
令和３年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 檜垣　高史 愛媛大学大学院医学系研究科 地域小児・周産期学講座 寄附講座教授

研 究 分 担 者 掛江　直子
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 研究開発監理部 生
命倫理研究室

室　長

三平　元 国立大学法人千葉大学 附属法医学教育研究センター 特任講師

石田　也寸志 愛媛県立中央病院 小児医療センター
小児医療
センター長

髙田　秀実 愛媛大学大学院医学系研究科 小児科学 准教授

落合　亮太
公立大学法人横浜市立大学 学術院医学群医学研究科 看護学専
攻 がん・先端成人看護学

准教授

滝川　国芳 京都女子大学　発達教育学部教育学科 教　授

仁尾　かおり
三重大学 大学院医学系研究科 看護学専攻 実践看護学（小児看護
学）

教　授

樫木　暢子 愛媛大学大学院教育学研究科 教　授

三沢　あき子 京都府立医科大学 小児科学 京都府山城南保健所 講師・所長

新家　一輝
名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学専攻 次世代育成看護
学

准教授

研 究 協 力 者 越智　彩帆 認定NPO法人 ラ・ファミリエ 小慢自立支援員

赫多 久美子 立教大学 認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク
専任講師

小慢自立支援員

川井　美早紀 NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス 小慢自立支援員

菅野　芳美 北海道療育園　旭川市小児慢性特定疾病相談室 小慢自立支援員

城戸　貴史 静岡県立こども病院 地域医療連携室 医療
ソーシャルワーカー

小林　信秋 認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク 前会長

多久島　尚美 びわこ学園 訪問看護ステーションちょこれーと。
小児慢性療育

相談員

谷田　美佳 認定NPO法人 ラ・ファミリエ 小慢自立支援員

手嶋　佐千子 北九州市小児慢性特定疾病支援室
小慢主任自立支援

員（看護師）

中間　初子 かごしま難病小児慢性特定疾患を支援する会
会長・

小慢自立支援員

中井　美穂 愛媛大学医学部附属病院 NICU/GCU病棟 師　長

西　朋子 認定NPO法人 ラ・ファミリエ
理事・

小慢自立支援員

橋本　美里 愛媛大学医学部附属病院 小児科病棟 師　長

筥崎　宏文 なないろくれよん福祉センター こども相談室 小慢自立支援員

日山　朋乃 認定NPO法人 ラ・ファミリエ 小慢自立支援員

日和田　美幸 なないろくれよん福祉センター 代表

福士　清美 東北大学病院小児科・小慢さぽーとせんたー 小慢自立支援員

福島　慎吾 認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク 事務局長

本田　睦子 認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク 小慢自立支援員

小児慢性特定疾病児童等の自立支援に資する研究班



研 究 協 力 者 薬師神　裕子 愛媛大学大学院医学系研究科看護学 教　授

野本　美佳 愛媛大学大学院医学系研究科看護学 助　教

桝田　夏代 愛媛大学医学部附属病院 小児総合医療センター 師　長

小出　沙由紀 愛媛大学医学部附属病院 小児総合医療センター 看護師

宮田　豊寿 愛媛大学大学院医学系研究科 地域小児・周産期学講座 助　教

森谷　友造 愛媛県立中央病院 小児科 小児科部長

太田　雅明 愛媛大学大学院医学系研究科 地域小児保健医療学講座 准教授

及川　郁子 東京家政大学 短期大学部 教　授

大戸　真紀子 幼保連携型認定こども園　浜分こども園 保育園看護師

小柴　梨恵 千葉大学大学院看護学研究科　博士後期課程 大学院生
（保育園看護師）

西田　みゆき 順天堂大学保健看護学部 教　授

野間口千香穂 宮崎大学医学部看護学科 教　授

福田　篤子 東京立正短期大学 専任講師

安　真理 社会福祉法人平磯保育園 保育園看護師

吉木　美恵 社会福祉法人花山福祉会　花山認定こども園 保育園看護師

秋山　直美 公立大学法人横浜市立大学　大学院医学研究科看護学専攻 大学院生

猪又　竜 先天性心疾患患者

榎本　淳子 東洋大学 文学部 教　授

北村　千章 清泉女学院大学　看護学部 准教授

小林　京子 聖路加国際大学大学院看護学研究科　小児看護学 教　授

清水　由佳 特定非営利活動法人カシオペア 理事長

菅原　美栄子 東京都福祉保健局 保健政策部

関根　沙綾 聖路加国際大学大学院看護学研究科　小児看護学 大学院生

林　三枝 認定NPO法人ハートリンクワーキングプロジェクト 副理事長

水野　芳子 東京情報大学 講　師

塩之谷　真弓 中部大学　現代教育学部　幼児教育学科 准教授

三好　祐也 認定特定非営利活動法人ポケットサポート 代表理事

清田　悠代 NPO法人しぶたね 理事長

阿部　美穂子 山梨県立大学 看護学部 教　授

滝島　真優 きょうだい会SHAMS 成蹊大学 文学部
代　表

客員研究員

風間　邦子 長野保健医療大学　看護学科 助　教

遠藤　明史 東京医科歯科大学　臨床試験管理センター 特任助教

大藤　佳子 たんぽぽクリニック・認定NPO法人 ラ・ファミリエ 医師・理事



研 究 協 力 者 木村　正人 宮城県立こども病院　循環器科 部　長

楠木 　重範 わしおこども医院 小児科医

島津　智之 認定NPO法人NEXTEP
理事長

（小児科医）

田中　昌子 京都府山城北保健所

西村　幸 公益財団法人 日本訪問看護財団 松山相談支援センター 管理者

光井　朱美 京都先端科学大学健康医療学部 看護学科 講　師

諸戸　雅治 市立福知山市民病院 小児科 小児科医長

伊藤　智恵子 福井県小児慢性堵九手疾病児童等自立支援相談所
小慢自立支援員

（教諭）

宇敷　裕香里 千葉市保健福祉局健康福祉部健康支援課 母子保健班

江口　八千代 認定NPO法人ファミリーハウス 理事長

松岡　真里 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 家族看護学講座 准教授

副島　賢和 昭和大学大学院 保健医療学研究科 准教授

平賀　健太郎 大阪教育大学 教育学部特別支援講座 准教授


