
基本領域が小児科の腎臓専門医(都道府県別) 2022/9/16現在　441人

No. 都道府県 氏名 氏名カナ 郵便番号 勤務先住所 勤務先名 診療科

1 北海道 長岡　由修 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 060-8543 北海道札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地 札幌医科大学附属病院 小児科

2 岡本　孝之 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 060-8648 北海道札幌市北区北１４条西５丁目 北海道大学病院 小児科

3 佐藤　泰征 ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ 060-8648 北海道札幌市北区北１４条西５丁目 北海道大学病院 小児科

4 佐藤　雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 078-8510 北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号 旭川医科大学 小児科

5 林　麻子 ﾊﾔｼ ｱｻｺ 060-8638 北海道札幌市北区北１５条西７丁目 北海道大学大学院医学研究院 小児科学分野内

6 荒木　義則 ｱﾗｷ ﾖｼﾉﾘ 063-0005 北海道札幌市西区山の手５条７丁目１－１ （独）国立病院機構北海道医療センター 小児科

7 河口　亜津彩 ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾂﾞｻ 063-0005 北海道札幌市西区山の手５条７丁目１－１ （独）国立病院機構北海道医療センター 小児科

8 山崎　健史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ 060-8604 北海道札幌市中央区北１１条西１３丁目１－１ 市立札幌病院 小児科

9 中島　泰志 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｼﾞ 062-8618 北海道札幌市豊平区中の島１条８丁目３－１８ （独）地域医療機能推進機構北海道病院 小児科

10 高橋　弘典 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾘ 078-8211 北海道旭川市１条通２４丁目１１１番地 ＪＡ北海道厚生連 旭川厚生病院 小児科

11 佐々木　聡 ｻｻｷ ｻﾄｼ 064-0804 北海道札幌市中央区南４条西２５丁目２番１号 医療法人菊郷会愛育病院 小児科

12 伊丹　儀友 ｲﾀﾐ ﾉﾘﾄﾓ 059-0026 北海道登別市若山町４丁目４３－２ 医療法人友秀会伊丹腎クリニック

13 横山　隆 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東２丁目５番１２号 医療法人豊和会 新札幌豊和会病院 内科

14 富井　祐治 ﾄﾐｲ ﾕｳｼﾞ 050-0076 北海道室蘭市知利別町1丁目45 製鉄記念室蘭病院 小児科

15 青森県 相澤　知美 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 036-8562 青森県弘前市在府町５ 弘前大学医学部 小児科学教室

16 田中　完 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 036-8563 青森県弘前市本町５３ 弘前大学医学部附属病院 小児科

17 津川　浩二 ﾂｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 036-8563 青森県弘前市本町５３ 弘前大学医学部附属病院 小児科

18 三上　珠希 ﾐｶﾐ ﾀﾏｷ 036-8562 青森県弘前市在府町５ 弘前大学大学院医学研究科 附属子どものこころの発達研究センター

19 中畑　徹 ﾅｶﾊﾀ ﾄｵﾙ 035-8601 青森県むつ市小川町１丁目２－８ 下北医療センター むつ総合病院 小児科

20 杉本　和彦 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 036-8545 青森県弘前市富野町１ （独）国立病院機構弘前総合医療センター 小児科

21 敦賀　和志 ﾂﾙｶﾞ ｶｽﾞｼ 036-8545 青森県弘前市富野町１ （独）国立病院機構弘前総合医療センター 小児科

22 和賀　忍 ﾜｶﾞ ｼﾉﾌﾞ 038-1331 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野１５５ （独）国立病院機構青森病院 小児科

23 千葉　喜代志 ﾁﾊﾞ ｷﾖｼ 035-0066 青森県むつ市緑ヶ丘６－１６ ちば小児科アレルギー科クリニック

24 岩手県 古川　ひろみ ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾐ 028-3695 岩手県紫波郡矢巾町医大通２丁目１－１ 岩手医科大学附属病院 小児科

25 石川　健 ｲｼｶﾜ ｹﾝ 028-3694 岩手県紫波郡矢巾町医大通１丁目１－１ 岩手医科大学医学部 小児科

26 宮城県 内田　奈生 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵ 980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町１－１ 東北大学病院 小児科

27 菅原　典子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町１－１ 東北大学病院 小児科

28 森本　哲司 ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾂｼﾞ 983-8536 宮城県仙台市宮城野区福室１丁目１５－１ 東北医科薬科大学医学部 小児科学

29 髙橋　俊成 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾅﾘ 982-8502 宮城県仙台市太白区あすと長町１丁目１－１ 仙台市立病院 小児科

