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機関名 (順不同） 研究責任者（敬称略）

1 千葉大学皮膚科 神戸　直智　

2 獨協医科大学　神経内科 駒ヶ嶺　朋子　

3 和歌山県立医科大学免疫制御学 西本　憲弘　

4 和歌山県立医科大学皮膚科 金澤　伸雄　

5 和歌山県立医科大学小児科 中西　浩一

6 和歌山県立医科大学附属病院 脳神経内科 教授・科長 伊東　秀文

7 名城病院脊髄脊椎センター 川上　紀明

8 北里大学 神経内科 永井　真貴子

9 北海道大学　小児科 山田　雅文

10 北海道公立大学法人 札幌医科大学 齋藤 充史

11 兵庫医科大学神経脳卒中科 芳川　浩男　

12 福知山市民病院 藤井　法子　

13 福岡大学医学部神経内科学教室 坪井　義夫　

14 富山大学 小児科診療部門　小児総合内科 足立　雄一

15 日本海総合病院 渋谷　譲　

16 奈良県立医科大学血栓制御医学 松井　英人　

17 徳島大学 医歯薬学研究部 臨床神経科学 瓦井　俊孝

18 東北大学消化器内科 正宗　淳　

19 東京都立神経病院 川田　明広　

20 東京大学　脳神経外科 斉藤　延人　

21 東京女子医科大学腎臓小児科 服部　元史　

22 東京女子医科大学小児科 永田　智　

23 東京女子医科大学遺伝子医療センター 斎藤　加代子　
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24 東京慈恵会医科大学 吉村　道博　

25 東京医科歯科大学　統合呼吸器内科学分野 瀬戸口　靖弘

26 東京医科歯科大学　統合研究機構　先端医歯工学創成研究部門 武部　貴則

27 東京医科歯科大学 小児科 高木　正稔　

28 東海大学細胞移植再生医療科 矢部　みはる　

29 田附興風会医学研究所北野病院　糖尿病・内分泌内科 浜本　芳之

30 田附興風会医学研究所北野病院 武曾　恵理

31 天理よろづ相談所病院　整形外科 中山　富貴

32 鶴間かねしろ内科クリニック
朝倉　太郎
金城　瑞樹

33 鳥取大学神経内科 浦上　克哉　

34 鳥取大学 脳神経内科 渡辺　保裕

35 長野県立こども病院 廣間　武彦　

36 長崎大学　熱帯医学研究所　感染症内科 森本　浩之輔　

37 長崎大学　原爆後障害医療研究所 木下　晃　

38 筑波大学神経内科 玉岡　晃

39 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 石井　賢二

40 大阪府立母子保健総合医療センター遺伝診療科 岡本　伸彦　

41 大阪大学大学院医学系研究科小児科 大薗　恵一　

42 大阪大学　神経内科 高橋　正紀　

43 大阪大学 神経科・精神科 池田　学

44 大阪大学　循環器内科 坂田　泰史　

45 大阪大学医学系研究科精神医学・医学部 森　康治

46 大阪警察病院　脊椎脊髄センター 和田　英路

47 草加市立病院小児科 長谷川　毅

48 総合病院国保旭中央病院　アレルギー・膠原病内科 加々美　新一郎

49 倉敷中央病院整形外科 松本　泰一　

50 川崎医科大学附属病院 砂田　芳秀　
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51 川崎医科大学神経内科 大澤　裕　

52 静岡県立こども病院　血液腫瘍科 渡邉　健一郎

53 静岡てんかん・神経医療センター 井上　有史　

54 西神戸医療センター 深谷　隆　

55 聖隷浜松病院 内山　剛　

56 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　消化器・肝臓内科 高橋　秀明

57 聖マリアンナ医科大学　臨床腫瘍学 砂川　優

58 神奈川県立こども医療センター 黒澤　健司　

59 神戸大学　小児科 野津   寛大

60 神戸大学　神経内科 戸田　達史

61 神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科 富井　啓介

62 信州大学医学部附属病院遺伝子診療部 古庄　知己　

63 順天堂大学呼吸器内科学 瀬山　邦明　

64 順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経内科 服部　信孝　

65 自治医科大学神経内科 森田　光哉　

66 自治医科大学小児科 小坂　仁　

67 自治医科大学消化器一般移植外科
佐久間　康成
岡田　憲樹

68 滋賀小児保健医療センター整形外科 二見　徹　

69 滋賀医科大学 循環器内科 芦原　貴司

70 山梨大学医学部附属病院小児科 杉田　完爾　

71 山形大学医学部附属病院精神科 川勝　忍　

72 三重大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科 竹内　万彦 

73
三重大学大学院　地域イノベーション学研究科 　紀伊神経難病研究センター　招
聘教授

小久保　康昌

74 国立病院機構南九州病院 有里　敬代　

75 国立病院機構南京都病院小児科 宮野前　健　

76 国立病院機構相模原病院 長谷川　一子　

77 国立病院機構京都医療センター　呼吸器内科 三尾　直士
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78 国立病院機構松江医療センター臨床研究部（脳神経内科） 足立　芳樹

