
区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 宇佐美 真一 信州大学学術研究院医学系 教授

研 究 分 担 者 松原 篤 弘前大学大学院医学研究科 教授

佐藤 宏昭 岩手医科大学耳鼻咽喉科 教授

和田 哲郎 筑波大学医学医療系 准教授

石川 浩太郎 国立障害者リハビリテーションセンター病院耳鼻咽喉科 第二耳鼻咽喉科医長

池園 哲郎 埼玉医科大学耳鼻咽喉科 教授

武田 英彦 虎の門病院耳鼻咽喉科 部長

加我 君孝 東京医療センター臨床研究センター 名誉臨床研究センター長

小川 郁 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科 教授

山岨 達也 東京大学医学部耳鼻咽喉科 教授

岩崎 聡 国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科 教授

佐野 肇 北里大学医療衛生学部 教授

中西 啓 浜松医科大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科 助教

曾根 三千彦 名古屋大学大学院医学系研究科 教授

將積 日出夫 富山大学大学院医学薬学研究部（医学） 教授

村田 敏規 信州大学学術研究院医学系 教授

野口 佳裕 信州大学医学部 教授

北原 糺 奈良県立医科大学医学部耳鼻咽喉科 教授

内藤 泰 神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科 副院長

西﨑 和則 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 教授

山下 裕司 山口大学大学院医学系研究科 教授

羽藤 直人 愛媛大学医学系研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科 教授

中川 尚志 九州大学医学部耳鼻咽喉科 教授

東野 哲也 宮崎大学医学部耳鼻咽喉科 教授

鈴木 幹男 琉球大学大学院医学研究科 教授

小橋 元 獨協医科大学医学部公衆衛生学 教授

茂木 英明 信州大学学術研究院医学系（医学部附属病院） 講師

西尾 信哉 信州大学医学部 特任講師

研 究 協 力 者 片田 彰博 旭川医科大学耳鼻咽喉科 准教授

森田 真也 北海道大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科 助教

難治性聴覚障害に関する調査研究班

　　　　令和元年度



研 究 協 力 者 新谷 朋子 札幌医科大学耳鼻咽喉科 非常勤講師

小林 有美子 岩手医科大学耳鼻咽喉科 非常勤医師

佐藤 輝幸 大曲厚生医療センター耳鼻咽喉科 科長

欠畑 誠治 山形大学医学部耳鼻咽喉科 教授

宮﨑 浩充 仙塩利府病院耳鼻咽喉科 部長

小川 洋 福島県立医科大学会津医療センター 教授

大槻 好史 福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科 助教

阿部 聡子 虎の門病院耳鼻咽喉科 非常勤医師

西山 信宏 東京医科大学茨城医療センター耳鼻咽喉科 科長・臨床准教授

白井 杏湖 東京医科大学耳鼻咽喉科 講師

高橋 優宏 国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科 准教授

松延 毅 日本医科大学耳鼻咽喉科 准教授

大上 麻由里 東海大学医学部耳鼻咽喉科 非常勤医師

荒井 康裕 横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科 診療講師

佐久間 直子 横浜市立大学附属市民総合医療センター耳鼻咽喉科 助教

中村 好一 自治医科大学公衆衛生学講座 教授

牧野 伸子 自治医科大学公衆衛生学講座 准教授

岡本 彩子 群馬大学医学部耳鼻咽喉科 医員

藤阪 実千郎 富山大学医学部耳鼻咽喉科 准教授

古庄 知己 信州大学医学部遺伝医学講座 教授

宮川 麻衣子 信州大学医学部耳鼻咽喉科 委嘱講師

北尻 真一郎 信州大学医学部耳鼻咽喉科 講師

江崎 友子 あいち小児保健医療総合センター耳鼻咽喉科 耳鼻いんこう科医長

竹内 万彦 三重大学医学部耳鼻咽喉科 教授

中山 潤 滋賀医科大学耳鼻咽喉科 非常勤医師

森本 千裕 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科 診療助教

岡野 高之 京都大学医学部耳鼻咽喉科 助教

西村 洋 国立病院機構大阪医療センター耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科長

太田 有美 大阪大学医学部耳鼻咽喉科 助教

上原 奈津美 神戸大学大学院医学研究科 助教

石野 岳志 広島大学医学部耳鼻咽喉科 助教

益田 慎 県立広島病院小児感覚器科 主任部長

片岡 祐子 岡山大学医学部耳鼻咽喉科 講師

菅谷 明子 岡山大学医学部耳鼻咽喉科 助教



研 究 協 力 者 武田 憲昭 徳島大学医学部耳鼻咽喉科 教授

菅原 一真 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学分野 准教授

宮之原 郁代 鹿児島大学医学部耳鼻咽喉科 客員研究員

髙橋 晴雄 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 客員研究員

木原 千春 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 助教

神田 幸彦 （医）萌悠会 耳鼻咽喉科 神田E・N・T医院 院長

我那覇 章 宮崎大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 講師


