
令和３年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 西小森 隆太 久留米大学医学部 教　授

研 究 分 担 者 井澤 和司 京都大学大学院医学研究科 助　教

石村 匡崇 九州大学九州大学病院総合周産期母子医療センター 助　教

井田 弘明 久留米大学医学部 教　授

伊藤 秀一 横浜市立大学医学部 教　授

今井 耕輔 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 寄附講座准教授

大西 秀典 東海国立大学機構岐阜大学大学院医学系研究科 教　授

岡田　賢 広島大学大学院医系科学研究科 教　授

小原　收 公益財団法人かずさDNA研究所ゲノム事業推進部 副所長兼部長

金澤 伸雄 兵庫医科大学医学部 主任教授

金兼 弘和 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 寄附講座教授

河合 利尚 国立成育医療研究センター小児内科系専門診療部免疫科 診療部長

川上　純 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教　授

神戸 直智 京都大学大学院医学研究科 特定准教授

岸田　大 信州大学医学部附属病院 助　教

笹原 洋二 東北大学大学院医学系研究科 准教授

杉浦 一充 藤田医科大学医学部 教　授

高田 英俊 筑波大学医学医療系 教　授

武井 修治 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 客員研究員

野々山 恵章 防衛医科大学校医学教育部医学科 教　授

日衛嶋 栄太郎 京都大学医学部附属病院・大学院医学研究科 特定病院助教

平家 俊男 京都大学大学院医学研究科 名誉教授

右田 清志 福島県立医科大学医学部 主任教授

宮前 多佳子 東京女子医科大学医学部 准教授

向井 知之 川崎医科大学医学部 准教授

盛一 享徳
国立成育医療研究センター研究所小児慢性特定疾病情報
室

室　長

森尾 友宏 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 教　授

八角 高裕 京都大学大学院医学研究科 准教授

山田 雅文 北海道大学大学院医学研究院 准教授

和田 泰三 金沢大学医薬保健研究域医学系 教　授

研 究 協 力 者 森　雅亮 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 寄附講座非常勤教授

桐野 洋平 横浜市立大学大学院医学研究科 講　師

自己炎症性疾患とその類縁疾患の全国診療体制整備、移行医療体制の構築、診療ガイドライ
ン確立に関する研究班



研 究 協 力 者 田中 征治 久留米大学医学部 講　師

後藤 憲志 久留米大学医学部 講　師

田中 悠平 久留米大学医学部 助　教

荒木 潤一郎 久留米大学医学部 助　教

日吉 祐介 久留米大学医学部 助　教

北城 恵史郎 久留米大学医学部 助　教

井出 水紀 久留米大大学院医学研究科 大学院生

山崎 聡士 久留米大学医療センター 准教授

東口 素子 京都大学大学院医学研究科 大学院生

加藤 健太郎 京都大学大学院医学研究科 大学院生

本田 吉孝 京都大学大学院医学研究科 特定助教

仁平 寛士 京都大学大学院医学研究科 医　員

伊佐 真彦 京都大学大学院医学研究科 医　員

前田 由可子 京都大学大学院医学研究科 大学院生

宮本 尚幸 京都大学大学院医学研究科 大学院生

江口 克秀 九州大学 九州大学病院 助　教

園田 素史 九州大学 九州大学病院 助　教

木下 恵志郎 九州大学 大学院医学研究院 大学院生

矢田 裕太郎 九州大学 大学院医学研究院 大学院生

足立 俊一 九州大学 九州大学病院 医　員

白木 真由香 岐阜大学医学部附属病院 医　員

門脇 紗織 岐阜大学医学部附属病院 医　員

三輪 友紀 岐阜大学医学部附属病院 医　員

土居 岳彦 広島大学大学院医系科学研究科 助　教

溝口 洋子 広島大学大学院医系科学研究科 助　教

津村 弥来 広島大学大学院医系科学研究科 研究員

佐倉 文祥 広島大学大学院医系科学研究科 大学院生

江藤 昌平 広島大学大学院医系科学研究科 大学院生

野間 康輔 広島大学大学院医系科学研究科 大学院生

金城 紀子 琉球大学大学院医学研究科 助　教

石川 智朗 奈良県立医科大学 助　教

葉山 惟大 日本大学医学部板橋病院 助　教

国本 佳代 和歌山県立医科大学 助　教

村田 顕也 和歌山県立医科大学 教　授

小野寺 雅史 国立成育医療研究センター遺伝子細胞治療推進センター センター長



研 究 協 力 者 内山　徹 国立成育医療研究センター研究所成育遺伝研究部 室　長

石川 尊士 国立成育医療研究センター小児内科系専門診療部免疫科 医　員

岡井 真史 国立成育医療研究センター小児内科系専門診療部免疫科 専門修練医

古賀 智裕 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 助　教

伊藤 莉子 京都大学大学院医学研究科 大学院生

村岡 勇貴 京都大学大学院医学研究科 助　教

松田 智子 関西医科大学 医　員

北浦 次郎 順天堂大学大学院医学研究科アトピー疾患研究センター 先任准教授

市川 貴規 信州大学医学部附属病院 助　教

福島 紘子 筑波大学医学医療系 講　師

今川 和生 筑波大学医学医療系 講　師

山﨑 雄一 鹿児島大学病院小児診療センター 講　師

関中 悠仁 防衛医科大学校 助　教

関中 佳奈子 防衛医科大学校 救急調整官

佐藤 秀三 福島県立医科大学医学部 講　師

川邉 紀章 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 准教授

守田 吉孝 川崎医科大学医学部 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 寄附講座講師

尾崎 富美子 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 特任助教

谷田 けい 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 特別研究員

井上 健斗 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 大学院生

友政　弾 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 大学院生

竹崎 俊一郎 北海道大学病院 医　員

植木 将弘 北海道大学病院 医　員

信田大 喜子 北海道大学大学院医学院 大学院生

大畑 央樹 北海道大学大学院医学院 大学院生

ｼｪｲﾏ ｱﾌﾞﾄﾞﾗﾌﾞ 北海道大学大学院医学院 大学院生

松田 裕介 金沢大学附属病院 特任助教


