
令和４年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　名

研 究 代 表 者 石倉 健司 北里大学医学部小児科学 教　授

研 究 分 担 者 上村  治 一宮医療療育センター センター長

服部 元史 東京女子医科大学腎臓小児科 教　授

郭  義胤 福岡市立こども病院腎疾患科 科　長

中西 浩一 琉球大学医学研究科育成医学（小児科）講座 教　授

丸山 彰一 名古屋大学大学院医学系研究科・腎臓内科学 教　授

竹内 康雄 北里大学医学部腎臓内科学 教　授

濱崎 祐子 東邦大学医学部腎臓学講座 准教授

伊藤 秀一 横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学 教　授

土田 聡子 秋田赤十字病院第二小児科 部　長

森貞 直哉 神戸大学医学研究科 客員准教授

野津 寛大 神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科 教　授

三浦 健一郎 東京女子医科大学腎臓小児科 准教授

張田 豊 東京大学医学部附属病院小児科 准教授

長岡 由修 札幌医科大学医学部小児科学講座 助　教

濱田 陸 東京都立小児総合医療センター腎臓・リウマチ膠原病科 医　長

奥田 雄介 北里大学医学部小児科学 助　教

西健 太朗 国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠原病科 医　員

菊永 佳織 北里大学医学部小児科学 助　教

金子 徹治 東京都立小児総合医療センター臨床試験科 生物統計家

研 究 協 力 者 笠原 克明 あいち小児保健医療総合センター腎臓科 医　長

田中 一樹 あいち小児保健医療総合センター腎臓科 医　長

寺野 千香子 あいち小児保健医療総合センター腎臓科 医　員

藤田 直也 あいち小児保健医療総合センター腎臓科 副センター長

芦田 明 大阪医科薬科大学小児科 教　授

塚口 裕康 関西医科大学附属病院 腎センター センター長

昆 伸也 北里大学医学部小児科学 助　教

野々田 豊 北里大学医学部小児科学 講　師

小児腎領域の希少・難治性疾患群の診療・研究体制の発展班　　　



研 究 協 力 者 平田 陽一郎 北里大学医学部小児科学 准教授

阿部 哲也 北里大学医学部腎臓内科学 助　教

宮坂竜馬
北里大学医学部腎臓内科学 助　教

大塚　香 北里大学病院看護部
小児看護専門

看護師

杉本 圭相 近畿大学医学部　小児科 教　授

國島 伸治 岐阜医療科学大学　　保健科学部臨床検査学科 教　授

綾  邦彦 倉敷中央病院小児科 部　長

浅沼　宏 慶應義塾大学病院　泌尿器科 准教授

井口 智洋 慶應義塾大学小児科 助　教

飯島 一誠 兵庫県立こども病院　 院　長

田中　悠 神戸大学医学研究科
医　員/

大学院生

石黒　精 国立成育医療研究センター　教育研修センター センター長

佐藤　舞
国立成育医療研究センター器官病態系内科部腎臓・リウマ
チ・膠原病科

医　員

釜江 智佳子 自衛隊中央病院小児科 医　官

森川　希
実践女子大学 生活科学部 食生活科学科 公衆栄養学研
究室

准教授

奥津 美夏 東京医科歯科大学　小児科 大学院生

松永 達雄
東京医療センター耳鼻咽喉科/臨床遺伝センター/聴覚平衡
覚研究部

センター長/
部　長

安藤 太郎 東京女子医科大学腎臓小児科 助　教

白井 陽子 東京女子医科大学　腎臓小児科 助　教

平澤 恭子 東京女子医科大学小児科 非常勤講師

西田 幹子 東京都立小児総合医療センター 看護部
小児看護専門

看護師

井上 三奈江 東京都立小児総合医療センター 看護部 看護師

原田 涼子 東京都立小児総合医療センター腎臓・リウマチ膠原病科 医　員

本田 雅敬
東京都立小児総合医療センター腎臓・リウマチ膠原病科/臨
床研究支援センター

臨床研究
アドバイザー

幡谷 浩史
東京都立小児総合医療センター 総合診療科/腎臓・リウマ
チ膠原病科

部　長

村松 真樹 東邦大学医学部腎臓学講座 准教授

尾関  彩 長野県立大学　健康発達学部　食健康学科 助　手

西堀　暢浩 名古屋大学大学院医学系研究科・腎臓内科学 大学院生

後藤　芳充
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 小児腎臓
科

部　長

中尾　槙吾 福岡市立こども病院腎疾患科 医　師

渡辺 ゆか 福岡市立こども病院腎疾患科 医　師



研 究 協 力 者 稲葉 彩 横浜市立大学付属市民総合医療センター 講　師

藤川  哲也 横浜国立大学　安全衛生推進機構　保健管理センター 准教授

島 友子 和歌山県立医科大学小児科 講　師

島袋 渡 琉球大学医学研究科育成医学（小児科）講座 病院助教

荒瀬 令子 東京都立小児総合医療センター腎臓・リウマチ膠原病科 事　務

横山 道子 東京都立小児総合医療センター腎臓・リウマチ膠原病科 秘　書


