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氏名  大平弘正（おおひら ひろまさ） 

 

主な経歴 

1987年 3月  福島県立医科大学卒業 

1987年 5月  福島県立医科大学 内科学第二講座（粕川禮司教授） 

1991年 4月     久留米大学医学部 第二内科講座（谷川久一教授）研究員 

1995年 4月   福島県立医科大学 内科学第二講座 助手  

2001年 4月  福島県立医科大学 内科学第二講座 講師 

2005年 12月  福島県立医科大学 内科学第二講座 助教授 

2007年 5月  福島県立医科大学 内科学第二講座 教授 

（2009 年 4月 消化器・リウマチ膠原病内科学講座に名称変更） 

（2010 年 4月 同講座の複数教授制により主任教授） 

2013年 10月  福島県立医科大学附属病院 副病院長（兼） 

2016年 4月   福島県立医科大学 理事・副学長（兼） 

 （2016年 8月 講座再編により消化器内科学講座 主任教授） 

 

主な所属学会 

 日本内科学会（評議員） 

日本消化器病学会（財団評議員）・東北支部長 

日本肝臓学会（評議員） 

 日本消化器内視鏡学会（支部評議員・幹事） 

 日本消化器免疫学会（評議員）   

日本臨床分子形態学会（評議員）  

日本老年医学会（指導医・代議員）  

 

主な役職（教授就任後） 

（学内） 

医療情報部部長           2008 年 4月～2009年 3月 

医療人育成支援センター臨床医学教育研修部門長  

2010年 4月～2014年 3月 

医学部内科部門長          2010 年 4月～2011年 3月 

                    2015年 4月～2016年 3月 

大学医師会会長           2010 年 4月～継続中 

福島医学雑誌編集主幹        2011 年 6月～2016年 7月 



附属学術情報センター長       2012 年 4月～2014年 3月 

附属病院治験センター長       2012 年 4月～2014年 3月 

研究推進戦略室臨床研究・治験部門長 2012 年 4月～2014年 3月 

 

（学外） 

福島県肝炎対策連絡協議会委員長   2008年 4月～継続中 

福島県医師会常任理事          2010年 4月～継続中 

福島県医療審議会委員             2016年 2月～継続中 

全国大学医師会連絡協議会 東北・北海道地区代表幹事  

2010年 4月～2015年 3月 

日本内科学会 東北支部副代表      2011 年 4月～2013年 3月 

   同      英文誌編集委員       2012年 4月～2016年 3月 

   同     英文誌編集副編集長   2016年 4月～継続中 

同     新内科専門医制度プログラム審査委員 2016年度 

日本消化器病学会 公益事業委員会委員 2011年 4月～2013年 3月   

同     機関誌編集委員会委員 2011年 4月～継続中 

同     財務委員       2013年 4月～継続中 

同     東北支部支部長    2015年 1月～継続中 

同     専門医制度審議委員会 2015年 6月～継続中 

同     キャリア支援委員会  2015年 6月～継続中 

日本肝臓学会 肝がん撲滅運動福島県責任者 2007年～継続中 

同     欧文誌編集委員会委員 2010年 5月～継続中 

同     生涯教育委員会委員  2010年 5月～2014 年 3月 

同     市民公開講座企画検討委員会委員  

2010年 5月～2016年 6月 

同     企画広報委員会委員  2014年 4月～2016 年 6月 

 

主な研究助成等（教授就任後） 

 文部省科学研究補助金（基盤研究Ｃ）研究代表者（2009年～2012 年） 

課題「プロテオミクスを用いた自己免疫性肝炎における自己抗体の網羅的解析」 

 文部省科学研究補助金（挑戦的萌芽研究）連携協力者（2010年） 

課題「新規糖鎖解析システム（ＳＭＭＥ法）を用いた癌特異的糖鎖抗原の探索」 

 文部省科学研究補助金（基盤研究Ｃ）研究代表者（2012年～2015 年） 

課題「自己免疫性肝炎における新規 PEPCK 抗体の有用性に関する研究」 

 文部省科学研究補助金（基盤研究Ｃ）研究代表者（2016年～継続中） 

課題「自己免疫性肝疾患における NETs・EETs の病態への関与」 



 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等克服研究事業（2008年～2010年） 

「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班 

（主任研究者 坪内博仁）研究協力者 

 厚生労働科学研究費補助金 肝炎等克服緊急対策研究事業（2008 年～2010年） 

「肝炎・肝硬変に対する抗ウイルス剤以外の治療法に関する研究」班 

（主任研究者 佐田通夫）研究分担者 

 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等克服研究事業（2011年～2013年） 

「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班 

（主任研究者 坪内博仁）研究協力者 

 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業（2014年～2016年） 

「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班 

（主任研究者 滝川 一）研究分担者（自己免疫性肝炎分科会会長） 

 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業（2016年～継続中） 

「小児期発症の希少難治性肝胆膵疾患の移行期を包含し診療の質の向上に関する研究班 

（主任研究者 仁尾正記）研究協力者 

 日本医療研究開発機構研究費（難治性疾患実用化研究事業（2015 年～継続中） 

「難治性の肝・胆道疾患に関する治療介入の有用性についてのエビデンス作成のための 

研究」（主任研究者 田中 篤）研究開発分担者 

 福島県立医科大学競争的資金 2007 年度研究支援事業難病研究  

課題「原発性胆汁性肝硬変症例における自然免疫を中心とした発症・進展に関する病態 

解明」研究代表者 

 福島県立医科大学競争的資金 2008 年度プロジェクト研究特定研究  

課題「福島市における特定健診と連携した非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）における 

特異的血清マーカーの探索と疾患感受性遺伝子多型に関する研究」研究代表者 

 福島県立医科大学研究支援事業 2015年度育成研究  

課題「自己免疫性肝疾患における NETs・EETs の病態への関与」研究代表者 

 

主な主催学会・研究会等 

第 18回日本リウマチ学会北海道東北支部学術集会 2008 年 11月（福島）                 

第 187回日本消化器病学会東北支部例会      2009 年 7月（福島） 

第 38回日本超音波医学会東北地方会学術集会     2009年 9月（福島）   

第 36回東北・大腸癌研究会                     2009年 9月（福島） 

第 144回日本消化器内視鏡学会東北支部例会      2010 年 2月（仙台） 

第 24回肝類洞壁細胞研究会                     2010年 11月（福島） 

第 25回日本老年医学会東北地方会               2014年 10月（福島） 

第 200回日本消化器病学会東北支部例会          2016 年 2月（仙台） 

 


