
 

 

日本内分泌学会 評議員名簿 

 

2018年 7月 10日現在（1年に一度更新） 

※年度途中に移動があっても名簿は修正致しません。 

 

合計 ： 1,102名 

 

 

北海道支部 27名 

秋川 和聖、石塚 竜哉、伊藤 直樹、岩久 建志、太田 嗣人、奥原 宏治、川崎 君王、 

木島  弘道、櫻井  晃洋、清水  力、鈴木  滋、滝山  由美、棚橋  祐典、永井  聡、 

中野 洋一郎、中村 昭伸、府川 悦士、藤田 征弘、古橋 眞人、紅粉 睦男、牧野 雄一、 

水越 常徳、村下 眞理、矢澤 隆志、吉岡 成人、吉田 英昭、和田 典男 

 

東北支部 56名 

赤井 裕輝、阿部 高明、阿部 倫明、在原 善英、五十嵐 康宏、石亀 昌幸、井樋 慶一、 

伊藤 貞嘉、宇留野 晃、太田 昌宏、大津留 晶、大山 力、小川 淳、小川 晋、蔭山 和則、

片桐  秀樹、加藤  健、加藤  茂明、亀田  亘、菅野  潤子、北川  昌之、工藤  正孝、 

酒井 啓治、崎原  哲、櫻井 華奈子、笹野  公伸、佐藤 文俊、澁川 諭、島袋 充生、 

志村 浩己、菅原 明、鈴木 悟、鈴木 眞一、鈴木 貴、須田 克幸、曽根 正彦、大門 眞、

高橋 和広、高橋 義彦、髙安 忍、田中 政巳、谷 淳一、照井 健、中村 保宏、二川原 健、

野々垣 勝則、野村 隆、橋本 重厚、藤田 浩樹、藤原 幾磨、間中 英夫、三木 康宏、 

緑川 早苗、森 建文、森本 玲、山田 祐一郎 

 

関東甲信越支部 434名 

相澤 吉比古、会田 薫、青木 一孝、赤倉 功一郎、赤司 俊彦、赤須 文人、赤津 拓彦、 

赤真 秀人、秋山 義隆、麻生 好正、安達 昌功、安部 聡子、阿部 琢巳、安部 由美子、 

天野 耕作、綾部  琢哉、綾部 匡之、新井 桂子、荒木 修、荒田 尚子、粟田 卓也、 

安西 尚彦、安東  克之、安藤 孝、安藤 索、飯利 太朗、五十嵐  智雄、池田 惠一、 

池田 眞人、井坂  剛、石井 新哉、石井  角保、石井 智弘、石井 雄道、石川 敏夫、 

石川  真由美、石川  義弘、石北  敏一、石坂  和博、石田  均、石橋  俊、石原  理、 

石原 寿光、和泉  俊一郎、泉 哲郎、泉山 肇、板垣 英二、市川 和夫、市川 祐子、 

市川 智彦、一城 貴政、市原 淳弘、一色 政志、井手 久満、伊藤 公一、伊藤 純子、 

伊東 伸朗、伊藤 裕、稲垣 毅、犬飼 敏彦、井上 聡、井上 大輔、井上 正晴、今井 泰平、

今城 俊浩、今福 俊夫、今村 誠、入内島 徳二、入江 潤一郎、岩崎 俊晴、岩﨑 良二、 

岩部  真人、岩部  美紀、植木  浩二郎、上芝  元、上原  豊、宇治原  誠、薄井  勲、 

宇都宮 一典、梅澤 慎一、江藤 一弘、海老澤 高憲、海老原 健、江本 直也、大江 秀美、



 

 

