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研 究 代 表 者 野村　伊知郎
国立成育医療研究センター　免疫アレルギー研究部および、アレル
ギー科

上級研究員

研 究 分 担 者 木下　芳一 島根大学医学部内科学第二 教　　授

千葉　勉 京都大学医学研究科　消化器内科学講座 教　　授

松井　敏幸 福岡大学筑紫病院　消化器内科 教　　授

山田　佳之 群馬県立小児医療センター　アレルギー感染免疫科 部　　長

工藤　孝弘 順天堂大学医学部　小児科学講座 准 教 授

藤原　武男 国立成育医療研究センター　成育社会医学研究部 部　　長

新井　勝大 国立成育医療研究センター　消化器科 医　　長

松本　健治 国立成育医療研究センター　免疫アレルギー研究部 部　　長

研 究 協 力 者 赤澤　晃 東京都立小児総合医療センター　アレルギー科 部　　長

虻川　大樹 宮城県立こども病院　総合診療科 部　　長

安藤　枝里子 横浜市立みなと赤十字病院　アレルギーセンター 医　　師

池田　佳世 大阪大学医学部　小児科 医　　師

石川　智士 福岡大学筑紫病院　消化器内科 医　　師

石村　典久 島根大学医学部内科学第二 講　　師

磯崎　淳 横浜市立みなと赤十字病院　アレルギーセンター 医　　長

位田　忍 大阪府立母子保健総合医療センター　消化器・内分泌科 主任部長

伊藤　浩明 あいち小児保健医療総合センター　アレルギー科 内科部長

伊藤　直樹 東京警察病院　小児科 医　　長

池上　香 総合相模更生病院　小児科 医　　師

石川　智士 福岡大学筑紫病院　消化器内科 助　　教

井上　徳浩 国立病院機構　大阪南医療センター　小児科 医　　長

井上　祐三朗 千葉大学医学部　小児病態学 助　　教

岩切　勝彦 日本医科大学　消化器内科 教　　授

大石　拓 高知大学医学部小児思春期医学講座 助　　教

大嶋　直樹 島根大学医学部内科学第二 助　　教

大塚　宜一 順天堂大学医学部　小児科・思春期科 客員准教授

鍵本　聖一 埼玉県立小児医療センター　総合診療科 科長兼部長

角田　文彦 宮城県立こども病院　総合診療科 医　　師

勝沼　俊雄 東京慈恵会医科大学附属第三病院　小児科 診療部長

川口　隆弘 公立昭和病院　小児科 医　　員

窪田　満 埼玉県立小児医療センター　総合診療科 副 部 長

小室　広昭 上尾中央総合病院　小児外科 科　　長

近藤　應 岐阜県総合医療センター　新生児内科 医　　長

早乙女　壮彦 東邦大学医療センター大森病院　小児科学講座 助　　教

佐々木　真利 東京都立小児総合医療センター　アレルギー科 医　　師

佐野　博之 淀川キリスト教病院　小児科 部　　長

下条　直樹 千葉大学医学部　小児病態学 教　　授

杉浦　至郎 あいち小児保健医療総合センター　アレルギー科 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

髙津　典孝 福岡大学筑紫病院　消化器内科 助　　教

高増　哲也 神奈川県立こども医療センター　アレルギー科 医　　長

立花　奈緒 東京都立小児総合医療センター　消化器内科 医　　員

田知　本寛 東京慈恵会医科大学附属病院　小児科 診療医長

竹内　幸 豊橋市民病院　小児科 副 部 長

竹中　学 小児・アレルギークリニックin GODO 院　　長

津村　由紀 川崎市立川崎病院　小児科 医　　長

新生児期から高年期まで対応した、好酸球性消化管疾患および稀少消化管持続炎症症候群の診
断治療指針、検査治療法開発に関する研究



寺田　明彦 てらだアレルギーこどもクリニック 院　　長

中山　佳子 信州大学医学部小児科学講座 講　　師

二宮　風夫 福岡大学筑紫病院　消化器内科 助　　教

萩原　真一郎 埼玉県立小児医療センター　総合診療科 医　　長

橋本　光司 ときわ台はしもと　小児科アレルギー科 院　　長

林　大輔 龍ケ崎済生会病院　小児科 部　　長

坂東　由紀 北里大学メディカルセンター　小児科 副 院 長

福家　辰樹 浜松医科大学　小児科 講　　師

藤野　順子 獨協医科大学越谷病院　小児外科 助　　教

古川　真弓 東京都立小児総合医療センター　アレルギー科 医　　師

保科　弘明 杏林大学　小児科学教室 講　　師

細井　賢二 順天堂大学医学部　小児科・思春期科 医　　師

細川　真一 国立国際医療研究センター　小児科（新生児内科）・NICU科 医　　長

堀向　健太 東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　小児科 医　　師

松井　陽 聖路加国際大学　看護学部 特任教員

松井　照明 あいち小児保健医療総合センター　アレルギー科 医　　長

松本　主之 岩手医科大学　内科学講座（消化器内科消化管分野） 教　　授

丸山　理留敬 島根大学医学部　器官病理学 教　　授

三浦　克志 宮城県立こども病院　総合診療科 部　　長

森田　慶紀 千葉市立海浜病院　小児科 医　　長

森　真理 岐阜市民病院　小児科 医　　員

安戸　裕貴 東京大学医学部附属病院　小児科 助　　教

山本　明日香 杏林大学　小児科学教室 助　　教

吉田　幸一 東京都立小児総合医療センター　アレルギー科 医　　員

余田　篤 大阪医科大学　小児科 講　　師

米沢　俊一 もりおかこども病院 院　　長

渡辺　博子 国立病院機構神奈川病院　アレルギー科 医　　長

渡邊　美砂 東邦大学医療センター大森病院　小児科学講座 講　　師

渡邊　庸平 国立病院機構　仙台医療センター　小児科 医　　師

阿部　淳 国立成育医療研究センター　免疫アレルギー研究部 室　　長

伊藤　淳 国立成育医療研究センター　成育社会医学研究部 研 究 員

伊藤　裕司 国立成育医療研究センター　新生児科 医　　長

大矢　幸弘 国立成育医療研究センター　アレルギー科 医　　長

笠原　群生 国立成育医療研究センター　臓器移植センター センター長

近藤　麻伊 国立成育医療研究センター　アレルギー科 フェロー

斎藤　博久 国立成育医療研究センター　研究所 副 所 長

清水　泰岳 国立成育医療研究センター　消化器科 医　　員

正田　哲雄 国立成育医療研究センター　免疫アレルギー研究部 研 究 員

夏目　統 国立成育医療研究センター　アレルギー科 医　　員

成田　雅美 国立成育医療研究センター　アレルギー科 医　　員

平野　友梨 国立成育医療研究センター　消化器科 心理療法士

二村　昌樹 国立成育医療研究センター　アレルギー科 医　　員

船山　理恵 国立成育医療研究センター　消化器科 栄 養 士

森田　英明 国立成育医療研究センター　免疫アレルギー研究部 共同研究員
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