
令和４年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 平野 賢一 大阪大学 大学院医学系研究科 中性脂肪学共同研究講座 特任教授(常勤)

研 究 分 担 者 天野 哲也 愛知医科大学 医学部内科学講座 循環器内科 教　授

安斉 俊久 北海道大学 大学院医学研究院 循環病態内科学 教　授

池田 善彦 国立循環器病研究センター 病理部病理診断科 医　長

磯 博康
国立研究開発法人国立国際医療研究センター 国際医療協力局　グ
ローバルヘルス政策研究センター

センター長

井手 友美 九州大学病院 冠動脈疾患治療部 講　師

伊藤 智範
岩手医科大学 内科学講座 循環器内科分野／医学教育学講座地域
医療学分野

教　授

稲葉 亨 京都府立医科大学 大学院医学研究科 分子病態感染制御･検査医学 准教授

奥村 貴裕 名古屋大学医学部附属病院 重症心不全治療センター 病院講師

梶波 康二 金沢医科大学 医学部 循環器内科学 教　授

神田 貴弘 浜松赤十字病院 循環器内科 副部長

小澤 純二 大阪大学 大学院医学系研究科 糖尿病病態医療学寄附講座 寄附講座准教授

小林 邦久 福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科 教　授

坂田 泰彦 国立循環器病研究センター 臨床研究開発部 部　長

杉村 宏一郎 国際医療福祉大学 医学部 循環器内科学 教　授

長澤 康行 兵庫医科大学 医学部 総合診療内科学 准教授

後岡 広太郎 東北大学病院 臨床研究推進センター 特任准教授

羽尾 裕之 日本大学 医学部 病態病理学系人体病理学分野 教　授

東 将浩 大阪医療センター 放射線診断科 職員研修部長

藤本 進一郎 順天堂大学 大学院医学研究科 循環器内科学講座 准教授

宮内 秀行 千葉大学医学部附属病院 循環器内科 診療講師

矢﨑 義行 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 助　教

山本 一博 鳥取大学 医学部 循環器・内分泌代謝内科 教　授

吉田 博 東京慈恵会医科大学附属柏病院 中央検査部 教　授

研 究 協 力 者 石橋 洋平 群馬大学医学部附属病院 循環器内科 助教(病院)

大浦 翔子 岩手県立胆沢病院 循環器内科 医　長

大室 弘美 武蔵野大学 薬学部 客員教授

加藤 誠也 福岡県済生会福岡総合病院 病理診断科 主任部長

神谷 貴史
大阪大学医学部附属病院 医療技術部 大阪大学 大学院医学系研究
科 放射線統合医学講座 核医学

主任診療放射線技師

川口 克廣 小牧市民病院 循環器内科
副院長

兼内科統括部長

川人 充知 静岡市立静岡病院 循環器内科 科　長

蔡 榮龍 順天堂大学 医学部内科学教室 循環器内科学講座 非常勤助教

中性脂肪蓄積心筋血管症の医療水準と患者QOLの向上に資する研究班



研 究 協 力 者 坂本 知浩 済生会熊本病院 循環器内科 部　長

清水 一寛 東邦大学医療センター佐倉病院 循環器内科 准教授

白井 厚治 医療法人社団誠仁会 みはま病院 理　事

鈴木　朗 浜松医科大学 医学部附属病院 検査部 臨床検査技師

副嶋 利弥 社会医療法人天神会新古賀病院 心臓血管センター 循環器内科 医　員

常森 将史 総合病院鹿児島生協病院 循環器内科 病棟主任医長

中嶋 憲一 金沢大学 大学院先進予防医学研究科 機能画像人工知能学 特任教授

中田 智明 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 院　長

中谷 大作 大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部国際医療センター 副センター長

中野 雄介 愛知医科大学 医学部内科学講座 循環器内科 准教授

中村 浩士 呉医療センター・中国がんセンター 総合診療科 医　長

橋本 千佳子 TGCV患者会 代表世話人

林田 晃寛 心臓病センター榊原病院 循環器内科 内科部長

久松 裕二 ひつもと内科循環器科医院 院　長

平野 牧人 近畿大学病院 脳神経内科 臨床教授

本条 崇行 香川大学医学部附属病院 循環器内科 病院助教

森　達哉 伊勢赤十字病院 循環器内科 医　員

安井 洋子 大阪市立大学 大学院生活科学部・生活科学研究科 准教授

栁内 秀勝 国立国際医療研究センター 国府台病院 副院長

山田 壮亮 金沢医科大学 臨床病理学 教　授

山本 博之 成田富里徳洲会病院 循環器内科 部　長


