
日本甲状腺学会　評議員一覧

氏名 所属機関名 所属部署名 所属部課名

赤石　純子 伊藤病院 外科

芦澤　潔人 社会福祉法人恩賜財団済生会支部済生会長崎病院 内科

阿部　清美 東京都済生会中央病院 小児科

天野　出月 群馬大学医学系研究科 応用生理学分野

荒木　修 群馬大学医学部附属病院 検査部

荒田　尚子 （独）国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ 周産期・母性診療ｾﾝﾀｰ母性内科

安藤　隆雄 長崎大学病院 内分泌代謝内科

池田　眞人 いけだ糖尿病・甲状腺クリニック

伊澤　正一郎 鳥取大学医学部附属病院 内分泌代謝内科

石井　角保 群馬大学大学院 医学系研究科 応用生理学

伊藤　充 隈病院 内科

稲葉　秀文 日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病内分泌内科

井上　大輔 （医）愛光会　井上内科ｸﾘﾆｯｸ

猪原　秀典 大阪大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科

岩久　建志 さっぽろ甲状腺診療所

岩崎　俊晴 神奈川県立保健福祉大学 人間総合・専門基礎担当

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

上芝　元 東邦大学医療センタｰ　大橋病院 糖尿病・代謝内科

上嶋　昌和 奈良県総合医療センター 糖尿病内分泌内科

後田　義彦 延岡市医師会病院 内科

宇留野　隆 お茶の水甲状腺クリニック

榎本　圭佑 和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

榎本　敬恵 大阪ブレストクリニック 乳腺外科

大江　秀美 名古屋甲状腺診療所 内科

太田　一保 加納岩総合病院 糖尿病内科

大塚　史子 昭和大学藤が丘病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

大場　健司 浜松医科大学 医学教育推進センター

大森　正幸 山梨県厚生連健康管理センター 糖尿病・内分泌内科

岡本　泰之 岡本甲状腺クリニック

尾崎　信暁 名古屋第一赤十字病院 内分泌内科

鬼形　和道 島根大学医学部 小児科

小野瀬　裕之 （医社）金地病院 内科

笠原　俊彦 笠原クリニック 内科

片井　みゆき 政策研究大学院大学 保健管理センター

片平　正人 愛知県立大学 看護学部看護学科

金本　巨哲 地方（独）大阪市民病院機構大阪市立総合医療センタｰ 内分泌内科

金重　勝博 クリニックみらい立川 内科

神谷　雄二 東京品川病院 内分泌糖尿病内科

河合　啓介 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 心療内科

菅間　博 杏林大学 医学部 病理学教室

菊地　勝一 野口病院 外科

岸谷　譲 近畿大学医学部　奈良病院 内分泌・代謝・糖尿病内科

北川　亘 伊藤病院 外科

北原　亮 （医社）越和会　北原内科医院 内分泌内科

絹谷　清剛 金沢大学医薬保健研究域医学系 核医学

木村　孝穂 群馬大学大学院 医学系研究科 臨床検査医学

木村　寛也 甲状腺のｸﾘﾆｯｸ　若松河田 甲状腺内科

木村　博典 国立病院機構　長崎川棚医療ｾﾝﾀｰ 代謝内科

國井　葉 伊藤病院 内科

窪田　純久 くぼたｸﾘﾆｯｸ 内分泌内科

熊谷　敦史 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子医学・医療部門高度被ばく医療センター被ばく医療部診療グループ

