
区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　名

研 究 代 表 者 巽　浩一郎 千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学 教　　授

研 究 分 担 者 三嶋　理晃 京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 教　　授

平井　豊博 京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 准 教 授

林田　美江 信州大学医学部附属病院 呼吸器・感染症内科 特任研究員

瀬山　邦明 順天堂大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 先任准教授

井上　義一 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター センター長

陳　和夫 京都大学大学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学講座 特定教授

中西　宣文 国立循環器病研究センター 肺高血圧先端医療研究部 部　　長

田邉　信宏 千葉大学大学院医学研究院 先端肺高血圧症医療学 客員教授

西村　正治 北海道大学大学院医学研究科 呼吸器内科学分野 教　　授

谷口　博之 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 参事兼部長

田村　雄一 慶應義塾大学医学部 循環器内科学 特任助教

塩谷　隆信 秋田大学医学部 保健学科理学療法学専攻 教　　授

花岡　正幸 信州大学医学部 内科学第一教室 教　　授

伊達　洋至 京都大学大学院医学研究科 呼吸器外科学 教　　授

長瀬　隆英 東京大学大学院医学系研究科 呼吸器内科学 教　　授

別役　智子 慶應義塾大学医学部 呼吸器内科学 教　　授

井上　博雅 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学 教　　授

佐藤　徹 杏林大学医学部 循環器内科学 教　　授

植田　初江 国立循環器病研究センター病理部・循環器病理学 部　　長

葛西　隆敏 順天堂大学医学部 循環器内科学 准 教 授

木村　弘 奈良県立医科大学 内科学第二講座 教　　授

多田　裕司 千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科 講　　師

坂尾　誠一郎 千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科 講　　師

津島　健司 千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科 助　　教

寺田　二郎 千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学 助　　教

研 究 協 力 者 吉田　雅博 日本医療機能評価機構EBM 医療情報部 部　　長

松原　広己 国立病院機構岡山医療センター 循環器科 臨床研究部長

阿部　弘太郎 九州大学大学院医学研究院 先端循環制御学講座 寄附講座助教

川上　崇史 慶応義塾大学医学部 循環器内科 助　　教

荻野　均 東京医科大学 心臓血管外科 教　　授

石田　敬一 千葉大学大学院医学研究院 総合医科学講座 特任准教授

杉浦　寿彦 千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科 助　　教

小川　愛子 国立病院機構岡山医療センター 臨床検査科 医　　師

辻野　一三 北海道大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 臨床准教授　講師

丹羽　公一郎 聖路加国際病院心血管センター 循環器内科 特別顧問

栗原　正利 日産厚生会玉川病院 呼吸器外科 部　　長

飛野　和則 飯塚病院 呼吸器内科 部　　長

八尾　正祐 横浜市立大学医学部 泌尿器科 准 教 授

石河　晃 東邦大学医療センター大森病院 皮膚科 診療部長

野村　文夫 千葉大学大学院医学研究院 分子病態解析学 教　　授

藤本　圭作 信州大学医学部 保健学科検査技術科学専攻生体情報検査学講座 教　　授

武村　民子 日本赤十字社医療センター 病理部 部　　長

上甲　剛 近畿中央病院 放射線診断科 部　　長

山城　義広 医療法人社団輔仁会 嬉野が丘サマリヤ人病院 理　　事

櫻井　滋 岩手医科大学医学部医学研究科 睡眠医療学 櫻 井 滋

大井　元晴 大阪回生病院 呼吸器内科・睡眠医療センター 診療部長

井上　雄一
財団法人神経研究所
東京医科大学 睡眠学講座

兼任教授

八木　朝子 太田総合病院記念研究所 太田睡眠科学センター センター技師長

呼吸不全に関する調査研究班



谷川　武 順天堂大学医学部 公衆衛生学講座 教　　授

竹上　未沙
国立循環器病研究センター
研究開発基盤センター 予防医学・疫学情報部

研 究 員

山内　基雄 奈良県立医科大学 内科学第二講座 講　　師

赤柴　恒人 日本大学医学部 睡眠学・呼吸器内科分野 教　　授

成井　浩司 虎の門病院 睡眠呼吸器科 部　　長

名嘉村　博 名嘉村クリニック 院　　長

川名　ふさ江 日本総合睡眠検診協会 代表理事

内村　直尚 久留米大学医学部医学科 神経精神医学講座 教　　授

千葉　伸太郎 太田総合病院記念研究所 太田睡眠科学センター センター長

對木　悟
財団法人神経研究所
東京医科大学睡眠学講座

客員准教授

外木　守雄 日本大学大学院歯学研究科 口腔構造機能学分野口腔外科学講座 特任教授

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 教　　授

立川　良 京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 大学院生

三好　新一郎 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器・乳腺内分泌外科 教　　授

近藤　丘 東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科分野 教　　授

林　清二 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 院　　長

吉野　一郎 千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学 教　　授

栂　博久 金沢医科大学 呼吸器内科学 教　　授

星野　友昭 久留米大学医学部医学科 呼吸器・神経・膠原病内科 教　　授

山谷　睦雄 東北大学大学院医学系研究科 先進感染症予防学 教　　授

渡辺　憲太朗 福岡大学医学部 呼吸器内科学 教　　授


