
区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 小崎　健次郎 慶應義塾大学医学部・臨床遺伝学センター 教授

研 究 分 担 者 松原　洋一 国立研究開発法人国立成育医療研究センター・研究所 研究所長

森崎　裕子
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院・臨床遺
伝科

医長

増井　徹
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター・メディカルゲノ
ムセンター

特任研究員

仁科　幸子
国立研究開発法人国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部
眼科/ 視覚科学研究室

医長

松永　達雄
独立行政法人国立病院機構東京医療センター・臨床研究センター
聴覚・平衡覚研究部

部長

小崎　里華
国立研究開発法人国立成育医療研究センター・生体防御系内科部・
遺伝診療科

診療部長

青木　洋子 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科・遺伝医療学分野 教授

森山　啓司
国立大学法人東京医科歯科大学大学院・医歯学総合研究科・顎顔
面矯正学分野

教授

黒澤　健司
地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立こども医療セ
ンター・遺伝科

部長

大橋　博文 埼玉県立小児医療センター・遺伝科 科長兼部長

古庄　知己 国立大学法人信州大学医学部・遺伝医学教室 教授

緒方　勤 国立大学法人浜松医科大学･小児科 教授

齋藤　伸治
公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学
分野

教授

水野　誠司
愛知県医療療育総合センター　中央病院発達障害研究所・遺伝子医
療研究部

非常勤研究員・
副病院長

岡本　伸彦
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター（研究
所）・遺伝診療科

主任部長・
研究所所長

松浦　伸也 国立大学法人広島大学・原爆放射線医科学研究所 教授

副島　英伸 国立大学法人佐賀大学・医学部・分子生命科学講座 教授

吉浦　孝一郎 国立大学法人長崎大学・原爆後障害医療研究所 教授

沼部　博直 東京医科大学／東京医科大学病院・遺伝子診療センター 准教授

樋野村 亜希子 国立大学法人滋賀医科大学・倫理審査室 事務補佐員

難波　栄二 国立大学法人鳥取大学 研究推進機構 研究戦略室 教授

渡邉　淳 金沢大学附属病院　遺伝診療部 部長・特任教授

加藤　光広 昭和大学医学部・小児科学講座 教授

研 究 協 力 者 武内　俊樹 慶應義塾大学医学部・小児科学教室 専任講師

上原　朋子 慶應義塾大学医学部・臨床遺伝学センター 助教

鈴木　寿人 慶應義塾大学医学部・臨床遺伝学センター 特任講師

柳橋　達彦 慶應義塾大学医学部・臨床遺伝学センター 特任助教

山田　茉未子 慶應義塾大学医学部・臨床遺伝学センター 助教

渡辺　智子 慶應義塾大学医学部・臨床遺伝学センター 研究員

「先天異常症候群領域の指定難病等のQOLの向上を目指す包括的研究」研究班

　　　　令和元年度



研 究 協 力 者 山口　有 群馬県立小児医療センター・遺伝科 部長

小原　収 公益財団法人かずさDNA研究所 副所長

川目　裕 国立大学法人東北大学・東北メディカルメガバンク機構 教授

呉　繁夫 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科　小児病態学分野 教授

梅澤明弘 国立研究開発法人国立成育医療研究センター研究所 副所長

新堀　哲也 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科　遺伝医療学分野 准教授

井上　晋一 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科　遺伝医療学分野 助教

阿部　太紀 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科　遺伝医療学分野 助教

升野　光雄 川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科 教授

小林  眞司 
地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立こども医療セ
ンター・形成外科

部長

村上　博昭
地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立こども医療セ
ンター・遺伝科

医長

熊木　達郎
地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立こども医療セ
ンター・遺伝科

医師

務台 英樹
独立行政法人国立病院機構東京医療センター・臨床研究センター
聴覚・平衡覚研究部　聴覚障害研究室

研究員

奈良 清光
独立行政法人国立病院機構東京医療センター・臨床研究センター
聴覚・平衡覚研究部　聴覚障害研究室

研究員

小川　卓也
国立大学法人東京医科歯科大学大学院・医歯学総合研究科・顎顔
面矯正学分野

准教授

辻　美千子
国立大学法人東京医科歯科大学大学院・医歯学総合研究科・顎顔
面矯正学分野

助教

村上　博昭
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療セン
ター遺伝科

医長

熊木　達郎
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療セン
ター遺伝科

医師

大場　大樹 埼玉県立小児医療センター・遺伝科 医師

井上　絢香 埼玉県立小児医療センター・遺伝科 医師

金子　実基子 埼玉県立小児医療センター・遺伝科 認定遺伝カウンセラー

渡辺　基子 埼玉県立小児医療センター・遺伝科 認定遺伝カウンセラー

逆井　悦子 埼玉県立小児医療センター・遺伝検査室 臨床検査技師

相良　真理子 埼玉県立小児医療センター・遺伝検査室 臨床検査技師

蓮子　小百合 埼玉県立小児医療センター・遺伝検査室 臨床検査技師

涌井　敬子 信州大学医学部遺伝医学教室 講師

髙野　亨子 信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センター 講師

中村　勝哉 信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センター 講師

山口　智美 信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センター 助教

湊川　真理 信州大学医学部遺伝医学教室 助教

花房　宏昭 信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センター 医員

佐久　彰子 国立大学法人信州大学医学部・遺伝医学教室 大学院生

佐々木　亜希子 国立大学法人信州大学医学部・遺伝医学教室 大学院生

井野元　茜 国立大学法人信州大学医学部・遺伝医学教室 大学院生



研 究 協 力 者 加藤　純子 国立大学法人信州大学医学部・遺伝医学教室 大学院生

中橋　紗代子 国立大学法人信州大学医学部・遺伝医学教室 大学院生

櫻井昌美
公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科　新生児・小児医
学分野

実験助手

佐藤由美子
公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科　新生児・小児医
学分野

実験助手

稲葉美枝 愛知県医療療育総合センター 小児内科/臨床遺伝科 医長

村松友佳子 愛知県医療療育総合センター 小児内科 非常勤医員

西恵理子 大阪母子医療センター遺伝診療科 副部長

植田紀美子 大阪母子医療センター遺伝診療科 副部長

長谷川結子 大阪母子医療センター遺伝診療科 医師

松田圭子 大阪母子医療センター遺伝診療科 遺伝カウンセラー

川戸和美 大阪母子医療センター遺伝診療科 遺伝カウンセラー

三島佑子 大阪母子医療センター遺伝診療科 遺伝カウンセラー

宮本  達雄 国立大学法人広島大学原爆放射線医科学研究所 准教授

東元　健 国立大学法人佐賀大学医学部・分子生命科学講座 講師

倉田　真由美 国立大学法人滋賀医科大学臨床研究開発センター・倫理審査室 講師・室長

足立　香織 国立大学法人鳥取大学・研究推進機構 研究基盤センター 助教

岡崎　哲也 鳥取大学医学部附属病院 脳神経小児科/遺伝子診療科 助教

松浦　香里 鳥取大学医学部附属病院 遺伝子診療科 特命専門職

桐林　和代 東京医科大学／東京医科大学病院・遺伝子診療センター 助教

小林　梢 昭和大学医学部小児科学講座 助教

北條　彰 昭和大学医学部小児科学講座 助教

日隈　のどか 昭和大学医学部小児科学講座 医員


