
令和３年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 中村　公俊 熊本大学大学院生命科学研究部小児科学講座 教　授

研 究 分 担 者 濱﨑　考史 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院医学研究科 教　授

和田　陽一 東北大学病院　小児科 助　教

伊藤　康 東京女子医科大学　医学部 非常勤講師

長尾　雅悦 国立病院機構北海道医療センター 院　長

村山　圭 千葉県こども病院　代謝科 部　長

小林　弘典 島根大学医学部附属病院　検査部 講　師

福田　冬季子 浜松医科大学　浜松成育医療学講座 特任教授

笹井　英雄 東海国立大学機構岐阜大学大学院医学系研究科　小児科学 助　教

伊藤　哲哉 藤田医科大学医学部　小児科 教　授

児玉　浩子 帝京平成大学大学院　健康科学研究科 特任教授

高橋　勉 秋田大学大学院医学系研究科 教　授

奥山　虎之 国立成育医療研究センター臨床検査部 統括部長

但馬　剛 国立成育医療研究センター研究所マススクリーニング研究室 室　長

羽田　明 千葉大学　予防医学センター 特任教授

青天目　信 大阪大学大学院医学系研究科 講　師

村上　良子 大阪大学微生物病研究所 特任教授

石毛　美夏 日本大学医学部小児科学系小児科学分野 准教授

清水　教一 東邦大学医学部小児科学講座 教　授

研 究 協 力 者 新宅　治夫 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院医学研究科 特任教授

呉　繁夫 東北大学大学院　医学系研究科　小児病態学 教　授

大浦　敏博 仙台市立病院　臨床検査科 医　師

菊池　敦生 東北大学病院　小児科 助　教

齋藤　寧子 東北大学大学院 医学系研究科 小児病態学 大学院生

小国　弘量 東京女子医科大学　小児科 名誉教授

高橋　悟 旭川医科大学医学部医学科臨床医学講座小児科学講座 准教授

夏目　淳 名古屋大学大学院医学系研究科障害児(者)医療学寄附講座 特任助教

柳原　恵子 大阪母子医療センター小児神経科 部　長

新生児スクリーニング対象疾患等の先天代謝異常症における生涯にわたる診療体制の整備に
関する研究班



研 究 協 力 者 下野　九理子 大阪大学大学院　連合小児発達学研究科 准教授

藤井　達哉 滋賀県病院事業庁 技　監

中務　秀嗣 東京女子医科大学　小児科 助　教

田中　藤樹 国立病院機構北海道医療センター　小児科 医　長

長谷川　有紀 松江赤十字病院小児科 部　長

山田　健治 島根県立中央病院　小児科 医　員

大澤　好充 群馬大学医学部　小児科 医　員

渡邊　順子 久留米大学医学部質量分析医学応用研究施設 教　授

李　知子 兵庫医科大学小児科 講　師

坊　亮輔 神戸大学医学部小児科 助　教

松永　綾子 千葉県こども病院  代謝科 主任医長

田鹿　牧子 千葉県こども病院　代謝科 医　員

秋山　奈々 千葉県こども病院 遺伝カウンセラー

海老原 知博 千葉県こども病院  新生児科 医　長

松橋　徹郎 千葉県こども病院　代謝科 医　員

小貫　孝則 千葉県こども病院　代謝科 医　師

伏見　拓矢 千葉県こども病院　代謝科 非常勤医師

市本　景子 千葉県こども病院  代謝科 医　員

鶴岡　智子 千葉県こども病院  新生児科 主任医長

杉江　秀夫 葵町こどもクリニック 医　師

大塚　博樹 東海国立大学機構岐阜大学医学部附属病院　小児科 助　教

松本　英樹 東海国立大学機構岐阜大学医学部附属病院　小児科 医　員

森　真以 東海国立大学機構岐阜大学医学部附属病院　小児科 医　員

仲間　美奈
東海国立大学機構岐阜大学医学部附属病院　ゲノム疾患・遺
伝子診療センター

助　教

青山　友佳 中部大学　生命健康科学部　臨床工学科 講　師

中島　葉子 藤田医科大学医学部　小児科 講　師

前田　康博 藤田医科大学医学部共同利用研究設備サポートセンター 准教授

岡山　和代 帝京平成大学大学院　健康科学研究科 特別研究員

原田　大 産業医科大学第３内科 教　授

道堯　浩二郎 愛媛県立中央病院消化器病センター センター長

野口　篤子 秋田大学大学院医学系研究科 助　教



研 究 協 力 者 徐 朱玹 国立成育医療研究センター 臨床検査部 臨床研究員

山下 和香奈 国立成育医療研究センター 臨床検査部 研究補助員

岡田　賢 広島大学大学院医系科学研究科小児科学 教　授

香川　礼子 広島大学病院　小児科 医科診療医

佐倉　文祥 広島大学大学院医系科学研究科　小児科学 大学院生

原　圭一
独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセン
ター　小児科/臨床研究部先天代謝異常症研究室

医長（併任）室長

宇都宮　朱里 県立広島病院　小児科 部　長

重松　陽介 福井大学医学部小児科 客員教授

湯浅　光織 福井大学医学部小児科 特命助教

山口　清次 島根大学医学部小児科 客員教授

沼倉　周彦 山形大学医学部附属病院　小児科 講　師

此村　恵子 国立保健医療科学院　保健医療経済評価研究センター 研究員

谷河　純平 大阪大学大学院医学系研究科小児科学 特任助教

井上　徳光 和歌山県立医科大学　医学部 教　授

高橋　幸利 国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター 院　長

岡本　伸彦 大阪府立病院機構大阪母子医療センター・遺伝診療科 研究所長

高野　智圭 日本大学医学部病態病理学系微生物学分野 助　教

市野井　那津子 日本大学医学部小児科学系小児科学分野 専修指導医

小川　えりか 日本大学医学部小児科学系小児科学分野 助　教

星野　廣樹 東邦大学医学部小児科学講座（佐倉） 助　教

宇都宮　真司 東邦大学医学部小児科学講座（大橋） シニア・レジデント

林　歩実 東邦大学大学院医学研究科 大学院生

服部　美来 東邦大学医学部小児科学講座（大橋） レジデント

位田　忍 大阪母子医療センター臨床検査科 主任部長

川井　正信 大阪母子医療センター　消化器・内分泌科 副部長

濱崎　祐子 東邦大学医療センター大森病院腎センター 准教授

遠藤　文夫 熊本大学大学院生命科学研究部 名誉教授

松本　志郎 熊本大学大学院生命科学研究部小児科学講座 准教授

坂本　理恵子 熊本大学病院総合周産期母子医療センター 講　師

城戸　淳 熊本大学大学院生命科学研究部小児科学講座 講　師

澤田　貴彰 熊本大学病院小児科 診療助手


