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区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 久留　 　聡 国立病院機構鈴鹿病院 院　長

研 究 分 担 者 新野　正明 国立病院機構北海道医療センター 臨床研究部 臨床研究部長

千田　圭二 国立病院機構岩手病院 脳神経内科 脳神経内科医師

中嶋　秀人 日本大学医学部 神経内科 教　授

小池　春樹 東海国立大学機構 名古屋大学大学院医学系研究科 (神経内科学) 准教授

杉江　和馬 奈良県立医科大学 神経内科学講座 教　授

坂井　研一 国立病院機構南岡山医療センター 臨床研究部 臨床研究部長

笹ケ迫直一 国立病院機構大牟田病院 副院長

川戸美由紀 藤田医科大学 医学部衛生学講座 講　師

青木　正志 東北大学大学院医学系研究科 神経内科学分野 教　授

浅田留美子 大阪府 健康医療部保健医療室地域保健課 副理事

江里口  誠 佐賀大学医学部 脳神経内科 講　師

大江田知子 国立病院機構宇多野病院 臨床研究部 臨床研究部長

大下　智彦 国立病院機構呉医療センター 脳神経内科 脳神経内科科長

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

尾方　克久 国立病院機構東埼玉病院 副院長

越智　博文 愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経内科・老年医学 准教授

笠原　敏史 北海道大学大学院保健科学研究院 リハビリテーション科学分野 助　教

勝山　真人 京都府立医科大学 医学研究科 准教授（研究教授）

鎌田　正紀 香川大学 神経難病講座 客員教授

川井　元晴 脳神経筋センターよしみず病院 脳神経筋センター 副院長

川上　途行 慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室 専任講師

河本　邦彦 国立病院機構兵庫中央病院 脳神経内科 脳神経内科医長

菊地　修一 石川県健康福祉部 健康福祉部次長

木村　暁夫
東海国立大学機構 岐阜大学大学院医学系研究科神経統御学講座脳
神経内科学分野

准教授

河本　純子 関西医療大学 神経病研究センター 教　授

齋藤由扶子 国立病院機構東名古屋病院 脳神経内科 第二脳神経内科医師

佐伯　 　覚 産業医科大学 医学部リハビリテーション医学講座 教　授

坂口　 　学 大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター 脳神経内科 主任部長

軸丸　美香 大分大学医学部神経内科学講座 脳神経内科 助　教

柴田　 　真 群馬大学医学部附属病院 脳神経内科 助教（病院）

嶋田 　　豊 富山大学 学術研究部医学系 教　授

白岩　伸子 筑波技術大学 保健科学部 教　授

新藤　和雅 山梨大学 大学院総合研究部医学域神経内科 病院教授

菅谷　慶三 東京都立病院機構　東京都立神経病院 脳神経内科 脳神経内科部長

杉本精一郎 国立病院機構宮崎東病院 脳神経内科 脳神経内科部長

鈴木　義広 日本海総合病院 副院長

関島　良樹 信州大学 医学部 教　授

スモンに関する調査研究班
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研 究 分 担 者 髙嶋　　 博 鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 教　授

高田　博仁 国立病院機構青森病院 院　長

高橋　美枝 高知記念病院 神経内科 神経内科部長

田中千枝子 日本福祉大学 福祉社会開発研究所 研究フェロー

津坂　和文 労働者健康安全機構釧路労災病院 神経内科 神経内科部長

土居　 　充 国立病院機構鳥取医療センター 脳神経内科 統括診療部長

豊岡　圭子 国立病院機構大阪刀根山医療センター 脳神経内科 脳神経内科部長

豊島　 　至 国立病院機構あきた病院 診療部脳神経内科 特別診療役

中原　圭一 熊本大学病院 特任講師

中村　 　健 横浜市立大学 リハビリテーション科学 教　授

西岡　和郎 国立病院機構東尾張病院 院　長

狭間　敬憲 国立病院機構大阪南医療センター 神経内科 神経内科医師

長谷川一子 国立病院機構相模原病院 神経内科/神経難病研究室 部長/室長

花山　耕三 川崎医科大学 リハビリテーション医学教室 教　授

濱田　晋輔 北祐会 北海道脳神経内科病院 理事長

濱野　忠則 福井大学医学部附属病院 脳神経内科 准教授

福留　隆泰 国立病院機構長崎川棚医療センター 臨床研究部 臨床研究部長

古川　大祐 愛知県保健医療局 健康医務部 健康対策課長

寳珠山　稔 東海国立大学機構名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻 教　授

松瀬　 　大 九州大学 大学院医学研究院　 助　教

松田　 　希 福島県立医科大学 医学部脳神経内科学講座 学内講師

松原　奈絵 国立病院機構西新潟中央病院 統括診療部 脳神経内科医長

松本　理器 神戸大学大学院医学研究科内科学講座 脳神経内科学分野 教　授

眞野　智生 奈良県立医科大学 リハビリテーション医学 准教授

溝口　功一 国立病院機構静岡医療センター 臨床研究部 外部研究員

三ツ井貴夫 国立病院機構徳島病院 臨床研究部 臨床研究部長

三枝　隆博 大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 脳神経内科 部　長

南山　 　誠 国立病院機構鈴鹿病院 副院長

武藤多津郎 藤田医科大学病院 脳神経内科 特命教授

森田　光哉 自治医科大学 医学部 教　授

矢部　一郎 北海道大学 大学院医学研究院神経病態学分野神経内科学教室 教　授

山岡　朗子
国立長寿医療研究センター 在宅医療・地域医療連携推進部地域医療
連携室

地域医療連携室長

山川　 　勇 滋賀医科大学 内科学講座（脳神経内科） 助　教

山下　　 徹 岡山大学学術研究院医歯薬学域 脳神経内科学 准教授

山中 　　学 和歌山県立医科大学 整形外科学講座 助　教

山中　義崇 千葉大学 浦安リハビリテーション教育センター 特任教授

服部　直樹 豊田厚生病院 病院長