太枝 徹、大久保 由美子、大島 久二、大須賀 穣、太田 一樹、太田 一保、太田 邦明、 

太田 正法、大野 洋介、大畠 久幸、大森 就子、大森 正幸、大山 健一、岡崎 具樹、 

岡崎 亮、小笠原 敦子、岡田 健太、岡田 耕治、岡田 秀一、尾形 真規子、岡本 高宏、 

岡本 芳久、荻野 良郎、荻原 貴之、小澤 厚志、小澤 一史、小田原 雅人、小野 加津広、

小野 佐知子、小野 昌美、小野瀬 裕之、小野田 教高、梶谷 宇、梶原 健、鹿島田 健一、

片井 みゆき、方波見 卓行、片平 宏、片山 泰之、勝田 秀紀、勝又 規行、門脇 孝、 

金森 晃、金重 勝博、神谷 雄二、亀谷 純、河合 俊英、河崎 さつき、菊地 栄次、菊池 透、

岸  裕司、北川  浩史、北川  亘、北中  幸子、北村  忠弘、北村  竜一、木下  俊彦、 

木下 博之、木下 祐加、木村 孝穂、木村 寛也、久具 宏司、草鹿 育代、窪田 直人、 

熊井 俊夫、熊谷 宗士、熊代 尚記、栗原 勲、黒川 理樹、桑原 宏一郎、郡司 和昭、 

小出 尚史、鯉淵  典之、神山 隆治、小飼 貴彦、牛腸 直樹、後藤 温、後藤 伸子、 

後藤 正博、小林 基章、小林 浩司、小林 佐紀子、小林 高明、小林 直彦、小林 睦博、 

駒津 光久、小谷野 肇、小山 さとみ、近藤 哲夫、近藤 照貴、西條 美佐、齋藤 淳、 

斉藤 司、齋藤 従道、齊藤 智之、酒井  寿郎、酒井 裕幸、榊原 秀也、坂本 敬子、 

坂本 昌也、作田 英成、櫻田 麻耶、佐々木 悟郎、佐々木 信介、佐々木 敬、佐々木 努、

篠村  裕之、佐田  晶、佐藤  敦久、佐藤  忍、佐藤  哲郎、佐藤  直子、佐藤  則之、 

佐藤 温洋、佐藤 博亮、佐藤 浩一、山王 直子、茂田 博行、七里 眞義、渋沢 信行、 

島田  朗、島野  仁、清水  弘行、清水  幸子、下澤  達雄、下条  正子、下平  和久、 

下平 雅規、周東 祐仁、庄司 優、城島 輝雄、生水 真紀夫、調 進一郎、新宮 聖士、 

新藤 英夫、杉谷 巌、杉野 公則、杉原 茂孝、杉原 仁、杉山 徹、鈴木 和浩、鈴木 克典、

鈴木 國弘、鈴木 幸一、鈴木 佐和子、鈴木 啓悦、鈴木（堀田） 眞理、鈴木 義信、 

炭谷 由計、角野  博之、関 敏郎、関根  信夫、曽根 博仁、曽根田 瞬、染谷 知宏、 

染谷 至紀、高木 耕一郎、髙木 優樹、高沢 和永、髙野 幸路、高橋 倫子、高橋 正人、 

高屋 和彦、高山 賢一、滝沢 誠、田口 学、竹内 靖博、竹越 一博、竹下 彰、武田 京子、

竹田  秀、武田  貞二、竹林  晃三、田島  敏広、龍野  一郎、田中  聡、田中  利明、 

田中  知明、田中  廣壽、田中  正巳、田中  逸、田中  祐司、田辺  晶代、谷  祐至、 

種本 雅之、田原 重志、田村 和広、田村 功一、田村 哲郎、田村 秀樹、千勝 典子、 

塚田 俊彦、塚本 和久、辻野 元祥、辻村 晃、土屋 恭一郎、土屋 天文、常川 勝彦、 

坪井 靖、寺内 康夫、登坂 雅彦、土橋 一重、登丸 琢也、内木 康博、永井 隆、中江 淳、

長坂 昌一郎、長崎 啓祐、中嶋 恒二、中島 康代、永瀬 晃正、長瀨 美樹、長田 太助、 

中谷 祐己、永松 信哉、中山 耕之介、中山 智祥、奈良 誠人、鳴海 覚志、西井 裕、 

西尾 真一、西岡  宏、西田 賢司、根本  崇宏、野口 義彦、野城 孝夫、野田 光彦、 

則武 昌之、羽毛田 公、橋本 貢士、橋本 尚武、橋本 真紀子、長谷川 奉延、長谷川 行洋、

服部 良之、羽入 修、林 哲範、林 晃一、林 周兵、林 毅、原 一雄、原 健二、原口 和貴、

伴 良行、伴場 信之、菱沼 昭、平田 修司、平山 哲、平和 伸仁、廣井 直樹、弘世 貴久、

弘瀬 知江子、広瀬  寛、廣瀬 恒、深川 雅史、深見 真紀、福田 いずみ、福田 昇、 

福成  信博、藤田  寛子、藤田  恵、藤原  和哉、藤原  研、古谷  健一、古屋  文彦、 

堀江 公仁子、堀江 重郎、堀川 玲子、堀口 和彦、堀口 幸太郎、堀場 伸郎、本田 宗宏、



 