30 千葉　靖 ﾁﾊﾞ ﾔｽｼ 981-8563 宮城県仙台市青葉区台原４－３－２１ （独）労働者健康安全機構東北労災病院 小児科

31 木越　隆晶 ｷｺﾞｼ ﾀｶｱｷ 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・腎臓内科

32 永野　千代子 ﾅｶﾞﾉ ﾁﾖｺ 984-0013 宮城県仙台市若林区六丁の目南町２－３９ 堀田修クリニック 小児科・在宅診療部

33 新妻　創 ﾆｲﾂﾏ ｿｳ 989-3126 宮城県仙台市青葉区落合６丁目１０－１ りきおこどもクリニック

34 松木　琢磨 ﾏﾂｷ ﾀｸﾏ 984-0030 宮城県仙台市若林区荒井東１－６－８ 医療法人社団葵会　葵会仙台病院 小児科

35 秋田県 田村　啓成 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 010-8543 秋田県秋田市広面字蓮沼４４－２ 秋田大学医学部附属病院 小児科

36 土田　聡子 ﾂﾁﾀﾞ ｻﾄｺ 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

37 高橋　義博 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 017-0025 秋田県大館市芦田子字芦田子南２７５番地 医療法人光智会 介護老人保健施設 大館園 内科

38 山形県 橋本　多恵子 ﾊｼﾓﾄ ﾀｴｺ 990-9585 山形県山形市飯田西２－２－２ 山形大学医学部附属病院 小児科

39 荻野　大助 ｵｷﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 990-9585 山形県山形市飯田西２－２－２ 山形大学医学部 小児科

40 松永　明 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ 990-0831 山形県山形市西田２丁目２－１０ まつながキッズクリニック



No. 都道府県 氏名 氏名カナ 郵便番号 勤務先住所 勤務先名 診療科

41 福島県 小野　敦史 ｵﾉ ｱﾂｼ 960-1295 福島県福島市光が丘１ 福島県立医科大学 小児科学講座

42 陶山　和秀 ｽﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 960-1295 福島県福島市光が丘１ 福島県立医科大学 小児科学講座

43 前田　亮 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ 960-1295 福島県福島市光が丘１ 福島県立医科大学 小児科学講座

44 川口　洋 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 972-8322 福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５７ 公益財団法人ときわ会 常磐病院

45 鈴木　重雄 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ 960-8611 福島県福島市上町６番１号 一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院 小児科

46 久米　一成 ｸﾒ ｶｽﾞﾅﾘ 963-8034 福島県郡山市島２丁目５０－１ 久米こどもクリニック

47 赤間　英典 ｱｶﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 960-1101 福島県福島市大森字城ノ内２４－１０ おひさま子供クリニック 小児科

48 磯目　正人 ｲｿﾒ ﾏｻﾄ 960-8165 福島県福島市吉倉字八幡３５－１ 医療法人いそめこどもクリニック

49 鈴木　順造 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 960-8550 福島県福島市方木田字水戸内１９－６ 公益財団法人福島県保健衛生協会

50 酒井　信子 ｻｶｲ ﾉﾌﾞｺ 963-8841 福島県郡山市字山崎３０５－６ 医療法人喜信会 じんキッズクリニック

51 大原　信一郎 ｵｵﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 974-8212 福島県いわき市東田町２丁目１７－１ おおはらこどもクリニック

52 川崎　幸彦 ｶﾜｻｷ ﾕｷﾋｺ 963-8041 福島県郡山市富田町字上ノ台４－１ 福島県総合療育センター 小児科

53 茨城県 別井　広幸 ﾍﾞﾂｲ ﾋﾛﾕｷ 306-0014 茨城県古河市下山町１１５０ 古河赤十字病院 小児科

54 永田　道子 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾁｺ 310-0011 茨城県水戸市三の丸３－１２－４８ 水戸赤十字病院 小児科

55 柴田　徹 ｼﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東2-20-6 ふたばこどもクリニック

56 竹田　篤 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂｼ 306-0515 茨城県坂東市沓掛西村２５２６－１ 緑野クリニック 小児科

57 中井　明子 ﾅｶｲ ｱｷｺ 315-0023 茨城県石岡市東府中１－７ 石岡第一病院 小児科

58 栃木県 大和田　葉子 ｵｵﾜﾀﾞ ﾖｳｺ 321-0293 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０ 獨協医科大学病院 小児科

59 伊東　岳峰 ｲﾄｳ ﾀｶﾈ 329-0498 栃木県下野市薬師寺３３１１－１ 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児科

60 金井　孝裕 ｶﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 329-0498 栃木県下野市薬師寺３３１１－１ 自治医科大学 小児科

61 小林　靖明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｱｷ 326-0843 栃木県足利市五十部町２８４－１ 足利赤十字病院 小児科

62 加納　優治 ｶﾉｳ ﾕｳｼﾞ 324-8686 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０ 獨協医科大学病院 小児科

63 鷹木　雄飛 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾋ 329-1395 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０ 獨協医科大学病院 小児科

