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区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 針谷　正祥
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター　リウマチ性疾
患薬剤疫学研究部門

特任教授

研 究 分 担 者 赤澤　宏 東京大学大学院医学系研究科循環器内科学 講師

渥美　達也 北海道大学大学院医学研究院　免疫・代謝内科学教室 教授

天野　宏一 埼玉医科大学総合医療センターリウマチ・膠原病内科 教授

石井　智徳 東北大学病院　臨床研究推進センター　臨床研究実施部門 特任教授

石津　明洋 北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学 教授

磯部　光章 榊原記念病院／東京医科歯科大学　循環制御内科学 院長/特命教授

猪原　登志子 京都府立医科大学  研究開発・質管理向上統合センター 講師

内田　治仁
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科CKD・CVD地域連携包括医療
学講座

准教授

勝又　康弘 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 講師

要　伸也 杏林大学医学部第一内科(腎臓・リウマチ膠原病内科) 教授

川上　民裕 聖マリアンナ医科大学皮膚科 准教授

菅野　祐幸 信州大学学術研究院医学系医学部病理組織学教室 教授

河野　肇 帝京大学医学部内科学講座 教授

駒形　嘉紀 杏林大学医学部第一内科腎臓・リウマチ膠原病内科 教授

佐伯　圭吾 奈良県立医科大学　疫学・予防医学講座 教授

佐田　憲映
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学
講座

准教授

杉原　毅彦 東京都健康長寿医療センター・膠原病・リウマチ科 部長

杉山　斉
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科血液浄化療法人材育成システ
ム開発学

教授

高崎　芳成 順天堂大学医学部膠原病内科/膠原病・リウマチ学 特任教授

高橋　啓 東邦大学医学部病院病理学講座 教授

竹内　勤 慶應義塾大学医学部リウマチ内科 教授

田中　榮一 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 講師

種本　和雄 川崎医科大学心臓血管外科 教授

田村　直人 順天堂大学医学部膠原病内科 教授

土屋　尚之 筑波大学医学医療系分子遺伝疫学 教授

土橋　浩章 香川大学医学部付属病院膠原病・リウマチ内科 准教授

中岡　良和 国立循環器病研究センター血管生理学部 部長

長坂　憲治 東京医科歯科大学大学院膠原病・リウマチ内科 非常勤講師

中村　好一 自治医科大学　公衆衛生学部門 教授

難治性血管炎に関する調査研究班



研 究 分 担 者 中山　健夫 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野 教授

南木　敏宏 東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野 教授

新納　宏昭 九州大学大学院医学研究院医学教育学 教授

長谷川　均 愛媛大学大学院血液・免疫・感染症内科学 特任教授

原渕　保明 旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 教授

坂東　政司 自治医科大学内科学講座呼吸器内科学部門 教授

藤井　隆夫 和歌山県立医科大学附属病院　リウマチ・膠原病科 教授

藤元　昭一 宮崎大学医学部医学科血液・血管先端医療学講座 教授

古田　俊介 千葉大学医学部附属病院アレルギー・膠原病内科 特任講師

本間　栄 東邦大学医学部内科学講座呼吸器内科学分野 教授

前嶋　康浩 東京医科歯科大学医学部附属病院循環器内科学 講師

宮崎　龍彦 岐阜大学医学部附属病院病理部 臨床教授

吉藤　元 京都大学大学院医学研究科内科学講座臨床免疫学 助教

和田　隆志 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科腎臓内科学 教授

研 究 協 力 者 鮎沢　衛 日本大学小児科 准教授

池田　栄二 山口大学大学院医学系研究科病理形態学講座 教授

池谷　紀子 杏林大学第一内科（腎臓・リウマチ膠原病内科） 助教

伊藤　聡 新潟県立リウマチセンターリウマチ科 副院長

伊藤　秀一 横浜市立大学発生成育小児医療学教室 教授

井上　永介 聖マリアンナ医科大学医学教育文化部門（医学情報学） 教授

伊藤　吹夕 帝京大学アジア国際感染症制御研究所 研究助手

板橋　美津世 東京都健康長寿医療センター　腎臓内科・血液透析科 部長

