一般社団法人日本子ども虐待医学会(JaMSCAN) 平成29年度代議員名簿
氏

名

学会役職

専 門 科

所

相田 典子

放射線科

神奈川県立こども医療センター

足立 晋介

小児科

荒木 尚

脳神経外科

安 炳文
池宮 美佐子
石倉 亜矢子
泉 維昌
市川 光太郎
井上 登生

理事長
（常務理事）

役

職

郵便番号

所

在

地

電

話

ＦＡＸ番号

部長

232-8555 神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4

045-711-2351

045-721-3324

市立福知山市民病院

小児科医長

620-8505 京都府福知山市厚中町231番地

0773-22-2101

0773-22-6181

埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター

准教授

350-8550 埼玉県川越市鴨田1981番地

049-228-3400

小児救急医学

京都第一赤十字病院 救急科

副部長

605-0981 京都市東山区本町15-749

075-561-1121

小児科

大阪市保健所

医務主幹

551-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000
あべのメデックスビル10F

06-6647-0959

06-6647-0803

小児科

函館中央病院

医長

040-8585 北海道函館市本町33-2

0138-52-1231

0138-54-7520

小児科

茨城県立こども病院

小児総合診療部長兼小児総合診療科長

311-4145 茨城県水戸市双葉台3−3−1

029-254-1151

029-254-2382

小児救急医学

北九州市立八幡病院 小児救急センター

病院長

805-8534 福岡県北九州市八幡東区西本町4-18-1

093-662-6565

093-662-1796

075-561-6308

発達行動小児科学 医療法人 井上小児科医院

院長

871-0027 大分県中津市上宮永友の町13−4

0979-22-0524

0979-22-3175

岩原 香織

歯科法医学

日本歯科大学 生命歯学部 歯科法医学講座

准教授

102-8159 東京都千代田区富士見1-9-20

03-3261-5716

03-5216-3727

上野 滋

小児外科

東海大学 医学部 小児外科

教授

259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143

0463-93-1121

0463-95-6491

内ケ崎 西作

法医学

日本大学医学部社会医学系法医学分野

診療教授（准教授）

173-8610

03-3972-8111

03-3958-7776

小穴 愼二

小児科

国立病院機構西埼玉中央病院

成育部長・小児科部長

359-1151 埼玉県所沢市若狭2-1671

04-2948-1111

04-2948-1121

小児科

医療法人社団ハーティ友育Tieおかだこどもの森クリニック

院長

344-0011 埼玉県春日部市藤塚1225

048-745-7722

048-745-7723

児童精神科

大阪府衛生会付属診療所

569-1041 大阪府高槻市奈佐原955

072-696-3351

072-696-3351

岡田 邦之

理事

属
放射線科

理事

岡本 正子

東京都板橋区大谷口上町30-1

小川 厚

理事

小児科

福岡大学筑紫病院 小児科

教授

818-8502 福岡県筑紫野市俗明院1−1−1

092-921-1011

092-928-3890

小熊 栄二

理事

放射線科

埼玉県立小児医療センター

科長兼部長

330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

048-601-2200

048-601-2201

小児科
国立研究開発法人国立成育医療研究センター病院
子どもの心の専門
こころの診療部
医

部長

157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1

03-3416-0181

03-3416-2222

勝連 啓介

小児科・小児精神科名護療育医療センター

診療部長

905-0006 沖縄県名護市宇茂佐1765

0980-52-0957

0980-53-1351

加藤 治子

産婦人科

阪南中央病院 婦人科

前部長

580-0023 大阪府松原市南新町3-3-28

072-333-2100

072-335-2005

加藤 雅江

医療ソーシャルワーカー

杏林大学病院

181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

0422-47-9659

加藤 美穂子

脳神経外科

あいち小児保健医療総合センター

脳神経外科部長

474-8710 愛知県大府市森岡町七丁目426番地

0562-43-0500

0562-43-0513

小児外科

公益財団法人 茨城県総合健診協会

会長

310-8501 茨城県水戸市笠原町489-5

029-241-0011

奥山 眞紀子

金子 道夫

副理事長
（常務理事）

理事

神薗 淳司

小児科

北九州市立八幡病院 小児救急センター

小児科主任部長
小児救急センター長

805-0061 福岡県北九州市八幡東区西本町4-18-1

093-662-6565

093-662-1796

亀岡 智美

児童精神科

兵庫県こころのケアセンター

副センター長兼研究部長

