
地方 都道府県 医療機関 医師１ 医師２ 医師３ 医師４ 医師５ 医師６

北海道 北海道 旭川厚生病院　小児科 向井徳男
北海道 旭川医科大学病院　小児科 棚橋祐典 鈴木　滋
北海道 北円山 杜のこどもクリニック 石津　桂
北海道 市立根室病院　小児科 石津　桂
北海道 北見赤十字病院　小児科 伊藤善也
北海道 札幌医科大学附属病院　小児科 鎌崎穂高
北海道 さっぽろ小児内分泌クリニック 母坪智行
北海道 札幌徳洲会病院　小児科 棚橋祐典
北海道 市立稚内病院　小児科 鈴木　滋
北海道 遠軽厚生病院　小児科 棚橋祐典
北海道 網走厚生病院　小児科 棚橋祐典
北海道 名寄市立総合病院　小児科 棚橋祐典
北海道 滝川市立病院　小児科 母坪智行
北海道 苫小牧市立病院　小児科 母坪智行
北海道 豊岡中央病院　小児科 伊藤善也
北海道 広域紋別病院　小児科 松尾公美浩
北海道 浦河赤十字病院　小児科 鎌崎穂高
北海道 市立函館病院　小児科 鎌崎穂高
北海道 小樽協会病院　小児科 鎌崎穂高
北海道 製鉄記念室蘭病院　小児科 鎌崎穂高
北海道 八雲総合病院　小児科 鎌崎穂高
北海道 北海道立子ども総合医療・療育センター　小児科 鎌崎穂高
北海道 医療法人むらしたこどもクリニック 村下眞理
北海道 天使病院周産期母子センター小児科 奥原宏治
北海道 北海道大学病院　小児科 中村明枝
北海道 函館中央病院　小児科 中村明枝
北海道 市立千歳市民病院　小児科 中村明枝
北海道 王子総合病院　小児科 中村明枝
北海道 日鋼記念病院　小児科 中村明枝
北海道 江別市立病院　小児科 中村明枝
北海道 釧路赤十字病院　小児科 中村明枝
北海道 帯広協会病院 田島敏広
北海道 中標津町立病院 田島敏広

東北 宮城県 栗原市立栗原中央病院　小児科 藤原幾磨
宮城県 東北大学病院　小児科 藤原幾磨 菅野潤子
宮城県 宮城県立こども病院　内分泌科 菅野潤子



秋田県 秋田厚生医療センター　小児科 高橋　勉
秋田県 秋田大学医学部附属病院　小児科 高橋　勉 高橋郁子
秋田県 雄勝中央病院　小児科 高橋　勉 高橋郁子
秋田県 能代厚生医療センター　小児科 高橋　勉 高橋郁子
秋田県 平鹿総合病院　小児科 高橋　勉 高橋郁子
秋田県 由利組合総合病院　小児科 高橋　勉

福島県 太田総合病院附属太田西ノ内病院　小児科 小田洋一郎

青森県

岩手県 岩手医科大学附属病院　小児科 和田泰格
岩手県 岩手県立大船渡病院　小児科 和田泰格
岩手県 北上済生会病院　小児科 和田泰格

山形県 山形大学医学部附属病院　小児科 沼倉周彦
山形県 山形県立新庄病院　小児科 沼倉周彦
山形県 米沢市立病院　小児科 沼倉周彦
山形県 公立置賜総合病院　小児科 沼倉周彦

関東 茨城県 つくばキッズクリニック 野末裕紀
（東京以外） 茨城県 JAとりで総合医療センター 鹿島田健一

茨城県 茨城県立中央病院　小児科 鴨田知博
茨城県 土浦協同病院 鹿島田健一
茨城県 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター　小児科 七尾謙治
茨城県 茨城県立こども病院 小笠原敦子

群馬県 太田記念病院 堀　尚明 長谷川奉延
群馬県 群馬大学医学部附属病院 小児科 大津義晃
群馬県 桐生厚生総合病院 小児科 大津義晃
群馬県 利根中央病院 小児科 大津義晃

埼玉県 所沢市市民医療センター　小児科 藤塚　聡
埼玉県 防衛医科大学校病院　小児科 藤塚　聡
埼玉県 川口市立医療センター　小児科 高澤　啓
埼玉県 埼玉県立小児医療センター　代謝内分泌科 望月　弘
埼玉県 埼玉医科大学病院　小児科 菊池　透　 大竹　明
埼玉県 さいたま市民医療センター　小児科 佐藤詩子



