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研 究 代 表 者平野 賢一 大阪大学大学院医学系研究科 内科学講座 循環器内科学 助教

研 究 分 担 者植田 初江 独立行政法人国立循環器病研究センター 臨床検査部病理 医長

加藤 誠也 琉球大学大学院医学研究科 細胞病理学講座 教授

小林 邦久 福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科 教授

財満 信宏 近畿大学農学部 応用生命化学科 応用細胞生物学研究室 講師

長澤 康行 大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科 助教

橋本 守 大阪大学大学院基礎工学研究科 基礎工学部生体工学領域 准教授

廣江 道昭 国立国際医療研究センター病院 循環器内科学 医師

研 究 協 力 者池田 善彦 独立行政法人国立循環器病研究センター 臨床検査部病理 医長

石田 良雄 関西労災病院 核医学診断部・循環器内科（兼） 部長

和泉 徹 北里大学医学部 循環器内科学 教授

市田 蕗子 富山大学・医学薬学研究部小児科 准教授

井田 博幸 東京慈恵会医科大学 小児科学講座 教授

今泉 勉 久留米大学医学部 内科学講座心臓血管内科部門 主任教授

今中 恭子 三重大学大学院医学系研究科 修復再生病理学 准教授

裏出 良博 (財）大阪バイオサイエンス研究所 第２研究部門 研究部長

大熊 彩 埼玉医科大学 神経内科・脳卒中内科 助教

大塚 哲生 国保 脇野澤診療所 所長

奥村 謙 弘前大学 循環器・呼吸器・腎臓内科 教授

小川 雅也 盛岡友愛病院神経内科 部長

北風 政史 独立行政法人国立循環器病研究センター 部長

木原 章雄 北海道大学大学院薬学研究院 生化学研究室 教授

木村 正 大阪大学大学院医学系研究 産科学婦人科学講座 教授

小谷 順一 独立行政法人国立循環器病研究センター 心臓血管内科 医長

小室 一成 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授

斎藤 能彦 奈良県立医科大学 第一内科 教授

澤 芳樹 大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学 教授

澤井 高志 岩手医科大学 医学部 病理学 先進機能病理学分野 教授

島本 和明 札幌医科大学 学長

鈴木 朗 大阪大学大学院医学系研究科 内科学講座 循環器内科学 研究員

砂川 賢二 九州大学大学院医学研究院 循環器内科 教授

隅 寿恵 大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学講座神経内科学 助教

瀬藤 光利 浜松医科大学医学部 解剖学講座 細胞生物学分野 教授

竹中 優 神戸女子大学管理栄養士養成課程 教授

千葉 俊明 琉球大学大学院医学研究科 細胞病理学講座 准教授

千葉 仁志 北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学講座 教授
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筒井 裕之 北海道大学大学院医学系研究科 循環病態内科学 教授

寺崎 文生 大阪医科大学医学部 内科学III 診療准教授

戸田 達史 神戸大学大学院 医学研究科 神経内科学／分子脳科学 教授

朝長 毅
独立行政法人医薬基盤研究所 プロテオームリサーチセン
ター

プロジェクト
リーダー

土井 健史 大阪大学大学院薬学系研究科 教授

土居 義典
高知大学教育研究部医療学系医学部門 老年病・循環器・神
経内科学

教授

道勇 学 愛知医科大学 神経内科学 教授

富山 憲幸 大阪大学大学院医学系研究科 放射線医学 教授

内藤 博昭 独立行政法人国立循環器病研究センター 病院長

中谷 大作 大阪大学医学部附属病院 ハートセンター
特任助教（常
任）

中村 浩士 山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 准教授

永井 良三 東京大学大学院医学系研究科 内科学専攻 循環器内科 教授

長坂 博範 市立宝塚病院 小児科 部長

西野 一三 国立精神・神経センター神経研究所、疾病研究第一部  部長

橋本千佳子 彩都友紘会病院 健診センター 看護師長

布田 伸一 東京女子医科大学東医療センター 内科 准教授

花田 裕典
独立行政法人 国立循環器病研究センター 研究開発基盤セン
ター

研究員

濱田 星紀 仁泉会 MI クリニック 院長

早坂 光司 北海道大学病院検査・輸血部 主任

東 将浩 独立行政法人国立循環器病研究センター 放射線診療部 医長

福嶌 教偉 大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学 准教授

堀 正二 大阪府立成人病センター 総長

前村 浩二 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環病態制御内科学 教授

間賀田泰寛 浜松医科大学 光量子医学研究センター 教授

松野 一彦 北海道大学病院検査・輸血部 部長

松崎 益徳 山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 教授

宮田 茂樹 独立行政法人国立循環器病研究センター 輸血部 医長

村上 千恵子 青森県立中央病院 神経内科 副部長

室原 豊明 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授

安井 洋子 大阪大学医学部附属病院 栄養管理室 室長

山岸 正和
金沢大学医薬保健研究域医学系循環医科学専攻・臓器機能制
御学

教授

山口 知是 大阪大学大学院医学系研究科 内科学講座 循環器内科学 研究員

山田 直明 独立行政法人国立循環器病研究センター放射線診療部 医長

善積 透 川崎病院 診療部 循環器科 技師長

渡辺 達夫 静岡県立大学 食品栄養科学部 教授

和田 孝男 大阪大学医学部附属病院 栄養管理室 料理長