遠藤　知美 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 副部長

遠藤　修一郎 京都大学大学院研究科・医学部・腎臓内科学 助教

小林　徹 国立成育医療研究センター臨床研究開発センター 室長

小川　法良 浜松医科大学第三内科 講師

小川　弥生 NPO法人北海道腎病理センター 副理事長

奥　健志 北海道大学大学病院　内科II 講師

鬼丸　満穂 九州大学大学院医学研究院病理病態学講座 助教

加藤　将 北海道大学病院内科II 助教

金子　修三 筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学 講師

唐澤　一徳 東京女子医科大学第四内科（腎臓内科） 助教

川上　純
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科先進予防医学講座　リウマチ・
膠原病内科学

教授

川嶋　聡子 杏林大学医学部第一内科(腎臓・リウマチ膠原病内科) 任期制助教



研 究 協 力 者 神田　祥一郎 東京大学小児科 助教

神田　隆 山口大学大学院医学系研究科神経内科学 教授

岸部　幹 旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 講師

倉田　美恵 愛媛大学大学院医学系研究科解析病理学 講師

栗原　泰之 聖路加国際病院放射線科 部長

黒川　真奈絵 聖マリアンナ医科大学大学院疾患バイオマーカー・標的分子制御学 大学院教授

黒崎　敦子 公益財団法人結核予防会複十字病院・放射線診断科 部長

小寺　雅也
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院　JCHO（ジェイコー）
中京病院

皮膚科部長 膠原病リ
ウマチセンター長

小西　正則 東京医科歯科大学大学院　循環制御内科学 助教

小林　茂人 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院内科学 教授

小林　正樹 東京女子医科大学病院　神経内科 助教

小松田　敦 秋田大学医学部血液・腎臓・リウマチ内科 准教授

小室　一成 東京大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授

佐藤　祐二 宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部 准教授

重松　邦広 国際医療福祉大学三田病院血管外科 教授

鈴木　啓之 和歌山県立医科大学小児科 教授

鈴木　美紀 東京女子医科大学病院　神経内科 准講師

田中　良哉 産業医科大学医学部第１内科学講座 教授

関谷　潔史 国立病院機構相模原病院 アレルギー科 医長

中野　直子 愛媛大学医学部小児科学 助教

塚本　達雄 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 主 任 部 長

中沢　大悟 北海道大学大学院医学研究科免疫・代謝内科学分野 第二内科 助教

永渕　裕子 聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病・アレルギー内科 講師

中屋　来哉 岩手県立中央病院腎センター腎臓リウマチ科 副腎センター長

中島　裕史 千葉大学大学院医学研究院アレルギー・臨床免疫学 教授

南郷　栄秀 公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター 総合診療科 医長

難波  大夫 名古屋市立大学大学院医学研究科呼吸器・免疫アレルギー内科学 病院准教授

野澤　和久 順天堂大学医学部膠原病内科学講座 准教授

萩野　 昇 帝京大学ちば総合医療センター 第三内科学講座（血液・リウマチ） 講師

服部　元史 東京女子医科大学医学部腎臓小児科 教授

濱野  慶朋 東京都健康長寿医療センター腎臓内科 腎臓内科部長

林　太智 筑波大学医学医療系内科膠原病・リウマチ・アレルギー 准教授

原　章規 金沢大学 医薬保健研究域医学系 環境生態医学・公衆衛生学 准教授

坂野　章吾 愛知医科大学腎臓リウマチ膠原病内科 教授



研 究 協 力 者 堀場　恵 東京女子医科大学病院　神経内科 非常勤講師

本間　則行 新潟県立新発田病院内科 副院長

三浦　健一郎 東京女子医科大学医学部腎臓小児科 講師

宮田　哲郎 山王病院・山王メディカルセンター　血管病センター 血管病センター長

宮前　多佳子 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 講師

武曾　恵理 田府興風会医学研究所附属北野病院腎泌尿器科センター腎臓内科 研究員

村川　洋子 島根大学医学部内科学講座・内科学第三 准教授

森　啓悦 国立循環器病研究センター　研究所　血管生理学部 流動研究員

山村　昌弘 岡山済生会総合病院内科 特任副院長

湯村　和子 国際医療福祉大学病院予防医学センター・腎臓内科 教授

渡部　芳子 川崎医科大学生理学1 特任講師