埼玉県 さいたま市立病院　小児科 佐藤清二
埼玉県 三愛会総合病院　小児科 綾部匡之
埼玉県 西武入間病院　小児科 菊池　透　 大竹　明
埼玉県 関本記念病院　小児科 菊池　透　
埼玉県 草加市立病院　小児科 滝島　茂
埼玉県 秩父市立病院　小児科 菊池　透
埼玉県 戸田中央総合病院　小児科 杉原茂孝
埼玉県 国立病院機構埼玉病院　小児科 長谷川奉延
埼玉県 国立病院機構埼玉病院　小児科 石井智弘
埼玉県 越谷市立病院　小児科 春名英典
埼玉県 行田総合病院　小児科 大竹　明

千葉県 大西小児科 大西尚志
千葉県 キッコーマン総合病院小児科 磯島 豪
千葉県 君津中央病院　小児科 木下　香
千葉県 こんだこども医院 今田　進
千葉県 サンライズこどもクリニック 佐藤浩一
千葉県 新松戸中央総合病院　小児科 杉原茂孝
千葉県 千葉大学医学部附属病院　小児科 高谷具純
千葉県 千葉西総合病院　小児科 佐藤詩子
千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター　小児科 佐々木香織 永木　茂
千葉県 小張総合病院　小児科 浦上達彦
千葉県 千葉柏たなか病院　小児科 石井智弘
千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター　小児科 小野　真
千葉県 東京歯科大学市川総合病院　小児科 佐々木悟郎
千葉県 帝京大学ちば総合医療センター小児科 南谷幹史
千葉県 千葉県こども病院　内分泌科 皆川真規 數川逸郎

栃木県 足利赤十字病院　小児科 長谷川奉延
栃木県 佐野厚生総合病院　小児科 堀　尚明
栃木県 獨協医科大学とちぎ子ども医療センター 小山さとみ
栃木県 那須赤十字病院　小児科 有阪　治
栃木県 済生会宇都宮病院　小児科 石井智弘
栃木県 佐野厚生総合病院 小山さとみ
栃木県 自治医科大学とちぎこども医療センター 田島敏広
栃木県 新小山市民病院 田島敏広

神奈川県 伊勢原協同病院　小児科 石黒寛之
神奈川県 海老名メディカルプラザ 大津成之



神奈川県 神奈川県立こども医療センター　内分泌代謝科 室谷浩二 朝倉由美 花川純子
神奈川県 川崎市立川崎病院　小児科 長　秀男 有安大典 高木優樹
神奈川県 北里大学病院　小児科 大津成之
神奈川県 茅ヶ崎市立病院　小児科 小田洋一郎
神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院　小児科 勝又規行
神奈川県 中野島糖尿病クリニック 大津成之
神奈川県 よこ田こどもクリニック 横田行史
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター　小児科 志賀健太郎 大杉康司
神奈川県 横浜市立市民病院　小児科 石井智弘
神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　小児科 曽根田瞬
神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院　小児科 曽根田瞬
神奈川県 横浜労災病院　小児科 菊池信行 佐々木悟郎
神奈川県 平塚市民病院　小児科 佐々木悟郎 野ヶ山泰介
神奈川県 総合高津中央病院　小児科 土橋一重
神奈川県 相模台病院　小児科 原田正平
神奈川県 港町こどもクリニック 小川英伸

東京 東京都 東京臨海病院　小児科 志村直人
東京都 江東病院　小児科 有阪治
東京都 国立成育医療研究センター　内分泌代謝科 堀川玲子 内木康博
東京都 国立病院機構災害医療センター　小児科 古池雄治
東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　小児科 伊藤純子
東京都 山王病院　小児科 門脇弘子
東京都 三楽病院　小児科 佐藤詩子
東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院　小児科・思春期科田久保憲行 春名英典
東京都 聖路加国際病院　 伊藤純子
東京都 帝京大学医学部附属病院　小児科 磯島 豪
東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院　小児科 鹿島田健一 高澤　啓 滝島　茂
東京都 東京北医療センター　小児科　 宮井健太郎
東京都 東京慈恵会医科大学附属病院　小児科 宮田市郎
東京都 東京女子医科大学東医療センター　小児科 杉原茂孝 松岡尚史
東京都 東京大学医学部附属病院　小児科 北中幸子
東京都 東京都済生会中央病院　小児科 天野直子
東京都 東京都立大塚病院　小児科 安藏　慎
東京都 東京都立小児総合医療センター　内分泌・代謝科 長谷川行洋 中村由恵
東京都 東邦大学医療センター大森病院　小児科 佐藤真理 麻生敬子
東京都 日本大学医学部附属板橋病院　小児科 浦上達彦
東京都 日本赤十字社医療センター　小児科 磯島 豪
東京都 練馬光が丘病院　小児科 鹿島田健一