郡司　和昭 塩山市民病院 内分泌内科

鯉淵　典之 群馬大学大学院医学系研究科 応用生理学分野

幸喜　毅 名嘉村クリニック 糖尿病・甲状腺センタｰ

小飼　貴彦 獨協医科大学 感染制御・臨床検査医学

小杉　眞司 京都大学 医療倫理学

小林　佐紀子 慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科

斉藤　司 さいとう内科ｸﾘﾆｯｸ

酒井　裕幸 東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科

佐久間　博也 名古屋記念病院 代謝・内分泌内科

櫻井　晃洋 札幌医科大学医学部 遺伝医学

櫻井　華奈子 仙台医療ｾﾝﾀｰ 内分泌代謝内科

笹井　有美子 大阪市立総合医療センター 内分泌内科

佐々木　茂和 浜松医科大学医学部附属病院 第二内科

佐藤　伸也 （医）福甲会やました甲状腺病院 外科

佐藤　哲郎 城南医院

佐藤　則之 （医社）佐藤医院 内科

渋沢　信行 （独）国立病院機構　高崎総合医療センター 内分泌・代謝内科

志村　浩己 福島県立医科大学 臨床検査医学講座

菅沼　伸康 横浜市立大学　医学部 外科治療学

菅原　明 東北大学大学院医学系研究科 分子内分泌学分野

杉澤　千穂 伊藤病院 内科

杉谷　巌 日本医科大学大学院医学研究科 内分泌外科学分野

杉野　公則 伊藤病院 外科

鈴木　敦詞 藤田医科大学病院 内分泌・代謝・糖尿病内科

鈴木　幸一 帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科



鈴木　悟 福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター

鈴木　菜美 伊藤病院 内科

鈴木　良知 西岸ｽｽﾞｷｸﾘﾆｯｸ 内科

是木　一也 北九州八幡東病院 内科

髙沢　和永 東京警察病院 内科

髙野　徹 大阪大学大学院医学系研究科 内科系臨床医学専攻臨床検査診断学

田上　哲也 （独）　国立病院機構京都医療センタｰ 内分泌・代謝内科

田口　崇文 高知大学医学部附属病院 内分泌代謝・腎臓内科

竹島　健 和歌山県立医科大学 内科学第一講座

巽　圭太 宝塚大学 看護学部

田中　祐司 防衛医科大学校 総合臨床部

谷　淳一 東北医科薬科大学 医学部 腎臓内分泌内科

谷口　晋一 鳥取大学医学部 地域医療学講座

筒井　英光 東京医科大学 呼吸器外科・甲状腺外科

常川　勝彦 群馬大学大学院医学系研究科 臨床検査医学

鶴田　絵里子 （医）阪急共栄会北阪急ビル診療所 内科

富永　丹 富永内科甲状腺クリニック 内科・内分泌内科・糖尿病内科

豊田　長興 関西医科大学 内科学第二講座

鳥　正幸 大阪警察病院 外科

長岡　竜太 日本医科大学付属病院 内分泌外科

中川　吉則 仙台甲状腺クリニック

長崎　啓祐 新潟大学医歯学総合病院 小児科

中島　康代 群馬大学 第一内科

中村　はな 東北医科薬科大学病院 内科学第三　腎臓内分泌内科

永山　雄二 長崎大学 原爆後障害医療研究所 分子医学研究分野

鳴海　覚志 国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部 基礎内分泌研究室

西　理宏 和歌山県立医科大学 病態栄養治療部

西原　永潤 （医）神甲会　隈病院 内科

西山　孝三 （医社）青葉会小松クリニック 内科内分泌代謝甲状腺科

野口　仁志 （医）野口記念会　野口病院 内科

野村　惠巳子 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科

野村　由夫 稲沢市民病院 糖尿病・内分泌内科

橋本　貢士 獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科

長谷川　奉延 慶應義塾大学　医学部 小児科学教室

籏谷　雄二 神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病内分泌内科

濵田　勝彦 田尻クリニック

林　良敬 名古屋大学　環境医学研究所 生体適応・防御研究部門　内分泌代謝分野

伴　良行 帝京大学ちば総合医療ｾﾝﾀｰ 内科・臨床研究部

菱沼　昭 獨協医科大学 感染制御・臨床検査医学

日高　洋 大阪大学大学院医学系研究科 病院臨床検査学

平岩　哲也 ひらいわｸﾘﾆｯｸ 内科・内分泌内科

廣井　直樹 東邦大学　医学部　医学科 教育開発室

深尾　篤嗣 茨木市保健医療ｾﾝﾀｰ

福下　美穂 伊藤病院 内科

古屋　文彦 山梨大学　医学部 第三内科

堀江　一郎 長崎大学病院 内分泌・代謝内科

堀口　和彦 群馬大学大学院　医学系研究科 病態制御内科学

槙田　紀子 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科

舛岡　裕雄 神甲会　隈病院 外科

松浦　文三 愛媛大学医学部附属病院 第三内科

松澤　和彦 鳥取大学医学部附属病院 病態情報内科学

松瀬　美智子 長崎大学 原研細胞

松津　賢一 伊藤病院 外科

丸山　正幸 丸山ｸﾘﾆｯｸ

三浦　義孝 みうら内科クリニック

水越　常徳 済生会　小樽病院 内科

溝上　哲也 田尻クリニック 内科

光武　範吏 長崎大学 原研医療

緑川　早苗 宮城学院女子大学

南谷　幹史 帝京大学　ちば総合医療ｾﾝﾀｰ 小児科

宮内　省蔵 愛媛県立中央病院 糖尿病・内分泌内科

三宅　映己 愛媛大学　医学部 先端病態制御内科学

宮本　高秀 宮本内科ｸﾘﾆｯｸ

椋田　稔朗 菜の花心療クリニック 心療内科・糖尿病内科・内分泌内科

村上　司 （医）野口記念会　野口病院 内科

村上　正巳 群馬大学大学院医学系研究科 臨床検査医学

森下　啓明 愛知医科大学 医学部 内科学講座糖尿病内科

森田　哲也 株式会社ﾘｺｰ 人事本部 ﾘｺｰﾌﾞﾙｰﾌﾟ H&S統括室

森山　賢治 武庫川女子大学 薬学部

門傳　剛 もんでん内科ｸﾘﾆｯｸ

山内　一郎 京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科

山田　正信 群馬大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学

山守　育雄 豊橋市民病院 糖尿病・内分泌内科

吉田　滋 吉田医院

吉原　愛 伊藤病院 内科

和田　典男 市立札幌病院 糖尿病・内分泌内科

渡邊　奈津子 伊藤病院 内科

渡邉　幹夫 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻生体情報科学