651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2

078-200-3010

078-200-3017

木下 あゆみ

小児科

（独）国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター

育児支援対策室長

765-8507 香川県善通寺市仙遊町2-1-1

0877-62-1000

0877-62-6311

栗原 八千代

小児科

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院小児科

小児科主任医長

241-0811 神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1

045-366-1111

045-366-1190

小杉 恵

児童精神科

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

子どものこころの診療科主任部長

594-1101 大阪府和泉市室堂町840

0725-56-1220

0725-56-5682

小谷 泰一

法医学

京都大学大学院 医学研究科 法医学講座

准教授

606-8501 京都市左京区吉田近衛町

075-753-4474

075-761-9591

小西 央郎

小児科

独立行政法人 労働者健康安全機構
中国労災病院

小児科部長

737-0193 広島県呉市広多賀谷1-5-1

0823-72-7171

0823-74-0371

小橋 孝介

小児神経科

松戸市立病院小児医療センター 小児科

医長

271-8511 千葉県松戸市上本郷4005

047-363-2171

047-363-2189

小林 美智子

小児科

子どもの虹情報研修センター

顧問

245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町983

045-871-8011

045-871-8091

酒詰 忍

小児科

国立病院機構 金沢医療センター

小児科部長

920-8650 石川県金沢市下石引1番1号

076-262-4161

076-222-2758

佐藤 拓代

理事

小児科・公衆衛生

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

母子保健調査室長

594-1101 大阪府和泉市室堂町840

0725-56-1220

0725-56-5682

佐藤 喜宣

監事

法医学

杏林大学 医学部 法医学教室

名誉教授

186-8611 東京都三鷹市新川6-20-2

0422-42-7953

0422-42-7953

白石 裕子

理事

准教授

144-8535 東京都大田区西蒲田5-23-22

03-6424-2126

03-6424-2126

085-8512 北海道釧路市新栄町21-14

0154-22-7171

小児看護学

東京工科大学 医療保健学部 看護学科

杉田 まゆみ

看護師

釧路赤十字病院

杉谷 雅人

脳神経外科

相模原協同病院 総合内科

診療部長

252-5188 神奈川県相模原市緑区橋本2-8-18

042-772-4291

042-771-6709

杉山 登志郎

児童精神科

浜松医科大学 児童青年期精神医学講座

特任教授

431-3129 静岡県浜松市東区半田山1-20-1

053-435-2058

053-435-3621

仙田 昌義

小児科

国保旭中央病院 小児科

部長

289-2511 千葉県旭市イの1326

0479-63-8111

0479-63-8580

田口 めぐみ

小児科

横浜市南部児童相談所

横浜市こども青少年局 担当課長
南部児童相談所 医務担当係長

235-0045 横浜市磯子区陽光台3-18-29

045-831-4735

045-833-9828

児童精神科

横浜市中央児童相談所

横浜市こども青少年局 担当部長
中央児童相談所 医務担当課長

045-260-6510

045-262-4155

小児科

神奈川県立こども医療センター 総合診療科

医長

232-8555 神奈川県横浜市南区六ッ川2-138-4

045-711-2351

045-721-3324

田﨑 みどり

理事

田上 幸治

232-0024 横浜市南区浦舟町3-44-2

都築 民幸

理事

歯科法医学

日本歯科大学 生命歯学部 歯科法医学講座

教授

102-8159 東京都千代田区富士見1-9-20

03-3261-5716

03-5216-3727

友田 明美

理事

小児科

福井大学子どものこころの発達研究センター

教授

910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

0776-61-8691

0776-61-8678

長嶋 達也

脳神経外科

兵庫県病院局

病院事業管理者

650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

078-362-3234

永瀬 裕朗

小児科

神戸大学医学部附属病院 親と子の心療部

講師

650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2

078-382-6090

078-382-6099

西田 志穗

小児看護学

共立女子大学 看護学部

准教授

101-0051 東京都千代田区神田神保町3-27（3号館）

03-3237-5826

03-3237-5831

主田 英之

法医学

兵庫医科大学 法医学

講師

663-8501 兵庫県西宮市武庫川町１−１