東京都 慶應義塾大学病院　小児科 長谷川奉延 石井智弘 天野直子 井ノ口美香子
東京都 公立あきる医療センター　小児科 浦上達彦
東京都 日本大学病院　小児科 浦上達彦
東京都 国家公務員共済組合連合会　立川病院　小児科 佐々木悟郎
東京都 日本大学病院　小児科 鈴木潤一
東京都 日本大学医学部附属板橋病院　小児科 鈴木潤一
東京都 大森赤十字病院　小児科 鈴木潤一
東京都 たなか成長クリニック 田中敏章 小笠原敦子 佐藤直子
東京都 日野市立病院　小児科 七尾謙治
東京都 国立病院機構東京医療センター　小児科 鈴木絵理　 長谷川奉延
東京都 ながきこどもクリニック 永木　茂
東京都 東京女子科大学付属病院　小児科 永木　茂
東京都 昭和大学病院　小児科 土橋一重
東京都 ごとう小児科・成長クリニック 後藤正博
東京都 立川相互病院附属 子ども診療所　小児科 中村由恵
東京都 糀谷こどもクリニック 高木優樹

中部 愛知県 あいち小児保健医療総合センター　内分泌代謝科 濱島　崇
愛知県 名古屋市立西部医療センター　小児科 濱嶋直樹
愛知県 愛知医科大学病院　小児科 岩山秀之

石川県 金沢医科大学病院　小児科 伊藤順庸
石川県 薫仙会　恵寿総合病院　小児科 伊藤順庸
石川県 公立穴水総合病院　小児科 伊藤順庸

静岡県 菊川市立総合病院　小児科 松下理恵
静岡県 静岡県立総合病院　糖尿病・内分泌内科 臼井　健
静岡県 静岡赤十字病院　小児科 長谷川奉延
静岡県 中東遠総合医療センター　小児科 佐野伸一朗
静岡県 浜松医科大学附属病院　小児科 緒方　勤 藤澤泰子 松下理恵
静岡県 浜松医療センター　小児科 佐野伸一朗
静岡県 沼津市立病院　小児科 浦上達彦
静岡県 白梅豊岡病院　小児科 中川祐一
静岡県 浜松赤十字病院　小児科 中川祐一
静岡県 聖隷沼津病院　小児科 緒方　勤 藤澤泰子
静岡県 遠州病院　小児科 緒方　勤
静岡県 市立御前崎病院　小児科 緒方　勤
静岡県 静岡済生会病院　小児科 緒方　勤
静岡県 磐田市立総合病院　小児科 遠藤　彰



静岡県 藤枝市立総合病院　小児科 香川二郎

新潟県 新潟県立中央病院　小児科 長崎啓祐 小川洋平
新潟県 長岡赤十字病院　小児科 長崎啓祐
新潟県 新潟大学医歯学総合病院　小児科 長崎啓祐 小川洋平
新潟県 魚沼基幹病院　小児科 長崎啓祐 小川洋平
新潟県 新潟市民病院　小児科 阿部裕樹
新潟県 新潟県厚生連 佐渡総合病院　小児科 長崎啓祐

山梨県 都留市立病院　小児科 太田正法
山梨県 山梨大学医学部附属病院　小児科 小林浩司 望月美恵 矢ヶ崎英晃
山梨県 峡南医療センター富士川病院　小児科 望月美恵
山梨県 山梨厚生病院　小児科 小林浩司
山梨県 山梨赤十字病院　小児科 佐野友昭
山梨県 こばやしこどもクリニック 小林基章

富山県 金沢医科大学氷見市民病院　小児科 伊藤順庸

長野県

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院　小児科 堀　友博

近畿 大阪府 大阪大学医学部附属病院　小児科 大薗恵一 三善陽子 難波範行 窪田拓生 北岡太一 橘真紀子
大阪府 大阪母子医療センター　消化器・内分泌科／腎・代謝科位田　忍 惠谷ゆり 川井正信 庄司保子 道上敏美
大阪府 大阪市立総合医療センター　小児代謝・内分泌内科 依藤　亨
大阪府 河内総合病院　小児科 高屋淳二
大阪府 市立豊中病院　小児科 三善陽子
大阪府 地域医療機能推進機構（JCHO） 大阪病院 　小児科 難波範行
大阪府 淀川キリスト教病院　小児科 三善陽子
大阪府 石井記念愛染園附属愛染橋病院　小児科 窪田拓生
大阪府 箕面市立病院小児科 山本威久
大阪府 大阪市立大学附属病院　小児科 藤田敬之助
大阪府 松下記念病院 森　潤
大阪府 希望の森　成長発達クリニック 望月貴博
大阪府 野瀬クリニック 三善陽子

