
 

 

初代 東日本大震災小児医療復興新生事務局 構成員（2013 年 3月 25 日 撮影） 

 

前列左より 

岩手県立大船渡病院 副院長 渕向 透 

岩手県医療局 医師支援推進室 参与 細川 孝夫（初代事務局長） 

宮城県医療整備課 地域医療班 主事 二宮 雄大 

福島県保健福祉部 地域医療課 主幹（兼）副課長（地域医療担当） 下重 修 

 

後列左より 

岩手県医療局 医師支援推進室 医師支援推進監 今野 秀一 

宮城県保健福祉部 医療整備課兼障害福祉課 医療政策専門監 大久保 久美子 

福島県保健福祉部 地域医療課 主任主査（医師確保担当） 本多 由美子 

東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部 齊藤 修 

  



 

 

第 2代 東日本大震災小児医療復興新生事務局 構成員（2014 年 6月 10 日 撮影） 

 

前列左より 

公立相馬総合病院 小児科 伊藤 正樹 

岩手県医療局 医師支援推進室 医師支援推進担当課長 高橋 幸代（第 2代事務局長） 

宮城県保健福祉部 医療整備課 企画推進班 主事 菅原 奈美 

 

後列左より 

福島県保健福祉部 地域医療課 主任主査（医師確保担当） 國分 透 

福島県保健福祉部 地域医療課 地域医療センター 主幹 湯田 保 

岩手県医療局 医師支援推進室 参与 三田 崇雄 

岩手県立大船渡病院 副院長 渕向 透 

東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部 齊藤 修 

 

 

 



 

第 3代 東日本大震災小児医療復興新生事務局 構成員（2015 年 6月９日 撮影） 

 

前列左より 

宮城県保健福祉部 医療整備課 企画推進班 主事 菅原 奈美 

岩手県医療局 医師支援推進室 医師支援推進担当課長 福士 昭（第 3代事務局長） 

福島県保健福祉部 地域医療課 主任主査（医師確保担当） 國分 透 

 

 

後列左より 

東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部 齊藤 修 

公立相馬総合病院 小児科 伊藤 正樹 

岩手県立大船渡病院 副院長 渕向 透 

宮城県保健福祉部 医療整備課 課長補佐（企画推進班長） 鈴木 清英 

岩手県医療局 医師支援推進室 医師支援推進監 佐々木 勝広 

岩手県医療局 医師支援推進室 参与 三田 崇雄 

 

 

 

 



 

第 4代 東日本大震災小児医療復興新生事務局 構成員（2016 年 7月 8日 撮影） 

 

左より 

宮城県保健福祉部医療整備課 地域医療第一班 主事  源間 智子 

宮城県保健福祉部医療整備課 地域医療第一班 課長補佐（班長） 佐藤 顕一 

宮城県保健福祉部医療整備課 地域医療第二班 主事  熊倉 光 

岩手県医師支援推進室 参与     山本 昭 

岩手県医師支援推進室 医師支援推進担当課長   福士 昭 

（第 3 代 事務局代表） 

福島県保健福祉部 地域医療課 医療人材対策室 主任主査  國分 透 

福島県保健福祉部 地域医療支援センター 主幹   湯田 保 

  



 

第 5代 東日本大震災小児医療復興新生事務局 構成員（2017 年 7月 13 日 撮影） 

 

前列左より 

福島県保健福祉部 医療人材対策室 主任主査（医療人材担当） 十文字高志 

岩手県医師支援推進室 医師支援推進担当課長（第 4 代代表）  多賀 聡 

宮城県保健福祉部医療政策課 課長補佐（班長）   須藤 敬行 

岩手県医師支援推進室 参与     山本 昭 

 

後列左より 

宮城県保健福祉部医療政策課 地域医療第二班 主査  羽柴 功子 

岩手県立大船渡病院 副院長     渕向 透 

埼玉医科大学総合医療センター 小児科    板倉 隆太 

東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部   齊藤 修 

公立相馬総合病院 小児科     伊藤 正樹 

  



 

第 6代 東日本大震災小児医療復興新生事務局 構成員（2018 年 7月 20 日 撮影） 

 

前列左より 

宮城県保健福祉部医療政策課 地域医療第二班 主査  羽柴 功子 

宮城県保健福祉部医療政策課 課長補佐（班長）   渡辺 昭広 

岩手県医師支援推進室 医師支援推進担当課長（第 5 代代表）  髙橋 新吾 

福島県保健福祉部 医療人材対策室 主幹    佐久間止揚 

福島県保健福祉部 医療人材対策室 主任主査（医療人材担当） 十文字高志 

 

後列左より 

公立相馬総合病院 小児科     伊藤 正樹 

岩手県立大船渡病院 小児科     大津 修 

岩手県医師支援推進室 参与     山本 昭 

埼玉医科大学総合医療センター 小児科    板倉 隆太 

東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部   齊藤 修 

 

 

 

 



 

第 7代 東日本大震災小児医療復興新生事務局 構成員（2019 年 7月 8日 撮影） 

 

前列左より 

宮城県保健福祉部医療政策課 地域医療第二班 主任主査   石本 晴美 

東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部   齊藤 修 

岩手県立大船渡病院 院長     渕向 透 

岩手県医師支援推進室 医師支援推進担当課長（第 5 代代表）  髙橋 新吾 

岩手県医師支援推進室 特命参事    千葉 雅弘 

福島県保健福祉部 医療人材対策室 主幹    佐久間止揚 

 

後列左より 

宮城県保健福祉部医療政策課 課長補佐（班長）   渡辺 昭広 

独立行政法人国立病院機構災害医療センター（オブザーバー）  上吉原良実 

埼玉医科大学総合医療センター 小児科    板倉 隆太 

公立相馬総合病院 副院長     伊藤 正樹 

福島県保健福祉部 医療人材対策室 主査    岡部 安志 

 


