
日本糖尿病対策推進会議地区担当委員

日本糖尿病学会

都道府県 区分 委員名 勤務先

代表 森川 秋月 旭川赤十字病院 糖尿病・内分泌内科

副代表 加藤 雅彦 国立病院機構北海道医療センター 内科

代表 大門 眞 弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座

副代表 増田 光男 芙蓉会村上病院 糖尿病内科

代表 石垣 泰 岩手医科大学 糖尿病･代謝内科

副代表 横島 孝雄 岩手県立軽米病院 内科

代表 片桐 秀樹 東北大学大学院医学系研究科 糖尿病代謝内科学分野

副代表 赤井 裕輝 東北医科薬科大学病院 糖尿病代謝内科

代表 山田 祐一郎 秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学

副代表 後藤 尚 秋田赤十字病院 代謝内科

代表 間中 英夫 山形県立中央病院 内科

副代表 諏佐 真治 山形大学医学部 第三内科

代表 島袋 充生 公立大学法人 福島県立医科大学

副代表 清野 弘明 せいの内科クリニック

代表 島野 仁 筑波大学医学医療系大学院 人間総合科学研究科

副代表 野牛 宏晃 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター/水戸協同病院

代表 麻生 好正 獨協医科大学 内分泌代謝内科

副代表 大橋 博 小山イーストクリニック

代表 山田 正信 群馬大学大学院医学系研究科 病態制御内科

副代表 山田 英二郎 群馬大学医学部附属病院 第一内科

代表 片山 茂裕 埼玉医科大学 かわごえクリニック 内分泌・糖尿病内科

副代表 犬飼 敏彦 西部総合病院 内科

代表 橋本 尚武 東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病内分泌代謝内科

副代表 小野 啓 千葉大学 大学院医学研究院細胞治療内科学

代表 内潟 安子 東京女子医科大学東医療センター 病院長

副代表 西村 理明 東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科

代表 寺内 康夫 横浜市立大学附属病院 内分泌・糖尿病内科

副代表 田中 逸 聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科

代表 曽根 博仁 新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液･内分泌･代謝内科

副代表 八幡 和明 長岡中央綜合病院 糖尿病センター

代表 土屋 恭一郎 山梨大学医学部 第三内科

副代表 原口 和貴 原口内科・腎クリニック

代表 駒津 光久 信州大学医学部 内科学講座

副代表

代表 戸邉 一之 富山大学医学部 第一内科

副代表 手丸 理恵 万葉クリニック 内科

代表 小泉 順二 珠洲市総合病院 内科

副代表 西村 泰行 金沢赤十字病院 内科

代表 笈田 耕治 福井中央クリニック 糖尿病･代謝内科

副代表 若杉 隆伸 社会保険診療報酬支払基金福井支部 医療顧問(内科)

代表 石塚 達夫 岐阜市民病院 総合診療・リウマチ膠原病センター長

副代表 傍島 裕司 大垣市民病院 糖尿病･腎臓内科

代表 井上 達秀 静岡県立総合病院 糖尿病・内分泌代謝センター

副代表 井村 満男 岡本内科医院

代表 中村 二郎 愛知医科大学医学部 内科学講座　糖尿病内科

副代表 河村 孝彦 中部ろうさい病院 内科

代表 住田 安弘 (JCHO)四日市羽津医療センター 糖尿病センター

副代表 矢野 裕 三重大学医学部附属病院 糖尿病･内分泌内科

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

富山県

石川県

福井県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

1/2



日本糖尿病対策推進会議地区担当委員

日本糖尿病学会

都道府県 区分 委員名 勤務先

代表 前川 聡 滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科

副代表 岡本 元純 大津赤十字病院 内科

代表 稲垣 暢也 京都大学大学院医学研究科 糖尿病･内分泌･栄養内科学

副代表 和田 成雄 和田内科医院

代表 清野 裕 関西電力病院 総長

副代表 黒瀬 健 (医)知音会中之島クリニック 内科

代表 小川 渉 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病･内分泌内科

副代表 坂口 一彦 神戸大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝・内分泌内科

代表 辻井 悟 天理よろづ相談所病院 内分泌内科･糖尿病センター

副代表 金内 雅夫 畿央大学健康科学部 健康栄養学科

代表 南條 輝志男 和歌山労災病院 病院長室

副代表 佐々木 秀行 和歌山県立医科大学 サテライト診療所本町 内科(糖尿病)

代表 池田 匡 住吉内科眼科クリニック 糖尿病内科

副代表 谷口　晋一 鳥取大学医学部　地域医療学講座

代表 伊東 康男 島根県立中央病院 内分泌代謝科

副代表 山本 昌弘 島根大学医学部 内科学講座内科学第一

代表 加来 浩平 川崎医科大学 内科学特任教授

副代表 岡﨑 悟 心臓病センター榊原病院 糖尿病内科

代表 伊藤 千賀子 グランドタワーメディカルコート 所長

副代表 山根 公則 NTT西日本中国健康管理センタ

代表 谷澤 幸生 山口大学大学院医学系研究科 病態制御内科学分野

副代表 松谷 朗 周南市立新南陽市民病院

代表 野間 喜彦 社会医療法人川島会川島病院

副代表 藤中 雄一 徳島県鳴門病院 内科

代表 石田 俊彦 キナシ大林病院 糖尿病センター

副代表 村尾 孝児 香川大学医学部 内分泌代謝・先端医療･臨床検査医学

代表 大澤 春彦 愛媛大学大学院医学系研究科 糖尿病内科学

副代表 宮岡 弘明 済生会松山病院

代表 末廣 正 高知高須病院 糖尿病内科

副代表 高松 和永 高松内科クリニック 内科

代表 井口 登與志 福岡市健康づくりサポートセンター センター長

副代表 山田 研太郎 朝倉医師会病院 糖尿病・内分泌内科

代表 安西 慶三 佐賀大学医学部 内科学肝臓・糖尿病・内分泌内科

副代表 田邊 響子 医療法人野中医院　内科

代表 松本 一成 佐世保中央病院 糖尿病センター

副代表 阿比留 教生 長崎大学病院 内分泌･代謝内科

代表 荒木 栄一 熊本大学大学院生命科学研究部 総合医薬科学部門

副代表 古川 昇 熊本大学臨床医学教育研究センター

代表 濱口 和之 大分大学医学部 看護学科

副代表 生山 祥一郎 (社医)三愛会大分三愛メディカルセンター 臨床研究部

代表 中津留 邦展 日南市立中部病院 内科

副代表 上野 浩晶 宮崎大学医学部 内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野

代表 西尾 善彦 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病内分泌内科学

副代表 八重倉 和朗 八重倉医院 内科･糖尿病内科

代表 益崎 裕章 琉球大学大学院医学研究科

副代表 砂川 博司 (医)貴和の会すながわ内科クリニック
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