
平成22年6月現在

氏名 専門分野 所属 所属住所 TEL FAX
〒007-8505
札幌市東区伏古10条2丁目15-1
〒060-8543　
札幌市中央区南１条西16丁目
〒036-8216
青森県弘前市在府町5番地
〒329-0498
栃木県下野市薬師寺3311-1
〒329-0498
栃木県下野市薬師寺3311-1
〒377-8511　
群馬県渋川市金井2854
〒371-8511　
群馬県前橋市昭和町3-39-15
〒305-8575
茨城県つくば市天王台1-1-1
〒113-8519
東京都文京区湯島1-5-45
〒113-0033
東京都文京区本郷7-3-1
〒105-8470
東京都港区虎ノ門2-2-2
〒150-8935　
東京都渋谷区広尾4-1-22
〒183-8524
東京都府中市武蔵台2-8-29
〒330-8503
埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-847
〒390-8621
長野県松本市旭3-1-1
〒390-8621　
長野県松本市旭3-1-1
〒920-8640　
石川県金沢市宝町13-1
〒920-8640　
石川県金沢市宝町13-1
〒920-8640　　　　　
石川県金沢市宝町13-1
〒910-1193
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
〒480-1195
愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又21
〒466-8550
名古屋市昭和区鶴舞町65

田村　裕昭
ｃ ＡＡ 勤医協中央病院　　 011-782-9111 011-782-5451

石田　禎夫
c ＡＬ 札幌医科大学 内科学第一講座 011-611-2111 011-611-2282 

0172-39-5143

簑田　清次
c ＡＡ 自治医科大学内科学講座 アレルギー・膠原病学部門 0285-58-7358 0285-44-2779

東海林　幹夫
b 脳 弘前大学大学院医学研究科附属脳神経血管病態研究施設脳神経内科学講座 0172-39-5142

0285-44-9947

澤村　守夫
c ＡＬ 独立行政法人国立病院機構西群馬病院 臨床研究部 0279-23-3030 0279-23-2740

山田　俊幸
b＊ ＡＡ,ＡＬ 自治医科大学臨床検査医学 0285-58-7386

027-220-8973

玉岡    晃
b 脳 筑波大学大学院人間総合科学研究科・疾患制御医学専攻神経病態医学分野 029-853-3048 029-853-3048

村上　博和
c ＡＬ 群馬大学医学部保健学科検査技術科学専攻応用検査学 027-220-8973

03-5803-0134

岩坪　　威
b＊ 脳 東京大学大学院医学系研究科神経病理学分野 03-5841-4877 03-5841-4708

水澤　英洋
b 脳,ＦＡＰ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 脳神経病態学分野 03-5803-5233