 

眞壁 陽子、槙田 紀子、増田 しのぶ、松岡 尚史、松澤 陽子、松下 隆哉、松田 彰、 

松田 昌文、松野 彰、松本 俊一、松本 道宏、間中 勝則、眞野 あすか、丸山 哲夫、 

三木 隆司、水野 晴夫、水本 賀文、三橋 順子、皆川 真規、南 勲、南 史朗、南谷 幹史、

峯 徹哉、三室  卓久、宮井 健太郎、宮下  和季、宮田 市郎、宮本 高秀、三輪 隆、 

向笠  浩司、村上  正巳、室谷  浩二、望月  美恵、森  典子、森  豊、森尾  比呂志、 

盛田 幸司、森村 匡志、守屋 達美、門傳 剛、薬師寺 史厚、安田 重光、安本 久美子、 

谷田部 淳一、谷田部 緑、柳川 達生、矢野 哲、山内 恵史、山内 敏正、山内 直子、 

山川 正、山口 真哉、山﨑 勝也、山田 英二郎、山田 正三、山田 哲也、山田 正信、 

横田 千津子、横田 行史、横手 幸太郎、横森 宣彦、吉川 賢忠、吉田 理、吉原 愛、 

吉原 彩、吉村 弘、吉元 勝彦、吉本 貴宣、若杉 正清、脇野 修、和合 健彦、和田 誠基、

綿田 裕孝、渡辺 大輔、渡邊 奈津子、渡部 肇、渡部 敏雄 

 

北陸支部 40名 

赤堀 弘、莇 也寸志、安藤 仁、石倉 和秀、井上 啓、岩田 実、臼倉 幹哉、臼田 里香、

浦風 雅春、織田 展成、小野 政徳、金原 秀雄、河原 利夫、唐島 成宙、栗田 征一郎、 

此下 忠志、笹岡 利安、高田 裕之、篁 俊成、多久和 陽、竹下 有美枝、武田 仁勇、 

立花 修、出村 昌史、戸邉 一之、永井 幸広、中川 淳、中野 茂、西澤 誠、早川 哲雄、

平岩 善雄、藤井 寿美枝、藤坂 志帆、水谷 哲也、溝上 敦、村上 弘一、森瀬 敏夫、 

吉澤 都、米田 隆、和田 努 

 

東海支部 116名 

青木 理彰、青谷  大介、有馬 寛、飯塚 勝美、飯野 和美、石川 敦子、石森 正敏、 

伊東 宏晃、伊藤  喜亮、伊藤 禎浩、稲垣 朱実、稲垣 淳、井上 達秀、今井 常夫、 

岩間  信太郎、臼井  健、榎本  哲也、遠藤  彰、大川  哲司、大場  健司、緒方  勤、 

岡本 秀樹、沖 隆、奥村 中、尾崎 信暁、織田 直久、香川 二郎、柿澤 弘章、垣屋 聡、

梶田 和男、片平 正人、加藤 二郎、上久保 啓太、神谷 吉宣、川久保 明利、川地 慎一、

北原 亮、源馬 理恵子、小竹 素子、後藤 資実、小牧 卓司、近藤 國和、佐久間 博也、 

佐々木 茂和、佐藤 郁子、佐野 伸一朗、篠田 純治、柴田 敏朗、菅波 孝祥、椙村 益久、

鈴木 敦詞、鈴木 良知、須藤 裕一郎、諏訪 哲也、大洞 尚司、高木 潤子、髙栁 武志、 

宅野  洋、竹藤  聖子、田中  智洋、田中  博志、田中  都、田村  尚久、束村  博子、 

津下  一代、徳田  治彦、十枝内  厚次、中井  晃、中川  祐一、長崎  弘、長屋  敬、 

長山 浩士、中山  幹浩、西山 孝三、野村 誠二、野村 由夫、袴田 睦、橋本 健一、 

早川 伸樹、林 登志雄、林 正幸、林 良敬、林 良成、原田 昌樹、坂野 僚一、姫野 龍仁、

藤澤 泰子、藤本  次良、堀川 幸男、松下 明生、松下 理恵、三浦 淳、三浦 義孝、 

村上 雅子、村瀬 孝司、村瀬 寛、村山 正憲、森 潔、森重 健一郎、森下 啓明、森田 浩、

森田 浩之、安井  孝周、矢野 裕、山田 努、山本 裕之、山本  眞由美、山守 育雄、 

山守 越子、山家  由子、横井 寿、吉岡 修子、吉田 昌則、吉野 功二、米本 崇子、 

渡邉 峰守 



 