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児科 森　潤　 中島久和 小坂喜太郎
京都府 済生会京都府病院　小児科 小坂喜太郎
京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター　小児科 中島久和



京都府 丹後中央病院　小児科 百井　亨

滋賀県 滋賀医科大学附属病院　小児科 丸尾良浩 松井克之
滋賀県 日野記念病院　小児科 丸尾良浩
滋賀県 豊郷病院　小児科 松井克之
滋賀県 長浜赤十字病院　小児科 松井克之

三重県 三重大学医学部附属病院　小児科 松下理恵

兵庫県 兵庫県立こども病院　代謝内分泌科 郷司克己 尾崎佳代
兵庫県 秋山成長クリニック 荒木久美子
兵庫県 兵庫県立リハビリテーション中央病院 菊池　清

　　　子どもの睡眠と発達医療センター

奈良県

和歌山県

中国 岡山県 岡山大学病院　小児科 長谷川高誠
岡山県 津山中央病院　小児科 神崎　晋
岡山県 岡山済生会総合病院　小児科 田中弘之
岡山県 倉敷中央病院　小児科 細川悠紀

島根県 隠岐病院　小児科 小林弘典
島根県 松江赤十字病院　小児科 小林弘典
島根県 島根大学医学部附属病院　小児科 小林弘典 鬼形和道
島根県 国立病院機構浜田医療センター　小児科 鬼形和道
島根県 松江市立病院　小児科 鞁嶋有紀

鳥取県 鳥取県立厚生病院　小児科 花木啓一
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院　小児科 神崎　晋 花木啓一 鞁嶋有紀

広島県 県立広島病院　小児科 神野和彦
広島県 国立病院機構呉医療センター　小児科 米倉圭二
広島県 日本鋼管福山病院　小児科 神崎　晋
広島県 広島赤十字・原爆病院　小児科 西　美和
広島県 広島大学病院　小児科 岡田　賢 宇都宮朱里
広島県 三原赤十字病院　小児科 西　美和



山口県

四国 愛媛県 愛媛県立今治病院　小児科 竹本幸司
愛媛県 愛媛県立中央病院　小児科 平井洋生
愛媛県 愛媛大学医学部附属病院　小児科 竹本幸司
愛媛県 こにしクリニック　小児科 竹本幸司
愛媛県 西条中央病院小児科 濱田淳平
愛媛県 愛媛県立新居浜病院　小児科 竹本幸司
愛媛県 愛媛県立南宇和病院　小児科 竹本幸司

香川県 国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 横田一郎

高知県

徳島県 徳島大学病院　小児科 横田一郎

九州 大分県 大分大学医学部附属病院　小児科 井原健二
大分県 大分こども病院 井原健二
大分県 国立病院機構別府医療センター　小児科 井原健二
大分県 国東市民病院　小児科 井原健二

熊本県 熊本大学医学部附属病院　小児科 中村公俊 間部裕代
熊本県 熊本中央病院　小児科 中村俊郎
熊本県 桜十字病院　小児科 間部裕代

長崎県 きのしたこどもクリニック 木下英一
長崎県 長崎大学病院　小児科 伊達木澄人

福岡県 飯塚病院　小児科 八ツ賀秀一
福岡県 北九州総合病院　小児科 山本幸代
福岡県 久留米大学病院　小児科 八ツ賀秀一
福岡県 済生会八幡総合病院　小児科 山本幸代
福岡県 産業医科大学病院　小児科 山本幸代 荒木俊介 河田泰定
福岡県 福岡市立こども病院　内分泌・代謝科 都　研一 虫本雄一
福岡県 大牟田市立病院　小児科 八ツ賀秀一
福岡県 九州労災病院　小児科 河田泰定

宮崎県 国立病院機構宮崎東病院　小児科 井上　忍
宮崎県 済生会日向病院　小児科 澤田浩武



宮崎県 宮崎大学医学部附属病院　小児科 澤田浩武

鹿児島県 今村総合病院　小児科　　 溝田美智代
鹿児島県 鹿児島生協病院　小児科 森田智
鹿児島県 国分生協病院　小児科 森田智

佐賀県

沖縄県 沖縄県立中部病院　小児科 金城さおり


