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共同研究機関の一覧 

 

No

. 
共同研究機関の名称 

研究責任者

の氏名 
連絡先 

1 京都大学 井澤和司 〒606-8507 

京都府京都市左京区聖護院川原町 54 

2 東京医科歯科大学 今井耕輔 〒113-8519 

東京都文京区湯島 1-5-45 

3 国立成育医療研究センター  河合利尚 〒157-8535 

東京都世田谷区大蔵 2-10-1 

4 防衛医科大学校  野々山恵章 〒359-8513 

埼玉県所沢市並木 3-2 

5 北海道大学  山田雅文 〒060-8638 

北海道札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

6 東北大学  笹原洋二 〒980-8574 

宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 

7 筑波大学  高田英俊 〒305-8576 

茨城県つくば市天久保 2-1-1 

８ 岐阜大学 大西秀典 〒501-1194 

岐阜県岐阜市柳戸１番１ 

9 金沢大学 和田泰三 〒920-8640 

石川県金沢市宝町 13-1 

10 兵庫県立尼崎総合医療センター 平家俊男 〒660-0892 

兵庫県尼崎市東難波町 2-17-77 

11 広島大学  岡田賢 〒734-8551 

広島県広島市南区霞 1-2-3 

12 九州大学病院別府病院 堀内孝彦 〒874-0838 

大分県別府市大字鶴見字鶴見原 4546

番地 

13 和歌山県立医科大学  神波信次 〒641-0012 

和歌山市紀三井寺 811-1 

14 久留米大学  西小森隆太 〒830-0011 

福岡県久留米市旭町 67 

15 信州大学 重村倫成 〒390-8621 

長野県松本市旭 3-1-1 

16 鹿児島大学  武井修治 〒890-8520 

鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1 

17 東京女子医科大学  宮前多佳子 〒162-8666 

東京都新宿区河田町 8-1 

18 群馬大学 石毛崇 〒371-8511 

群馬県前橋市昭和町 3 丁目 39 番 15

号 

19 聖路加国際病院 小野林太郎 〒104-8560 

東京都中央区明石町 9-1 
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20 聖隷浜松病院 松林正 〒430-8558 

静岡県浜松市中区住吉 2-12-12 

21 埼玉県立小児医療センター 上島洋二 〒330-8777 

埼玉県さいたま市中央区新都心 1-2 

22 山梨大学 合井久美子 〒409-3898 

山梨県中央市下河東 1110 

23 長野県立こども病院 坂下一夫 〒399-8288  

長野県安曇野市豊科 3100 

24 高知大学 藤枝幹也 〒783-8505 

高知県南国市岡豊町小蓮 

25 新潟大学 齋藤昭彦 〒951-8510 

新潟県新潟市中央区旭町通 1-757 

26 千葉県こども病院 井上祐三朗 〒266-0007 

千葉県千葉市緑区辺田町 579-1 

27 大阪母子医療センター 澤田明久 〒594-1101 

大阪府和泉市室堂町 840 

28 日本赤十字社和歌山医療センタ

ー 

横山宏司 〒640-8558 

和歌山県和歌山市松原通 4-20 

29 名古屋市立大学 亀井美智 〒467-8602 

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ 

30 旭川医科大学 長森恒久 〒078-8510 

北海道旭川市緑が丘東 2 条１丁目 1 番

1 号 

31 東京都立小児総合医療センター 舟越葉那子 〒183-8561 

東京都府中市武蔵台 2-8-29  

32 奈良県立医科大学 石原卓 〒634-8522 

奈良県橿原市四条町 840 

33 北見赤十字病院 佐藤智信 〒090-8666 

北海道北見市北６条東２丁目 

34 長崎大学 橋本邦生  〒852-8501 

長崎県長崎市坂本 1-7-1 

35 国立国際医療センター 七野浩之  〒162-8655 

東京都新宿区戸山 1-21-1 

36 九州大学 石村匡祟 

 

〒812-8582 

福岡県福岡市東区馬出 3-1-1 

37 京都府立医科大学 秋岡親司 〒602-8566 

京都府上京区河原町通広小路上ル梶井町

465 

38 山形大学 小野田正志 〒990-9585 

山形県山形市飯田西２-２−２ 

39 佐賀大学 尾形善康 〒849-0937 

佐賀県佐賀市鍋島 5-1-1 

40 熊本大学 興梠健作 〒860-8556 

熊本県熊本市中央区本荘 1-1-1 

41 湘南藤沢徳洲会病院 中下珠緒 〒251-0041 

神奈川県藤沢市辻堂神台 1 丁目 5 番 1

号 

42 兵庫医科大学 金澤伸雄 〒663-8501 

兵庫県西宮市武庫川町 1-1 

43 弘前大学 照井君典 〒036-8563 

青森県弘前市本町 53 
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44 鳥取大学 奥野啓介 〒683-8503 

鳥取県米子市西町 36-1 

45 大阪市立総合医療センター 外川正生 〒534-0021 

大阪府大阪市都島区都島本通 2-13-22 

46 名古屋大学 村松秀城 〒466-8550 

愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 65 

47 大阪大学 宮村能子 〒565-0871 

大阪府吹田市山田丘 2-2  

48 関西医科大学 松野良介 〒573-1010 

大阪府枚方市新町 2-5-1 

49 岩手医科大学 遠藤幹也 〒028-3695 

岩手県紫波郡矢巾町医大通り 2-1-1 

50 浜松医科大学 下山久美子 〒431-3192  

静岡県浜松市東区半田山 1-20-1 

51 大阪赤十字病院 藤野寿典 〒543-8555 

大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 5-3 0 

52 神奈川県立こども医療センター 栁町昌克 〒232-8555  

神奈川県横浜市南区六ツ川 2-138-4 

53 茨城県立こども病院 小林千恵 〒311-4145  

茨減県水戸市双葉台 3-3-1 

54 横浜市立大学 伊藤秀一 〒236-0004  

神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9 

55 岡山大学 八代将登 〒700-8558  

岡山県岡山市北区鹿田町 2-5-1 

56 香川大学 土橋浩章 〒761-0793  

香川県木田郡三木町池戸 1750-1 

57 神戸大学 山本暢之 〒650-0017  

兵庫県神戸市楠町 7-5-2 

58 大阪市立大学 時政定雄 〒545-8585  

大阪府大阪市阿倍野旭町 1-4-3 

59 大分大学 末永聡一 〒879-5593  

大分県湯布院市狭間町医大ヶ丘 1-1 

60 日本赤十字社愛知医療センター 濱麻人 〒453-8511  

愛知県名古屋市中村区道下町 3-35 

61 富山大学 篠田晃一郎 〒930-0194  

富山県富山市杉谷 2630 

62 土浦協同病院 多田憲正 〒300-0028  

茨城県土浦市おおつ野４丁目１-１ 

63 福島県立医科大学 右田清志 〒960-1247  

福島県福島市光が丘 1 番地 

 

 

 


