
令和２年度

区　　分 氏　　名 所　　属　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 森　 雅亮 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生涯免疫難病学講座 寄附講座教授

研 究 分 担 者 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　浩文 順天堂大学大学院医学研究科 膠原病・リウマチ内科学 准教授

石井　智徳 東北大学病院臨床研究推進センター 特任教授

武井　修治 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児科学教室 客員研究員

保田　晋助
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科膠原病・リウマチ内科学分
野

教　授

山岡　邦宏 北里大学医学部膠原病・感染内科学 教　授

山田　亮 京都大学大学院医学研究科統計遺伝学 教　授

湯澤　由紀夫 藤田医科大学医学部腎臓内科学 教　授

藤本　学 大阪大学大学院医学系研究科皮膚科学教室 教　授

川口　鎮司 東京女子医科大学医学部膠原病リウマチ内科学 臨床教授

神田　隆 山口大学大学院医学系研究科臨床神経学講座 教　授

五野　貴久 日本医科大学リウマチ膠原病内科 准教授

小林　一郎 北海道大学大学院医学研究院小児科学教室 客員教授

神人　正寿 和歌山県立医科大学医学部皮膚科 教　授

中嶋　蘭 京都大学大学院医学研究科内科学講座 臨床免疫学 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共同専攻リウマチ・
膠原病内科学

教　授

太田　晶子 埼玉医科大学医学部社会医学 准教授

篠崎　和美 東京女子医科大学医学部眼科学 准教授

竹内　勤 慶應義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科 教　授

坪井 洋人 筑波大学医学医療系膠原病リウマチアレルギー内科学 講　師

坪田　一男 慶應義塾大学医学部 眼科学教室 教　授

冨板　美奈子 国立病院機構下志津病院小児科 医　長

中村　誠司
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座　顎顔面腫瘍制御
学分野

教　授

中村　英樹
長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 先進予防医学共同専攻リウマチ・
膠原病内科学分野

