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会員名 カナ 所属

1 相澤 知美 アイザワ トモミ 弘前大学附属病院小児科

2 石川 智朗 イシカワ トモアキ 奈良県立医科大学附属病院

3 稲葉 彩 イナバ アヤ 横浜市立大学附属市民総合医療センター 小児科

4 井口 智洋 イノグチ トモヒロ 東京都立小児総合医療センター腎臓内科

5 上田 博章 ウエダ ヒロアキ 山本診療所小児科

6 宇田川 智宏 ウダガワ トモヒロ 東京医科歯科大学医学部発生発達病態学分野（小児科）

7 梅田 千里 ウメダ チサト 東京慈恵会医科大学小児科学講座

8 漆原 真樹 ウルシハラ マキ 徳島大学小児科

9 漆原 康子 ウルシハラ ヤスコ 埼玉医科大学総合医療センター小児科

10 遠藤 周 エンドウ アマネ 順天堂大学医学部小児科

11 大貫 裕太 オオヌキ ユウタ 昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター

12 大森 教雄 オオモリ ノリオ 長野県立こども病院小児集中治療科

13 岡 政史 オカ マサフミ 国立病院機構嬉野医療センター小児科

14 奥田 雄介 オクダ ユウジ 北里大学医学部小児科学

15 笠原 克明 カサハラ カツアキ 名古屋第二赤十字病院小児腎臓科

16 梶保 祐子 カジホ ユウコ 東京大学医学部附属病院小児科

17 金子 昌弘 カネコ マサヒロ 新潟大学医歯学総合病院小児科

18 加納 優治 カノウ ユウジ 獨協医科大学病院小児科

19 釜江 智佳子 カマエ チカコ 自衛隊中央病院小児科

20 北山 浩嗣 キタヤマ ヒロツグ 静岡県立こども病院腎臓内科

21 金城 紀子 キンジョウ ノリコ 琉球大学医学部附属病院小児科

22 久保田 舞 クボタ マイ 東邦大学医療センター大森病院腎センター

23 久保田 亘 クボタ ワタル 医療法人社団育心会　二子新地ひかりこどもクリニック小児科

24 黒木 純 クロギ ジュン 宮崎大学附属病院小児科

25 黒木 理恵 クロキ リエ 北九州市立医療センター小児科

26 後藤 美和 ゴトウ ミワ 国立病院機構甲府病院小児科

27 小林 靖子 コバヤシ ヤスコ 群馬大学大学院医学系研究科

28 小松 康宏 コマツ ヤスヒロ 群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学

29 昆 伸也 コン シンヤ 北里大学医学部　小児科

30 財津 亜友子 ザイツ アユコ 久留米大学医学部小児科

31 斉宮 真理 サイミヤ マリ 産業医科大学小児科医局

32 榊原 菜々 サカキバラ ナナ 神戸大学医学部附属病院小児科

33 沢登 恵美 サワノボリ エミ 山梨大学小児科

34 塩穴 真一 シオナ シンイチ 大分県立病院地域医療部（兼小児科）

35 篠塚 俊介 シノズカ シュンスケ 松戸市立総合医療センター 小児医療センター小児科

36 島袋 渡 シマブクロ ワタル 東京都立小児総合医療センター腎臓内科

37 清水 翔一 シミズ ショウイチ 日本大学医学部附属板橋病院小児科

38 白川 利彦 シラカワ トシヒコ 長崎大学病院小児科

39 白鳥 孝俊 シラトリ アツトシ 東京女子医科大学腎臓小児科

40 陶山 和秀 スヤマ カズヒデ 福島県立医科大学小児科学講座

41 高岩 正典 タカイワ マサノリ 松山赤十字病院小児科

42 髙木 陽子 タカギ ヨウコ 群馬大学医学部付属病院小児科

43 滝澤 慶一 タキザワ ケイイチ 東京大学医学部附属病院小児科

