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産科医療補償制度原因分析委員会部会 委員一覧 
 

【第一部会委員】 

 名 前 所属・役職 

部会長 下屋 浩一郎 川崎医科大学 産婦人科学 1 主任教授 

委員 梅原 永能 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 産科 部長 

 香川 秀之 
独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 

副院長 産婦人科部長 

 武知 公博 公立昭和病院 産婦人科 部長 

 田嶋 敦 杏林大学 産科婦人科 准教授 

 林 周作 
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 副部長 

 前田 和寿 国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 副院長 

 

 
前村 俊満 東邦大学医療センター大森病院 産婦人科 准教授 

 吉里 俊幸 久留米大学 医学部 産婦人科学講座 教授 

 長谷川 久弥 東京女子医科大学 東医療センター新生児科 教授 

 山南 貞夫 川口市立医療センター 小児科 

 葛西 圭子 東京都立大学 客員准教授 

 増田 聖子 増田・横山法律事務所 

 加々美 光子 加々美法律事務所 

  



【第二部会委員】 

 名 前 所属・役職 

部会長 鈴木 俊治 日本医科大学 女性診療科・産科 主任教授 

委員 青木 茂 
横浜市立大学附属市民総合医療センター 

総合周産期母子医療センター 担当部長 准教授 

 木村 聡 
医療法人社団ＭＡＭＭＹ１０１０ 木村産科・婦人科 

院長 理事長 

 輿石 太郎 医療法人はぐくみ はぐくみ母子クリニック 理事長 

 中田 雅彦 学校法人東邦大学 医学部 産科婦人科学講座 教授 

 西田 欣広 国立大学法人大分大学 医学部 産科婦人科学講座 准教授 

 福嶋 恒太郎 福嶋クリニック 副院長 

 古川 誠志 
社会医療法人河北医療財団 

河北総合病院 地域周産期センター 準備室長 

 山下 隆博 
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 

総合母子保健センター 愛育病院 副院長 産婦人科部長 

 國方 徹也 
学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院 

小児科（新生児科） 教授 

 廣間 武彦 
地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立こども病院 

総合周産期母子医療センター長 兼 新生児科部長 

 安達 久美子 
東京都公立大学法人 東京都立大学 

人間健康科学研究科 看護科学域 助産学専攻科 教授 

 黒木 聖士 黒木聖士法律事務所 

 木﨑 孝 兼子・岩松法律事務所 

  



【第三部会委員】 

 名 前 所属・役職 

部会長 関沢 明彦 学校法人昭和大学 医学部 産婦人科学講座 主任教授 

委員 遠藤 勝英 医療法人修英会 遠藤産婦人科医院 院長 

 亀井 良政 埼玉医科大学病院 産婦人科教授・運営責任者 

 亀谷 英輝 大阪府済生会吹田病院 産婦人科統括部長・周産期センター長 

 菊池 昭彦 
埼玉医科大学総合医療センター 

産婦人科・総合周産期母子医療センター 教授 

 黒牧 謙一 蕨市立病院 副院長 

 田中 利隆 順天堂大学医学部附属静岡病院 産婦人科 准教授 

 兵藤 博信 東京都立墨東病院 産婦人科 部長 

 藤田 恭之 九州大学病院 総合周産期母子医療センター 講師 

 中西 秀彦 
北里大学医学部附属新世紀医療開発センター 

先端医療領域開発部門 新生児集中治療学 教授 

 細野 茂春 
自治医科大学附属さいたま医療センター 

周産期科新生児部門 教授 

 川端 信子 ＪＲ東京総合病院 看護師長 

 五十嵐 裕美 西荻法律事務所 

 米村 俊彦 加藤法律事務所 

  



【第四部会委員】 

 名 前 所属・役職 

部会長 上塘 正人 鹿児島市立病院 総合周産期母子医療センター 産婦人科 部長 

委員 飯塚 美徳 千葉市立海浜病院 産科 統括部長 

 池田 申之 産科婦人科舘出張佐藤病院 副院長 

 喜多 伸幸 滋賀医科大学 臨床看護学講座 母性看護学・助産学 教授 

 倉林 工 新潟市民病院 産科部長 患者総合支援センター長 

 小林 康祐 
地方独立行政法人総合病院 国保旭中央病院 

産婦人科 主任部長 

 小松 篤史 
日本大学医学部附属板橋病院 

産婦人学系産婦人科学分野 准教授 

 谷垣 伸治 
杏林大学 医学部 産科婦人科学教室 教授 

総合周産期母子医療センター長 

 早田 桂 
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 

産科・婦人科学教室 講師 

 近藤 乾 土浦協同病院 新生児科 

 星 順 社会福祉法人 埼玉医大福祉会 カルガモの家 施設長 

 砥石 和子 医療法人社団九折会 成城木下病院 師長 

 大森 夏織 東京南部法律事務所 

 金田 朗 金田法律事務所 

  