 

近畿支部 238名 

赤水 尚史、浅沼  伸行、淺原 俊一郎、浅原 哲子、東 信之、阿部 恵、荒井 宏司、 

有島 武志、有安 宏之、飯田 啓二、井口 元三、池上 博司、池上 博雅、池田 香織、 

池田 和人、石田 博、石橋 里江子、石村 栄治、泉 由紀子、磯谷 治彦、伊藤 直人、 

伊藤 裕進、伊藤 充、稲垣 暢也、稲葉 聡、稲葉 秀文、稲葉 雅章、井上 元、井上 大輔、

井上 真由美、伊原  千尋、今川 彰久、今西 康雄、今村 稔、岩井 博司、岩倉 浩、 

巖西 真規、岩橋 博見、卯木 智、浮田 千津子、馬屋原 豊、梅川 常和、大薗 恵一、 

太田 敬之、大塚 篤弘、大月 道夫、大野 恭太、大野 恭裕、大道 正英、岡野 理江子、 

岡村 均、岡本 泰之、小川 修、小川 渉、沖田 考平、置村 康彦、奥田 譲治、奥野 仙二、

尾﨑  惠一、笠山  宗正、梶  博史、加藤  純子、金谷  政則、金本  巨哲、神出  計、 

河田  照雄、岸谷  讓、岸本  一郎、北村  哲宏、北脇  城、木戸  良明、日下部  徹、 

窪田 純久、窪田 拓生、藏城 雅文、栗岡 聡一、紅林 昌吾、黒瀬 健、黄 堯範、向阪 彰、

郷司 克己、河野 茂夫、幸原 晴彦、甲村 弘子、小暮 彰典、小崎 篤志、小澤 純二、 

越山 裕行、小杉 眞司、後藤 仁志、小林 宏正、小松 弥郷、五味 正裕、小山 英則、 

紺屋 浩之、斎藤 博、齋藤 洋一、斎藤 能彦、坂田 正博、坂根 貞樹、佐久間 陽子、 

笹井 有美子、佐々木 一郎、佐々木 秀行、佐藤 倫明、澤井 一智、繁田 浩史、島津 章、

清水 孝郎、下村  伊一郎、新谷 光世、須川 秀夫、菅原 照、住谷 哲、瀬野 倫代、 

曽根 正勝、園山 拓洋、孫 徹、田浦 大輔、高倉 賢二、高野 徹、高橋 哲也、高橋 路子、

高橋 裕、田上 哲也、多河 典子、武田 卓、巽 圭太、田中 督司、谷口 孝夫、谷本 啓爾、

田原 英樹、玉田 大介、田守 義和、中所 英樹、立木 美香、津川 真美子、辻 和雄、 

辻井 悟、恒成 徹、土居 健太郎、徳留 健、冨田 努、豊田 長興、中井 真通、中石 滋雄、

永江  徹也、中川  修、中川  眞代、中川  靖章、中島  弘、中田  正範、中村  高秋、 

中村  美砂、中村  嘉夫、難波  範行、西  理宏、西澤  均、西原  永潤、西村  治男、 

西村  眞人、野口  眞三郎、野口  倫生、野々村  祝夫、野村  和弘、橋本  久仁彦、 

柱本 満、長谷川 剛二、籏谷 雄二、服部 尚樹、花岡 郁子、馬場 久光、濱口 朋也、 

林 達也、日高 洋、火伏 俊之、平岩 哲也、平田 歩、深尾 篤嗣、福井 道明、福岡 秀規、

福永 康智、福本 博文、藤倉 純二、藤本 美香、古田 浩人、別所 寛人、細田 公則、 

前川  聡、前田  法一、牧野  晋也、槇野  久士、政次  健、増田  一裕、増田  浩史、 

松岡 直樹、松田  公志、松田 友和、丸山 宜之、三浦 晶子、御前 隆、道上 敏美、 

南野  直人、三原  正朋、宮内  章光、宮崎  厚、宮澤  崇、宮本  恵宏、三善  陽子、 

椋田 稔朗、村上 宜男、武呂 誠司、望月 貴博、森井 成人、森下 竜一、森山 賢治、 

安田 哲行、安友  佳朗、八十田 明宏、山口 徹、山下 潤、山田 敬行、山田 祐也、 

山原 研一、山本  浩司、山本 泰三、山本 威久、山本 徹、山本 浩靖、山本 祐二、 

由良 茂夫、横井 秀基、吉岡 敬治、吉田 滋、米光 新、依藤 亨、樂木 宏実、渡辺 伸明 

  



