
〒 施設住所 施設名 診療科 診療責任者

060-0033 北海道札幌市中央区北3条東８ 札幌厚生病院 小児科 高橋　美智子

088-1195 北海道厚岸郡厚岸町住の江１－１ 町立厚岸病院 小児科 佐々木　暢彦

093-0076 北海道網走市北6条西1丁目9番地 網走厚生病院 小児科 佐々木　吉明

020-0133 岩手県盛岡市青山町1-25-1 盛岡医療センター 小児科 佐々木　美香

028-3694 岩手県紫波郡矢巾町医大通1-1-1 岩手医科大学 小児科学講座 塩畑　健

989-3126 宮城県仙台市青葉区落合4-3-17 宮城県立こども病院 総合診療科・消化器科 虻川　大樹

010-1495 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢２２２－１ 秋田赤十字病院 小児科 土田　聡子

010-8543 秋田県秋田市本道一丁目１－１ 秋田大学医学部附属病院 小児科 野口　篤子

305-8576 茨城県つくば市天王台2-1-1 筑波大学附属病院 小児内科 今川　和生

305-0008 茨城県つくば市流星台38-3 流星台こどもクリニック 小児科 工藤　豊一郎

306-0433 茨城県猿島郡境町2190 茨城西南医療センター病院 小児科 長谷川　誠

311-4145 茨城県水戸市双葉台3-3-1 茨城県立こども病院 小児消化器肝臓科 齊藤　博大

329-0498 栃木県下野町薬師寺3311-1 自治医科大学 移植外科 眞田　幸弘

329-0498 栃木県下野町薬師寺3311-1 自治医科大学 小児科 熊谷　秀規

371-8511 群馬県前橋市昭和町３丁目３９－２２ 群馬大学 小児科 石毛　崇

330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2 埼玉県立小児医療センター 消化器・肝臓科 岩間　達

330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2 埼玉県立小児医療センター 移植センター 水田　耕一

343-8555 埼玉県越谷市南越谷2-1-50 獨協医大埼玉医療センター 小児外科 重田　孝信

261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺3-31-1 千葉市立海浜病院 小児科 金澤　正樹

266-0007 千葉県千葉市緑区辺田町579-1 千葉県こども病院 代謝科 村山　圭

270-0161 千葉県流山市鰭ケ崎１−１ 千葉愛友会記念病院 小児科 長谷川　敦子

113-8431 東京都文京区本郷３丁目１－３ 順天堂大学医学部 小児科 鈴木　光幸

113-8655 東京都文京区本郷7-3-1　臨床研究棟A  7階 東京大学大学院医学系研究科 小児外科 小西　健一郎
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153-8515 東京都目黒区大橋2-22-36 東邦大学医療センター大橋病院 小児科 清水　教一

157-8535 東京都世田谷区大蔵２丁目１０－１ 国立成育医療センター 消化器科 伊藤　玲子

157-8535 東京都世田谷区大蔵２丁目１０－１ 国立成育医療センター 臓器移植センター 福田　晃也

160-0023 東京都新宿区西新宿６－７－１ 東京医科大学病院 小児科 河島　尚志

160-8582 東京都新宿区信濃町３５番地 慶應義塾大学医学部　 小児外科 星野　健

162-8666 東京都 新宿区 河田町 8-1 東京女子医科大学 小児科 永田　智

230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科 乾　あやの

232-8555 神奈川県横浜市南区六ツ川２丁目１３８－４ 神奈川県立こども医療センター 外科 新開　真人

245-0006 神奈川県横浜市泉区西が岡1-28-1 国際親善総合病院 小児科 和田　宏来

920-0265 石川県河北郡内灘町大学1-1 金沢医科大学 小児外科 岡島　英明

920-8641 石川県金沢市宝町13-1 金沢大学医薬保健研究域医学系 小児科 宇佐美　雅章

390-0802 長野県松本市旭３－１－１ 信州大学医学部附属病院 小児科 中山　佳子

438-8550 静岡県磐田市大久保512-3 磐田市立総合病院 小児科 白井　眞美

460-0017 愛知県名古屋市中区松原２－１７－５ 医療法人桂名会 大須病院 小児科 水谷　文彦

464-8547 愛知県名古屋市千種区若水1-2-23 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 小児科 遠藤　剛

467-8602 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 名古屋市立大学病院 新生児・小児医学分野 伊藤　孝一

510-8567 三重県四日市市芝田２丁目２－３７ 市立四日市病院 小児科 太田　隆徳

514-8507 三重県津市江戸橋2丁目174 三重大学医学部 消化管・小児外科 内田　恵一

606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町54 京都大学医学部附属病院 小児科 日衛嶋　榮太郎

606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町54 京都大学医学部附属病院 小児外科 岡本　竜弥

550-0006 大阪府大阪市西区江之子島2-1-54 日本生命病院 小児科 中長　摩利子

560-8565 大阪府豊中市柴原町4丁目14-1 市立豊中病院 小児科 安田　紀恵

562-0014 大阪府箕面市萱野５－７－１ 箕面市立病院 小児科 長谷川　泰浩

563-8510 大阪府池田市城南3-1-18 市立池田病院 小児科 尾崎　由和

565-0871 大阪府吹田市山田丘2番15号 大阪大学医学部付属病院 小児外科 上野　豪久

565-0871 大阪府吹田市山田丘2番15号 大阪大学医学部付属病院 小児科 木村　武司



569-8686 大阪府高槻市大学町2-7 大阪医科薬科大学 小児科 梶　恵美里

594-1101 大阪府和泉市室堂町840 大阪母子医療センター 消化器・内分泌科 恵谷　ゆり

641-8510 和歌山市紀三井寺811番地1 和歌山県立医科大学 小児科 徳原　大介

660-8550 兵庫県尼崎市東難波町2-17-77 兵庫県立尼崎総合医療センター 小児外科 岡本　晋弥

663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1-1 兵庫医科大学 小児科 奥田　真珠美

664-8540 兵庫県伊丹市昆陽池1-100 市立伊丹病院 小児科 小西　暁子

630-0293 奈良県生駒市乙田町1248-1 近畿大学奈良病院 小児科 虫明　聡太郎

683-8504 鳥取県米子市西町36-1 鳥取大学医学部 小児科 村上　潤

708-0841 岡山県津山市川崎1756 津山中央病院 小児科 梶　俊策

730-8562 広島県広島市中区大手町3-4-27 中電病院 小児外科 秋山　卓士

745-8522 山口県周南市孝田町 1-1 徳山中央病院 小児科 内田　正志

761-0701 香川県木田郡三木町池戸１７５０－１ 香川大学医学部附属病院 小児科 近藤　園子

804-0025 福岡県北九州市戸畑区福柳木1-3-33 戸畑総合病院 小児科 梶原　康巨

812-0054 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 九州大学 小児外科 松浦　俊治

813-0017 福岡市香椎照葉5-1-1 福岡市立こども病院 小児外科 林田　真

830-0011 福岡県久留米市旭町67番地 久留米大学病院 小児科 水落　建輝

849-8501 佐賀県佐賀市鍋島町５－１－１ 佐賀大学医学部附属病院 小児科 垣内　俊彦

861-8520  熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1 熊本赤十字病院 小児科 髙木　祐吾

866-8533 熊本県八代市竹原町1670 熊本労災病院 院長 猪股　裕紀洋

869-5461 熊本県芦北郡芦北町大字芦北2813 くまもと芦北療育医療センター 小児科 木村　昭彦


