
令和４年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 臼井　規朗 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 小児外科 副院長

研 究 分 担 者 永田　公二 九州大学病院総合周産期母子医療センター 講　師

早川　昌弘 名古屋大学・医学部附属病院　総合周産期母子医療センター新生児部門 病院教授

奥山　宏臣 大阪大学大学院医学系研究科　小児成育外科 教　授

板倉　敦夫 順天堂大学医学部・大学院医学研究科　産婦人科学 教　授

照井　慶太 千葉大学大学院医学研究院　小児外科学 准教授

甘利昭一郎 国立研究開発法人国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター　新生児科 医　師

黒田　達夫 慶應義塾大学医学部　小児外科 教　授

廣部　誠一 東京都立小児総合医療センター 外科 院　長

渕本　康史 国際医療福祉大学医学部　小児外科 教　授

松岡健太郎 東京都立小児総合医療センター 病理診断科 部　長

野澤久美子 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 放射線科 部　長

守本　倫子 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 小児外科系専門診療部耳鼻咽喉科 診療部長

前田　貢作 国立大学法人神戸大学 大学院医学研究科 小児外科学分野 医学研究員

肥沼　悟郎 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 小児内科系専門診療部呼吸器科 診療部長

二藤　隆春 埼玉医大総合医療センター　耳鼻咽喉科 准教授

藤野　明浩 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 小児外科系専門診療部小児外科 診療部長

小関　道夫 岐阜大学医学部附属病院 小児科 講　師

平林　　健 弘前大学医学部附属病院　小児外科 准教授

渡邉　航太 慶應義塾大学医学部　整形外科 准教授

中島　宏彰 名古屋大学医学部附属病院　整形外科 講　師

小谷　俊明 聖隷佐倉市民病院 整形外科 副院長

鈴木　哲平 国立病院機構神戸医療センター　リハビリテーション科 部　長

山口　　徹 福岡市立こども病院　整形外科 医　師

佐藤　泰憲 慶應義塾大学 医学部　病院臨床研究推進センター（CTR）生物統計部門 准教授

研 究 協 力 者 近藤　琢也 九州大学大学院医学研究院　共同研究部門 助　教

河野　　淳 九州大学病院救命救急センター 助　教

永田　　弾 九州大学大学院医学研究院　成長発達医学分野(小児循環器) 講　師

井上　晋介 九州大学大学院医学研究院　成長発達医学分野(新生児) 助教講師

増本　幸二 筑波大学医学医療系　小児外科 教　授

神保　教広 筑波大学医学医療系　小児外科 講　師

矢崎　悠太 順天堂大学医学部　小児外科 助　教

岡崎　任晴 順天堂大学医学部浦安病院　小児外科 教　授

山本　祐華 順天堂大学医学部　産婦人科 准教授

奥主健太郎 千葉大学大学院医学研究院　小児科 助　教

呼吸器系先天異常疾患の診療体制構築とデータベースおよび診療ガイドラインに基づいた医療水準向上
に関する研究班



研 究 協 力 者 左合　治彦 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター センター長

金森　　豊 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 小児外科系専門診療部小児外科 診療部長

丸山　秀彦 国立研究開発法人国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター　新生児科 医　長

米田　康太 国立研究開発法人国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター　新生児科 医　師

諫山　哲哉 国立研究開発法人国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター　新生児科 診療部長

小林　　徹
国立研究開発法人国立成育医療研究センター　臨床研究センターデータサイエンス部
門

部門長

桐野　浩輔
国立研究開発法人国立成育医療研究センター　臨床研究センターデータサイエンス部
門

専門職

豊島　勝昭 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 新生児科 部　長

勝又　　薫 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 新生児科 医　員

斎藤　朋子 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 新生児科 医　長

青木　宏諭 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 新生児科 研究員

川瀧　元良 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 新生児科 非常勤医師

矢本　真也 静岡県立こども病院 小児外科 医　長

浅沼  賀洋 静岡県立こども病院 新生児科 医　長

児玉　洋平 静岡県立こども病院 新生児科 副医長

伊藤　美春 名古屋大学大学院医学研究科小児科学 特任助教

佐藤　義朗 名古屋大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター新生児部門 講　師

鈴木　俊彦 名古屋大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター新生児部門 病院助教

谷口　顕信 名古屋大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター新生児部門 病院助教

三浦　良介 名古屋大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター新生児部門 医員

金　　聖和 京都府立医科大学 小児外科 助　教

稲村　　昇 近畿大学医学部　小児科学教室 准教授

小池　勇樹 三重大学病院 小児外科 講　師

横井　暁子 兵庫県立こども病院　小児外科 部　長

清水　義之 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 集中治療科 副部長