 

 

中国支部 47名 

伊澤 正一郎、稲垣  兼一、井上 勝、井上 康、岩部 富夫、上田 昌彦、大國 智司、 

大塚 文男、沖 健司、奥屋 茂、垣羽 寿昭、金崎 春彦、金沢 一平、神崎 晋、木下 康之、

黒﨑 雅道、白石  晃司、新谷 恵司、杉野 法広、杉本 利嗣、須田 道雄、宗宮 基、 

高尾 俊弘、田中  弘之、谷口 晋一、谷澤 幸生、田村 博史、富永 篤、長石 純一、 

中村 康彦、野津  雅和、長谷川 高誠、花木 啓一、原田 省、藤本 成明、増山 寿、 

神谷 康夫、三好  智子、宗 友厚、村上  典彦、村部 浩之、矢野 彰三、山内 美香、 

山中 良孝、山根 雄幸、山本 昌弘、横田 敏彦 

 

四国支部 39名 

粟飯原  賢一、池田  康将、井町  仁美、苛原  稔、岩佐  武、岩崎  泰正、戎井  理、 

遠藤 逸朗、大山 知代、親泊 政一、鎌田 周作、北澤 理子、阪上 浩、新谷 保実、杉山 隆、

田口 崇文、竹本 幸司、次田 誠、土橋 孝之、寺田 典生、西岡 達矢、西山 成、西山 充、

板東  浩、福本  誠二、藤中  雄一、古川  慎哉、松浦  文三、松崎  利也、南  尚佳、 

宮内 省蔵、三宅 映己、村尾 孝児、安井 敏之、由利 和也、横井 健治、横田 一郎、 

吉田 守美子、吉本 勝彦 

 

九州支部 103名 

浅川 明弘、芦澤 潔人、蘆田 健二、足立 雅広、阿部 一朗、新生 忠司、荒木 栄一、 

荒木 俊介、安西 慶三、安藤 隆雄、生山 祥一郎、池間 朋己、井原 健二、岩瀬 弘敬、 

上田 陽一、上野  浩晶、上原 昌哉、宇佐 俊郎、後田 義彦、内野 眞也、大石 充、 

大江 賢治、大久保 久美子、大中 佳三、大庭 功一、岡田 洋右、岡部 泰二郎、小川 佳宏、

小河 淳、加隈 哲也、河島 淳司、河手 久弥、岸川 秀樹、北村 和雄、木村 崇、幸喜 毅、

郡山 暢之、児島  将康、後藤 孔郎、坂井 義之、坂本 竜一、迫 康博、佐藤 秀一、 

佐藤 貴弘、柴田 洋孝、城谷 哲也、是木 一也、高村 昇、田口 哲也、田尻 祐司、伊達 紫、

田中 良哉、谷口 晋、水流添 覚、土井 賢、徳永 寛、富永 丹、豊永 哲至、鳥本 桂一、

直海 晶二郎、中崎 満浩、中里 雅光、永田 さやか、中山 ひとみ、永山 雄二、名取 省一、

難波 裕幸、西 芳寛、西川 武志、野見山  崇、野村 政壽、花田 礼子、比嘉 盛丈、 

廣松 雄治、藤尾 信吾、藤尾 信昭、藤平 隆司、藤原 貫爲、二田 哲博、堀江 一郎、 

正木 孝幸、益崎 裕章、松田 やよい、松林 直、三浦 伸一郎、溝上 哲也、光武 範吏、 

三宅 育代、都 研一、向山 政志、村上  司、本吉 貞俊、森田  茂樹、諸橋 憲一郎、 

柳瀬 敏彦、山縣 和也、山岸 昌一、山口 秀樹、山口 昌俊、山本 繁樹、山本 幸代、 

米川 忠人、渡辺 堅一 

 

海外 2名 

木野 智重、佐竹 栄一郎 