64 小高　淳 ｵﾀﾞｶ ｼﾞｭﾝ 329-0431 栃木県下野市薬師寺２８６６－１ おだかキッズクリニック

65 群馬県 髙木　陽子 ﾀｶｷﾞ ﾖｳｺ 371-8511 群馬県前橋市昭和町３－３９－１５ 群馬大学医学部附属病院 小児科

66 池内　由果 ｲｹｳﾁ ﾕｶ 371-8511 群馬県前橋市昭和町３－３９－１５ 群馬大学医学部 小児科

67 小林　靖子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ 371-8511 群馬県前橋市昭和町３－３９－２２ 群馬大学大学院医学系研究科 小児科学

68 懸川　聡子 ｶｹｶﾞﾜ ｻﾄｺ 371-0811 群馬県前橋市朝倉町３８９－１ 前橋赤十字病院 小児科

69 相馬　洋紀 ｿｳﾏ ﾋﾛｷ 375-8503 群馬県藤岡市中栗須８１３－１ 公立藤岡総合病院 小児科

70 渡部　登志雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ 375-8503 群馬県藤岡市中栗須８１３－１ 公立藤岡総合病院 小児科

71 冨澤　滋 ﾄﾐｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 370-0005 群馬県高崎市浜尻町２１６－５ 浜尻クリニック

72 北條　みどり ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐﾄﾞﾘ 371-0125 群馬県前橋市嶺町９０－３ みどり小児科

73 丸山　健一 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 379-2181 群馬県前橋市天川大島町２丁目３１－１３ 群馬県赤十字血液センター

74 埼玉県 飛田和　えりかﾋﾀﾞﾜ ｴﾘｶ 350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 埼玉医科大学病院 小児科

75 廣瀬　文 ﾋﾛｾ ﾌﾐ 359-8513 埼玉県所沢市並木３－２ 防衛医科大学校病院 小児科

76 吉野　篤範 ﾖｼﾉ ｱﾂﾉﾘ 343-8555 埼玉県越谷市南越谷２－１－５０ 獨協医科大学埼玉医療センター 腎臓内科

77 秋岡　祐子 ｱｷｵｶ ﾕｳｺ 350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 埼玉医科大学 小児科

78 浅野　貴子 ｱｻﾉ ﾀｶｺ 359-8513 埼玉県所沢市並木３－２ 防衛医科大学校 小児科学講座

79 香坂　隆夫 ｺｳｻｶ ﾀｶｵ 352-0023 埼玉県新座市堀ノ内２－９－３１ 社会医療法人社団 堀ノ内病院 内科

80 田村　喜久子 ﾀﾑﾗ ｷｸｺ 359-1151 埼玉県所沢市若狭２－１６７１ （独）国立病院機構西埼玉中央病院 小児科

81 遠藤　翔太 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 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 腎臓科



No. 都道府県 氏名 氏名カナ 郵便番号 勤務先住所 勤務先名 診療科

82 藤永　周一郎 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 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 腎臓科

83 横田　俊介 ﾖｺﾀ ｼｭﾝｽｹ 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 腎臓科

84 櫻谷　浩志 ｻｸﾗﾔ ｺｳｼﾞ 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 腎臓科

85 立麻　典子 ﾀﾂﾏ ﾉﾘｺ 356-0058 埼玉県ふじみ野市大井中央４－１１－１４ 立麻医院

86 高橋　雄一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 354-0021 埼玉県富士見市鶴馬１９６７－１ 医療法人財団明理会 イムス富士見総合病院 小児科

87 日比野　聡 ﾋﾋﾞﾉ ｻﾄｼ 340-0814 埼玉県八潮市南川崎845番地 八潮中央総合病院 小児科

88 千葉県 西崎　直人 ﾆｼｻﾞｷ ﾅｵﾄ 279-0021 千葉県浦安市富岡２－１－１ 順天堂大学医学部附属浦安病院 小児科

89 梅田　千里 ｳﾒﾀﾞ ﾁｻﾄ 277-8567 千葉県柏市柏下１６３－１ 東京慈恵会医科大学附属柏病院 小児科

90 笹田　洋平 ｻｻﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

91 久野　正貴 ﾋｻﾉ ﾏｻﾀｶ 266-0007 千葉県千葉市緑区辺田町５７９－１ 千葉県こども病院 腎臓科

92 松村　千恵子 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｴｺ 284-0003 千葉県四街道市鹿渡９３４－５ （独）国立病院機構下志津病院 小児科

93 鵜野　裕一 ｳﾉ ﾕｳｲﾁ 260-8712 千葉県千葉市中央区仁戸名町６７３ （独）国立病院機構千葉東病院 小児科

94 金本　勝義 ｶﾈﾓﾄ ｶﾂﾖｼ 260-8712 千葉県千葉市中央区仁戸名町６７３ （独）国立病院機構千葉東病院 小児科

95 小林　雅代 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖ 260-8712 千葉県千葉市中央区仁戸名町６７３ （独）国立病院機構千葉東病院 小児科