44 田中 征治 タナカ セイジ 久留米大学小児科

45 田村 啓成 タムラ ヒロアキ 秋田大学医学部小児科学講座小児科

46 津川 浩二 ツガワ コウジ 弘前大学医学部小児科学教室

47 出来 沙織 デキ サオリ 横浜市立大学附属市民総合医療センター小児総合医療センター

48 徳永 孝史 トクナガ タカシ 地方独立行政法人　那覇市立病院小児科

49 泊 弘毅 トマリ コウキ 東京都立小児総合医療センター腎臓内科

50 永井 琢人 ナガイ タクヒト 愛知医科大学病院肝臓・リウマチ膠原病内科（小児科兼務）

51 長尾 佳樹 ナガオ ヨシキ 高知大学医学部小児思春期医学講座

52 長岡 由修 ナガオカ ヨシノブ 札幌医科大学附属病院小児科学講座

53 仲川 真由 ナカガワ マユ 埼玉県立小児医療センター腎臓科

54 中島 泰志 ナカシマ タイジ JCHO北海道病院小児科

55 永田 裕子 ナガタ ヒロコ 熊本大学病院小児科

56 長野 智那 ナガノ チナ 神戸大学大学院医学研究科内科系講座　小児科学分野小児科

57 中村 信也 ナカムラ シンヤ 相模原協同病院小児科

58 南 裕佳 ナム ユカ 松戸市立総合医療センター 小児医療センター小児科

59 西堀 由紀野 ニシボリ ユキノ にしぼりこどもクリニック小児科

60 西山 慶 ニシヤマ ケイ 九州大学成長発達医学分野小児科



会員名 カナ 所属

61 橋本 多恵子 ハシモト タエコ 山形大学医学部小児科

62 長谷川 慶 ハセガワ ケイ 長谷川小児科医院小児科

63 羽田 伊知郎 ハダ イチロウ 杏林大学付属病院小児科

64 伴 英樹 バン ヒデキ 熊本赤十字病院小児科

65 久富 隆太郎 ヒサトミ リュウタロウ 大阪市立総合医療センター小児総合診療科

66 久野 正貴 ヒサノ マサタカ 千葉県こども病院腎臓科

67 平野 大志 ヒラノ ダイシ 東京慈恵会医科大学小児科学講座

68 藤村 順也 フジムラ ジュンヤ 加古川中央市民病院小児科

69 藤原 香緒里 フジワラ カオリ 大阪母子医療センター腎・代謝科

70 堀之内 智子 ホリノウチ トモコ 神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科

71 前田 亮 マエダ リョウ 福島県立医科大学小児科学講座

72 町田 裕之 マチダ ヒロユキ  横須賀共済病院小児科

73 松岡 大輔 マツオカ ダイスケ 信州大学医学部附属病院小児科

74 松村 壮史 マツムラ ソウシ 神奈川県立こども医療センター腎臓内科

75 水谷 亮 ミズタニ アキラ 順天堂大学医学部附属浦安病院小児科

76 南川 将吾 ミナミカワ ショウゴ 兵庫県立こども病院救急総合診療科（総診）

77 宮崎 紘平 ミヤザキ コウヘイ 近畿大学医学部附属病院

78 宮沢 朋生 ミヤザワ トモキ 近畿大学医学部付属病院

79 三輪 沙織 ミワ サオリ 東京慈恵会医科大学小児科学講座

80 向山 弘展 ムカイヤマ ヒロノブ 橋本市民病院小児科

81 森貞 直哉 モリサダ ナオヤ 兵庫県立こども病院臨床遺伝科

82 諸橋 環 モロハシ タマキ 日本大学医学部小児科学系小児科学分野小児科

83 山内 壮作 ヤマウチ ソウサク 関西医科大学小児科学講座

84 山本 かずな ヤマモト カズナ 滋賀医科大学小児科

85 吉田 真 ヨシダ マコト 佐野厚生総合病院小児科

86 芳野 三和 ヨシノ ミワ JCHO九州病院小児科

87 渡辺 祥二郎 ワタナベ ショウジロウ 弘前大学　小児科

88 渡邊 佳孝 ワタナベ ヨシタカ 埼玉県立小児医療センター腎臓科