79 国立循環器病研究センター　心臓血管内科 相庭　武司　

80 国立循環器病研究センター　再生医療部 山原　研一　

81 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 武田　伸一

82 国際医療福祉大学塩谷病院 呼吸器内科 梅田 啓

83 広島大学　小児科学 岡田　賢

84 公立置賜総合病院 赤羽　隆樹　

85 公益財団法人慈愛会　今村総合病院 宇都宮　與

86 公益財団法人結核予防会複十字病院 呼吸器センター 森本　耕三

87 慶應義塾大学医学部整形外科 中村　雅也　

88 群馬大学医学部脳神経内科学 岡本　幸市　

89 九州大学小児外科学 田口　智章　

90 九州大学医学部　整形外科 岩本　幸英　

91 九州大学医学部第一内科 宮本　敏浩

92 宮城県立こども病院 今泉　益栄　

93 久留米大学腎臓内科 深水　圭　

94 久留米大学呼吸器神経膠原病内科 井田　弘明　

95 岐阜大学医学部附属病院 保住　功　

96 岡山大学学術研究院医歯薬学域 脳神経内科学 山下　徹

97 横浜市立大学附属病院　泌尿器科 蓮見　壽史

98 横浜市立大学附属病院　消化器内科 中島　淳

99 横浜市立大学附属病院　肝胆膵消化器病学 米田　正人

100 宇多野病院神経内科 澤田　秀幸　

101 医療法人野口記念会　野口病院　外科 内野　眞也

102 医療法人専仁会 信生病院 浦上　克哉　

103 愛媛大学医学系研究科生命多様性医学講座加齢制御内科学分野 三木　哲郎　

104 愛知県心身障害者コロニー中央病院　部長 水野　誠司
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105 東京都立神経病院脳神経内科 菅谷　慶三　

106 聖隷沼津病院小児科 鶴井　聡

107 聖隷沼津病院小児科 福岡　哲哉　

108
奈良県立医科大学 脳神経内科　教授
奈良県立医科大学付属病院 脳卒中センター　副センター長兼任

杉江　和馬

109 湘南いなほクリニック 内門　大丈

110 武田薬品工業株式会社・T-CiRAディスカバリー 仁尾　泰徳

111 国立成育医療研究センター　小児がんセンター 加藤　元博

112 国立成育医療研究センター　臓器移植センター 笠原　群生

113 国立成育医療研究センター　器官病態系内科部　消化器科 竹内　一朗

114 国立国際医療研究センター　肝炎免疫研究センター 考藤　達哉

115 川崎市立多摩病院　腫瘍内科 小倉　孝

116 名古屋第一赤十字病院　小児医療センター血液腫瘍科 濱　麻人

117 埼玉県立小児医療センター　血液・腫瘍科 康　勝好

118 佐世保中央病院　循環器内科 中尾 功二郎

119
University of Seville　Institute of Biomedicine of Seville (IBiS)
Department of Medical Physiology and Biophysics（SPAIN）

Antonio Castellano Orozco

120
Virgen del Rocío University Hospital
Arrhythmia Unit. Cardiology Service　（SPAIN）

Eduardo Arana Rueda

121 岩手医科大学小児科　准教授 齋木　宏文

122 大分県立病院　小児科 梶原　健太

123 大津赤十字病院　小児科 大封　智雄

124 金沢大学附属病院　保健管理センター 阿保　未来

125 愛知医科大学　加齢医科学研究所・講師 曽根　淳

126 千葉県循環器病センター　小児科　 武智　史恵

127 佐世保中央病院　 中尾　功二郎

128 Carlo Besta Neurological Institute（Italy） Lucia Morandi

129
Chief Scientific Officer/Head of Genetics and Bioinformatics,
Dasman Diabetes Institute（クウェート）

Fahd Al-Mulla
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130
独立行政法人国立病院機構沖縄病院　脳・神経・筋疾患研究センター　
脳・神経・筋疾患研究センター長/リハビリテーション科部長

諏訪園　秀吾
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