望月　成隆 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 新生児科 副部長

石井陽一郎 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 小児循環器科 副部長

梅田　　聡 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 小児外科 医　長

白石　真之 大阪大学理学研究科研究協力係 図書職員

遠藤　誠之 大阪大学大学院医学系研究科　生命育成看護科学講座 教　授

味村　和哉 大阪大学大学院医学系研究科　産婦人科 助　教

川西　陽子 大阪大学大学院医学系研究科　産婦人科 助　教

藤井　　誠 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 特任助教

田附　裕子 大阪大学大学院医学系研究科　小児成育外科 准教授

正畠　和典 大阪大学大学院医学系研究科　小児成育外科 助　教

荒堀　仁美 大阪大学大学院医学系研究科　小児科（新生児） 助　教

石井　　良 大阪大学大学院医学系研究科　小児科（小児循環器） 助　教

田中　水緒 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 病理診断科 医　長

高桑　恵美 北海道大学病院　病理診断科 医　員



研 究 協 力 者 下島　直樹 東京都立小児総合医療センター　外科 医　長

梅山　知成 聖路加国際病院小児外科 医　員

山岸　徳子 慶應義塾大学医学部　小児外科 助　教

城崎　浩司 慶應義塾大学医学部　小児外科 助　教

前田悠太郎 慶應義塾大学医学部　小児外科 助　教

伊藤よう子 慶應義塾大学医学部　小児外科 助　教

梅山　知成 慶應義塾大学医学部　小児外科 助　教

田波　　穣 埼玉県立小児医療センター 放射線科 医　長

岡部　哲彦 横浜市立大学・放射線診断学 助　教

大野　通暢 さいたま市立病院　小児外科 部　長

渡邉　美穂 大阪大学大学院医学系研究科　小児成育外科 助　教

出口　幸一 大阪大学大学院医学系研究科　小児成育外科 助　教

津川　二郎 社会医療法人愛仁会高槻病院 小児外科 部　長

小野　　滋 自治医科大学医学部　小児外科 教　授

岸本　　曜 京都大学医学部　耳鼻咽喉科 特定病院助教

森田　圭一 兵庫県立こども病院　小児外科 医　長

橋本亜矢子 静岡県立こども病院 耳鼻咽喉科 医　長

小山　　一 東京大学医学部　耳鼻咽喉科 助　教

小林　久人 慶應義塾大学医学部　小児科 助　教

小栗　沙織 慶應義塾大学医学部　小児科 医　師

船田　桂子 国立成育医療研究センター　小児内科系専門診療部呼吸器科 医　員

玉井　直敬 国立成育医療研究センター　小児内科系専門診療部呼吸器科 医　員

高田　菜月 岐阜県立総合医療センター　耳鼻咽喉科 医　員

原　真理子 国立成育医療研究センター　小児外科系専門診療部耳鼻咽喉科 医　員

小河　邦雄 国立成育医療研究センター　政策科学研究部 共同研究員

山崎むつみ 静岡県立静岡がんセンター　医学図書館 図書館員

鈴木　博道 国立成育医療研究センター　政策科学研究部 共同研究員

岩中　　督 東京大学医学部　小児外科 名誉教授

森川　康英 国際医療福祉大学　小児外科 病院教授

野坂　俊介 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 統括部長

上野　　滋 社会医療法人岡村一心堂病院 非常勤医師

木下　義晶 新潟大学大学院　小児外科 教　授

藤村　　匠 NHO埼玉病院　小児科・小児外科 小児外科部長

金森　洋樹 慶應義塾大学医学部　小児外科 助　教

梅澤　明弘 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 再生医療センター センター長

出家　亨一 埼玉県立小児医療センター　外科 医　員

加藤　源俊 慶應義塾大学医学部　小児外科 助　教

山田　洋平 慶應義塾大学医学部　小児外科 講　師

義岡　孝子 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 病理診断部 統括部長



研 究 協 力 者 小林　　完 弘前大学医学部附属病院　小児外科 助　教

髙橋　正貴 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  細胞医療研究部 研究員

藤雄木亨真 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  小児外科系専門診療部小児外科 医　員

渡辺栄一郎 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  小児外科系専門診療部小児外科 医　員

橋詰　直樹 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  小児外科系専門診療部小児外科 専門修練医

齋藤　　健 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  小児外科系専門診療部小児外科 専門修練医

小関　元太 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  小児外科系専門診療部小児外科 専門研修医

狩野　元宏 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  小児外科系専門診療部小児外科 医　員

山本　裕輝 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  小児外科系専門診療部小児外科 医　員

森　禎三郎 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  細胞医療研究部 研究員

阿部　陽友 東京都立小児総合医療センター　外科 医　師

川上　紀明 一宮西病院　整形外科脊椎外科 部　長

山元　拓哉 日本赤十字社鹿児島赤十字病院　第二整形外科 部　長

出村　　諭 金沢大学医学部　　整形外科 講　師

檜井　栄一 金沢大学医薬保健研究域薬学系薬理学研究室 准教授

今釜　史郎 名古屋大学大学院　整形外科 教　授

村上　秀樹 岩手医科大学 整形外科 准教授

柳田　晴久 福岡こども病院　整形脊椎外科 科　長

渡辺　　慶 新潟大学医歯学総合病院　整形外科 講　師

宇野　耕吉 国立病院機構神戸医療センター 整形外科 院　長