講　師

正木　康史 金沢医科大学医学部血液免疫内科学分野 教　授

田中　良哉 産業医科大学医学部第１内科学講座 教　授

伊藤　保彦 日本医科大学大学院医学研究科小児・思春期医学分野 教　授

亀田　秀人 東邦大学医学部 内科学講座膠原病学分野 教　授

桑名　正隆 日本医科大学大学院医学研究科アレルギー膠原病内科学分野 教　授

藤井　隆夫 和歌山県立医科大学 医学部 リウマチ・膠原病科学講座 教　授

藤尾　圭志 東京大学医学部アレルギー・リウマチ内科 教　授

室 　慶直 名古屋大学医学部附属病院皮膚科 診療教授

三村　俊英 埼玉医科大学医学部リウマチ膠原病科 教　授

岡本　奈美 大阪医科大学泌尿発達・生殖医学講座小児科学 助　教

自己免疫疾患に関する調査研究班



研 究 分 担 者 金子　祐子 慶應義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科 准教授

川畑　仁人 聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病・アレルギー内科 教　授

清水　正樹 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児地域成育医療学講座 寄附講座講師

杉原　毅彦 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科・生涯免疫難病学講座 寄附講座准教授

研 究 協 力 者 有沼　良幸 北里大学医学部膠原病・感染内科学 講　師

奥　健志 北海道大学大学院医学研究院免疫代謝内科学教室 講　師

勝又　康弘 東京女子医科大学医学部膠原病リウマチ内科学 講　師

川人　豊 京都府立医科大学免疫内科学 病院教授

近藤　裕也 筑波大学医学医療系膠原病リウマチアレルギー内科学 講　師

佐藤　伸一 東京大学医学部皮膚科学教室 教　授

新納　宏昭 九州大学医学部医学教育学 教　授

杉浦　真弓 名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科 教　授

鈴木　勝也 慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科 専任講師

長谷川　稔 福井大学医学部皮膚科学 教　授

林　宏樹 藤田医科大学医学部腎臓内科学 准教授

馬場　俊明 国立国際医療研究センター国際医療協力局 医　師

溝口　史高
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科膠原病・リウマチ内科学分
野

講　師

宮前　多佳子 東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター・小児リウマチ科 准教授

村川　洋子 島根大学医学部付属病院難病総合治療センター 教　授

村島　温子 国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター 主任副センター長

森下　絵里子 金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科保健学専攻　病態検査学講座 教　授

矢嶋　宣幸 昭和大学医学部内科学講座リウマチ膠原病内科部門 准教授

山﨑　雄一 鹿児島大学病院小児科 助　教

横川　直人 日野市立病院総合内科 部　長

和田　隆志 金沢大学大学院腎臓内科学 教　授

秋岡　親司 京都府立医科大学小児科学教室 講　師

植田　郁子 大阪大学大学院医学系研究科皮膚科学教室 講　師

沖山　奈緒子 筑波大学医学医療系皮膚科 講　師

岸　崇之 東京女子医科大学小児科 助　教

木村　直樹
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科膠原病・リウマチ内科学分
野

助　教

幸原　伸夫 神戸市立医療センター脳神経内科 部　長

小林　法元 信州大学小児科 特任准教授

佐藤　亮太 山口大学大学院医学系研究科臨床神経学講座
非常勤医師
（大学院生）

杉江　和馬 奈良県立医科大学脳神経内科 教　授

冨満　弘之 JAとりで総合医療センター神経内科 院　長

山口　由衣 横浜市立大学皮膚科 准教授

梅澤　夏佳
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科膠原病・リウマチ内科学分
野

助　教

秋月　修二 京都大学医学部附属病院免疫・膠原病内科 特定病院助教



研 究 協 力 者 東　直人 兵庫医科大学内科学リウマチ・膠原病科 准教授

小川　法良 浜松医科大学医学部附属病院免疫・リウマチ内科 講　師

川野　充弘 金沢大学附属病院リウマチ膠原病内科 講　師

斎藤　一郎 鶴見大学 歯学部病理学講座 教　授

住田　孝之 筑波大学医学医療系膠原病リウマチアレルギー内科 客員教授

西山　進 倉敷成人病センターリウマチ膠原病センター 部　長

松井　聖 兵庫医科大学内科学リウマチ・膠原病科 教　授

三森　経世 医療法人医仁会武田総合病院 院　長

森山　雅文
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座　顎顔面腫瘍制御
学分野

助　教

赤松　このみ 藤田医科大学医学部リウマチ・膠原病内科 助　教

井上　嘉乃 産業医科大学病院膠原病リウマチ内科 修練指導医

大村　浩一郎 京都大学大学院医学研究科内科学講座臨床免疫学 准教授

小倉　剛久 東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野 講　師

白井　悠一郎 日本医科大学大学院医学研究科アレルギー膠原病内科学分野 講　師

田淵　裕也 京都大学大学院医学研究科内科学講座臨床免疫学 医　員

土田　優美 東京大学医学部アレルギーリウマチ内科 助　教

中野　和久 産業医科大学医学部第1内科学講座 講　師

楢崎 　秀彦 日本医科大学小児科 講　師

長谷川　久紀
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科膠原病・リウマチ内科学分
野

助　教

平野　大介 藤田医科大学医学部リウマチ・膠原病内科 講　師

桃原　真理子 名古屋大学医学部皮膚科学 助　教

平田　信太郎 広島大学病院リウマチ・膠原病科 准教授

深谷　修作 藤田医科大学医学部リウマチ・膠原病内科 准教授

松宮　遼 和歌山県立医科大学医学部 リウマチ・膠原病科学講座 助　教

安岡　秀剛 藤田医科大学医学部リウマチ・膠原病内科 教　授

梅林　宏明 宮城県立こども病院総合診療科 部　長

小嶋　雅代
国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センターフレイル研究
部/ロコモ研究室

部　長

杉田　侑子 大阪医科大学泌尿発達・生殖医学講座小児科学 助　教

多田　芳史 佐賀大学医学部膠原病・リウマチ内科 診療教授

舟久保　ゆう 埼玉医科大学医学部 リウマチ膠原病科 教　授

松井　利浩 国立病院機構相模原病院リウマチ科 部　長

水田　麻雄 金沢大学医薬保健研究域医学系小児科 大学院生

八角　高裕 京都大学大学院医学研究科発生発達医学講座発達小児科学 准教授