【第五部会委員】 

 名 前 所属・役職 

部会長 村越 毅 
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院 聖隷浜松病院 

産婦人科・総合周産期母子医療センター 産科部長 

委員 大槻 克文 
昭和大学江東豊洲病院 周産期センター 

教授・周産期センター長・婦人科診療責任者 

 桂木 真司 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 産婦人科 教授 

 倉澤 健太郎 
横浜市立大学大学院医学研究科 

生殖生育病態医学講座（産科婦人科学） 准教授 

 竹田 純 順天堂大学医学部 産婦人科学講座 准教授 

 堤 誠司 
山形県立中央病院 産婦人科 科長 

総合周産期母子医療センター長 

 皆本 敏子 国立大学法人島根大学 産科婦人科学講座 講師 

 宮越 敬 社会福祉法人聖母会 聖母病院 産婦人科副院長 

 森田 宏紀 公益財団法人甲南会 甲南医療センター 副院長 産婦人科部長 

 清水 光政 東京都立北療育医療センター 副院長 

 高橋 尚人 東京大学医学部附属病院 小児・新生児集中治療部 教授 

 村上 明美 公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 学部長 

 松井 菜採 すずかけ法律事務所 

 中村 勝己 弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所 

  



【第六部会委員】 

 名 前 所属・役職 

部会長 石川 浩史 
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 副院長・産婦人科部長 

委員 金子 政時 宮崎大学 医学部 大学院 看護学研究科周産期分野 教授 

 塩﨑 有宏 富山大学附属病院 講師 診療准教授 

 鈴木 真 
地方独立行政法人総合病院 国保旭中央病院 産婦人科参与 

医療安全管理推進室顧問(兼務) 

 田中 宏和 香川大学 医学部 母子科学講座周産期学婦人科学 准教授 

 徳中 真由美 昭和大学 医学部 産婦人科学講座 講師 

 冨松 拓治 大阪大学 医学部 産婦人科 准教授 

 林  聡 医療法人準和会 東京マザーズクリニック 院長 

 松永 茂剛 埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科 准教授 

 伊藤 裕司 
国立研究開発法人国立成育医療研究センター 

副周産期・母性診療センター長 新生児科診療部長 

 近藤 昌敏 東京都立小児総合医療センター 副院長 

 黒川 寿美江 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 師長 

 後藤 真紀子 東池袋法律事務所 

 柴田 崇 宮澤潤法律事務所 

 

  



【第七部会委員】 

 名 前 所属・役職 

部会長 吉田 幸洋 順天堂大学医学部附属浦安病院 産婦人科 特任教授 

委員 江川 真希子 東京医科歯科大学 血管代謝探索講座 特任准教授 

 杉村 基 
国立大学法人浜松医科大学 医学部医学科 

産婦人科・家庭医療学講座 特任教授 

 鈴森 伸宏 
公立大学法人名古屋市立大学大学院 医学研究科 

産科婦人科学 病院教授 

 宗田 聡 医療法人社団 HiROO 広尾レディース 院長 

 成瀬 勝彦 奈良県立医科大学 産婦人科学教室 講師 

 前田 隆嗣 鹿児島市立病院 産婦人科 科長 

 松本 直 松本医院 副院長 

 吉田 敦 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 産婦人科 部長 

 西巻 滋 横浜市立大学附属病院 臨床研修センター 教授 

 与田 仁志 東邦大学医療センター大森病院 新生児科 教授 

 加藤 美佳 
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター 

愛育病院 看護部 LDR師長 

 須藤 隆二 須藤・大場法律事務所 

 渡辺 直大 渡辺法律事務所 

  



【部会に所属しない委員】 

 名 前 所属・役職 

委員 青木 茂樹 順天堂大学 医学部 放射線診断学講座 教授 

 堤 義之 
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 

放射線診療部 診療部長 

 森 墾 自治医科大学 医学部 放射線医学講座 教授 

 今村 理恵子 森田助産院 

 岩田 美也子 いなだ助産院 院長 

 岡本 登美子 ウパウパハウス岡本助産院 院長 

 中島 桂子 中島助産院 院長 

 中山 ひとみ 霞ヶ関総合法律事務所 

 長谷川 壽一 はやと法律事務所 

 秋葉 信幸 秋葉・高橋法律事務所 

 長野 佑紀 宮澤潤法律事務所 

 秦 奈峰子 太田秀哉法律事務所 

 