0798-45-6578

藤林 武史

精神科

福岡市こども総合相談センター

所長

810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2-1-28

092-832-7100

092-832-7830

舟橋 敬一

理事

児童精神科

埼玉県立小児医療センター 精神科

科長兼副部長

330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

048-601-2200

048-601-2201

星野 崇啓

児童精神科

さいたま子どものこころクリニック

院長

336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門875-5

048-812-3177

毎原 敏郎

小児科

兵庫県立尼崎総合医療センター

小児科科長

660-8550 兵庫県尼崎市東難波町2-17-77

06-6480-7000

06-6480-7001

松岡 太郎

理事

小児科

豊中市保健所

所長

561-0881 大阪府豊中市中桜塚4-11-1

06-6152-7307

06-6152-7328

松田 博雄

監事

小児科

子どもの虐待防止センター

理事長

260-8701 千葉県千葉市中央区大巌寺町200

043-265-7331

043-265-8310

丸山 朋子

小児科

地方独立行政法人 大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

小児科医長

558-8558 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56

06-6692-1201

06-6606-7000

溝口 史剛

小児科

群馬県前橋赤十字病院 小児科

副部長

371-0014 群馬県前橋市朝日町3-21-36

027-224-4585

027-243-3380

光田 信明

産婦人科

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

総括診療局長

594-1101 大阪府和泉市室堂町840

0725-56-1220

0725-56-5682

美作 宗太郎

理事

宮坂 実木子
宮本 信也

副理事長
（常務理事）

村田 祐二

理事

本山 景一
柳川 敏彦
山崎 嘉久
山田 不二子

理事

法医学

秋田大学大学院 医学系研究科 法医科学講座

教授

010-8543 秋田県秋田市本道1-1-1

018-884-6094

018-836-2610

放射線科

国立研究開発法人国立成育医療研究センター病院
放射線診療部

医長

157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1

03-3416-0181

03-5494-7909

小児科

白百合女子大学

教授

182-8525 東京都調布市緑ヶ丘1-25

03-3326-5050

救急科・小児科

仙台市立病院

副院長

982-8502 宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1

022-308-7111

022-308-7153

小児科

埼玉県立小児医療センター 救急診療科・集中治療科

医長

330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

048-601-2200

048-601-2201

小児科

和歌山県立医科大学 保健看護学部

教授

641-0011 和歌山県和歌山市三葛580

073-446-6700

073-446-6720

小児科

あいち小児保健医療総合センター 総合診療部

部長兼保健センター保健室長

474-8710 愛知県大府市森岡町尾坂田1-2

0562-43-0500

0562-43-0513

医療法人社団三彦会 山田内科胃腸科クリニック

副院長

259-1145 神奈川県伊勢原市板戸897-1-101

0463-91-2826

0463-91-9206

講師

602ｰ8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 075ｰ251ｰ5541

075ｰ251ｰ5544

理事兼事務局長 内科
（常務理事）

山中 巧

脳神経外科

京都府立医科大学

山本 伊佐夫

歯科法医学

神奈川歯科大学大学院 災害医療歯科学講座法医歯科学 講師

238-8580 神奈川県横須賀市稲岡町82

046-822-8863

046-822-8863

山本 英一

小児科

愛媛県立中央病院

主任部長

790-0024 愛媛県松山市春日町83

089-947-1111

089-943-4136

横井 広道

小児整形外科

（独）国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター

小児整形外科医長

765-8507 香川県善通寺市仙遊町2-1-1

0877-62-1000

0877-62-6311

米山 法子

小児科

秋田市立秋田総合病院

小児科医長

010-0933 秋田県秋田市川元松丘町4-30

018-823-4171

018-866-7026

渡邉 智子

産婦人科

丸山産婦人科医院

院長

380-0822 長野県長野市南千歳町982

026-226-4484

026-224-8683

渡部 誠一

小児科

土浦協同病院 小児科

副院長

300-0053 茨城県土浦市真鍋新町11−7

029-823-3111

029-823-1160