03-3582-7068

鈴木 憲史
c ＡＬ 日本赤十字社医療センター 血液内科 03-3400-1311 03-3409-1604

高市　憲明
b 透析,ＡＡ 虎の門病院腎センター 03-3588-1111

042-323-9209

寺井　千尋
c ＡＡ 自治医科大学附属さいたま医療センター アレルギー・リウマチ科 048-647-2111 048-648-5188

稲田　進一
c ＡＡ 東京都立多摩総合医療センター リウマチ膠原病科 042-323-5111

0263-37-3427

松田　正之
c ＡＬ 信州大学医学部内科学(脳神経内科,リウマチ・膠原病内科) 0263-37-2672 0263-37-3427

池田　修一
b ＦＡＰ,ＡＡ,

ＡＬ,脳
信州大学医学部内科学(脳神経内科,リウマチ・膠原病内科) 0263-37-2671

076-234-4253

小野賢二郎
b 脳,ＦＡＰ 金沢大学附属病院神経内科 076-265-2292 076-234-4253

山田　正仁
a 脳,ＦＡＰ 金沢大学医薬保健研究域医学系 脳老化・神経病態学（神経内科学） 076-265-2290

076-234-4252

内木　宏延
b＊ 透析 福井大学医学部医学科病因病態医学講座分子病理学領域 0776-61-8320 0776-61-8123

中尾　眞二
c ＡＬ 金沢大学医薬保健研究域医学系細胞移植学 076-265-2274

0561-62-6694

小池　春樹
b ＦＡＰ 名古屋大学医学部附属病院神経内科 052-744-2391 052-744-2393

今井　裕一
b 透析,ＡＡ,ＡＬ 愛知医科大学医学部内科学講座（腎臓・リウマチ膠原病内科） 0561-62-3311

「アミロイドーシスに関する調査研究班」のアミロイドーシス病型別専門医リスト

注1：a.研究代表者、b.研究分担者、c.研究協力者、＊診療には直接携わらない研究者（検査等）
注2：透析:透析アミロイドーシス、AA:AAアミロイドーシス、AL:ALアミロイドーシス、脳:脳アミロイドーシス＝アルツハイマー病、
　　脳アミロイドアンギオパチー、FAP:家族性アミロイドポリニューロパチー
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平成22年6月現在

氏名 専門分野 所属 所属住所 TEL FAX
〒603-8151
京都市北区小山下総町27
〒565-0871
大阪府吹田市山田丘2-1
〒565-0871
大阪府吹田市山田丘2-2
〒599-8273　
大阪府堺市中区深井清水町2140-1
〒650-0017

神戸市中央区楠町7丁目5番2号
〒730-8619
広島県広島市中区千田町1-9-6
〒755-8505
山口県宇部市南小串1-1-1
〒770-8503　
徳島県徳島市蔵本町３－１８－１５
〒790-0858

愛媛県松山市道後姫塚乙21-21
〒783-8505
高知県南国市岡豊町小蓮

〒812-8582　

福岡県福岡市東区馬出３－１－１
〒860-8556
熊本県本市本荘1-1-1

〒862-0976
熊本県熊本市九品寺1-15-7
〒860-8556　
熊本県熊本市本荘１－１－１
〒889-1692
宮崎県宮崎市清武町木原5200

075-441-6102

吉崎　和幸
b ＡＡ

大阪大学先端イノベーションセンター（大阪大学医学部附属病院 免疫・アレルギー
内科）

06-6879-4738 06-6879-4738

島崎　千尋
b ＡＬ 社会保険京都病院血液内科 075-441-6101

06-6879-3839

佐伯　　修
c ＡＡ 堺温心会病院リウマチ内科 072-278-2461

田中　敏郎
c ＡＡ 大阪大学大学院医学系研究科呼吸器・免疫アレルギー内科学講座 06-6879-3838

078-382-6509

麻奥　英毅
b ＡＬ 広島赤十字・原爆病院検査部 082-241-3111 082-546-1502

西　　慎一
b 透析,ＡＡ 神戸大学医学部附属病院 腎・血液浄化センター 078-382-6500

0836-22-2219

安倍　正博
c ＡＬ 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生体情報内科学 088-633-7120 088-633-7121

星井　嘉信
b＊ ＡＡ,ＡＬ 山口大学大学院医学系研究科情報解析医学系病理形態学分野 0836-22-2220

089-933-5137

公文　義雄
c ＡＡ 高知大学医学部医学科病態情報診断学分野 088-880-2427 088-880-2428

奥田　恭章
b ＡＡ 道後温泉病院リウマチセンター 089-933-5131

092-642-5247

安東　由喜雄
b ＦＡＰ 熊本大学大学院生命科学研究部病態情報解析学分野 096-373-5686 096-373-5686

原田　直樹
c ＡＬ 九州大学病院 血液腫瘍内科 092-642-5230

096-366-3837

畑　　裕之
b ＡＬ 熊本大学医学部附属病院 血液内科 096-373-5156 096-363-5265

中村　　正
c ＡＡ 熊本リウマチセンター リウマチ膠原病内科 096-366-3666

0985-85-1869中里　雅光
b ＦＡＰ,ＡＡ 宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野 0985-85-2965
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