　和弘

彩の国東大宮メディカルセンター 外科 梅本　淳

埼玉医科大学総合医療センター 肝胆膵外科・小児外科 別宮　好文

社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 外科 堤　謙二

医療法人熊谷総合病院 外科 遠藤　正人

深谷赤十字病院 外科 伊藤　博

埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科 市川　智章

独立行政法人国立病院機構埼玉病院 外科 石塚　裕人

千葉市立青葉病院 外科 安藤　克彦

学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 外科 宮下　正夫

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 井上　晴洋

（財）東京都保健医療公社荏原病院 外科 太田　岳洋

医療法人財団荻窪病院 外科 村井　信二

公益法人東京都保健医療公社豊島病院 外科 安藤　昌之

多摩丘陵病院 外科 櫻川　忠之

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター外科 國崎　主税

厚木市立病院 外科 渡部　通章

長野市民病院 外科・消化器外科 宗像　康博

諏訪赤十字病院 外科 丸山　起誉幸

静岡市立静岡病院 外科・消化器外科 前田　賢人

磐田市立総合病院 消化器内科 笹田　雄三

公立甲賀病院 外科 沖野　孝

関西医科大学総合医療センター 外科 吉岡　和彦

阪南中央病院 外科 大橋　一朗

済生会吹田病院 消化器・乳腺外科 寒原　芳浩

市立貝塚病院 外科 西　敏夫

市立ひらかた病院 外科 森田　眞照

市立伊丹病院 外科、呼吸器外科 山本　正之

鳥取市立病院 外科 大石　正博

総合病院水島協同病院 外科 山本　明広

国家公務員共済組合連合会　呉共済病院 外科 前田　佳之

三豊総合病院 内科 守屋　昭男

宗像医師会病院 外科 前川　宗一郎

医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 外科 乗富　智明

福田病院 外科 福田　秀一

JR九州病院 肝臓内科 向井　亮

熊本赤十字病院 外科 平田　稔彦

大分県立病院 外科 宇都宮　徹

社会医療法人敬愛会中頭病院 外科 大城　直人

社会医療法人敬愛会中頭病院 消化器内科 石原　淳

社会医療法人仁愛会浦添総合病院 外科 伊佐　勉

社団法人北部地区医師会病院 外科 照屋　淳



施設名 科名 診療科長

大阪市立総合医療センター 消化器外科 西口　幸雄

済生会唐津病院 内科 柳田　公彦

尾道総合病院 消化器内科 片村　嘉男

医療法人菊郷会愛育病院 消化器内科 宮下　憲暢

旭川赤十字病院 消化器内科 長谷部　千登美

北海道社会事業協会帯広病院 外科 阿部　厚憲

公立置賜総合病院 外科 薄場　修

宇都宮記念病院 消化器・一般外科 今井　政人

船橋総合病院 外科 斎木　仁

日産厚生会　玉川病院 消化器内科 三浦　富宏

平塚市民病院 消化器内科 厚川　和裕

佐渡総合病院 外科 親松　学

相澤病院 消化器内科 薄田　誠一

鈴鹿中央総合病院 消化器内科 岡野　宏

市立吹田市民病院 消化器内科 内藤　雅文

美祢市立病院 外科 田中　昭吉

久留米大学病院 肝胆膵外科 奥田　康司

社会医療法人　製鉄記念八幡病院 消化器外科 岸原　文明

独立行政法人国立病院機構　南九州病院 外科 小倉　芳人

東京都立広尾病院 外科 小林　宏寿

北里大学病院 消化器外科 渡邊　昌彦

新百合ヶ丘総合病院 消化器内科 広石　和正

長浜赤十字病院 外科 丸橋　和弘

長門総合病院 外科 久我　貴之

宮崎県立延岡病院 外科 大地　哲史

独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター 肝胆膵外科 辻田　英司

（五十音順、敬称略）
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