96 菅谷　雅人 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾄ 260-8712 千葉県千葉市中央区仁戸名町６７３ （独）国立病院機構千葉東病院 小児科

97 升田　真依 ﾏｽﾀﾞ ﾏｲ 260-8712 千葉県千葉市中央区仁戸名町６７３ （独）国立病院機構千葉東病院 小児科

98 篠塚　俊介 ｼﾉﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ 270-2296 千葉県松戸市千駄堀９９３番地１ 松戸市立総合医療センター 小児科

99 南　裕佳 ﾅﾑ ﾕｶ 270-2296 千葉県松戸市千駄堀９９３番地１ 松戸市立総合医療センター 小児科

100 川村　研 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝ 285-8765 千葉県佐倉市江原台２－３６－２ 聖隷佐倉市民病院 小児科

101 鈴木　繁 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 285-8765 千葉県佐倉市江原台２－３６－２ 聖隷佐倉市民病院 小児科

102 高橋　悠乃 ﾀｶﾊｼ ﾕﾉ 294-0045 千葉県館山市北条１８９８－１ たかはし内科小児科クリニック

103 西尾　利之 ﾆｼｵ ﾄｼﾕｷ 270-0128 千葉県流山市おおたかの森西１－３－１    おおたかプラザビル３０３号室にしお小児科クリニック

104 松本　真輔 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｽｹ 270-2225 千葉県松戸市東松戸２－５－１  ファインシティ東松戸１階 まつもとこどもクリニック

105 東京都 田中　絵里子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ 181-8611 東京都三鷹市新川６－２０－２ 杏林大学病院 小児科

106 木内　善太郎 ｷｳﾁ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 181-8611 東京都三鷹市新川６－２０－２ 杏林大学病院 小児科

107 遠藤　周 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾏﾈ 113-8421 東京都文京区本郷２－１－１ 順天堂大学医学部 小児科思春期科学教室

108 仲川　真由 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕ 113-8421 東京都文京区本郷２－１－１ 順天堂大学医学部 小児科思春期科学教室

109 阿部　祥英 ｱﾍﾞ ﾖｼﾌｻ 135-8577 東京都江東区豊洲５－１－３８ 昭和大学江東豊洲病院 こどもセンター

110 伊良部　仁 ｲﾗﾌﾞ ﾋﾄｼ 113-8519 東京都文京区湯島１－５－４５ 東京医科歯科大学医学部 小児科（生涯免疫難病学講座）

111 清水　正樹 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｷ 113-8519 東京都文京区湯島１－５－４５ 東京医科歯科大学医学部 小児地域成育医療学講座

112 宇田川　智宏 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 113-8519 東京都文京区湯島１－５－４５ 東京医科歯科大学病院 発生発達病態学小児科

113 村越　未希 ﾑﾗｺｼ ﾐｷ 113-8519 東京都文京区湯島１－５－４５ 東京医科歯科大学病院 小児科

114 柏木　保代 ｶｼﾜｷﾞ ﾔｽﾖ 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

115 武政　洋一 ﾀｹﾏｻ ﾖｳｲﾁ 125-8506 東京都葛飾区青戸６－４１－２ 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 小児科

116 安藤　太郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 162-8666 東京都新宿区河田町８－１ 東京女子医科大学病院 腎臓小児科

117 石塚　喜世伸 ｲｼﾂﾞｶ ｷﾖﾉﾌﾞ 162-8666 東京都新宿区河田町８－１ 東京女子医科大学病院 腎臓小児科

118 服部　元史 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾄｼ 162-8666 東京都新宿区河田町８－１ 東京女子医科大学病院 腎臓小児科

119 梶保　祐子 ｶｼﾞﾎ ﾕｳｺ 113-8655 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学医学部附属病院 小児科

120 滝澤　慶一 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 113-8655 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学医学部附属病院 小児科

121 長澤　武 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｹｼ 113-8655 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学医学部附属病院 小児科

122 張田　豊 ﾊﾘﾀ ﾕﾀｶ 113-8655 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学医学部附属病院 小児科
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123 西村　竜哉 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ 266-0007 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学医学部附属病院 小児科

124 橋本　淳也 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 143-8541 東京都大田区大森西６－１１－１ 東邦大学医療センター大森病院 腎センター(腎臓学講座)

125 濱崎　祐子 ﾊﾏｻｷ ﾕｳｺ 143-8541 東京都大田区大森西６－１１－１ 東邦大学医療センター大森病院 腎センター(腎臓学講座)

126 柳原　剛 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 113-8603 東京都文京区千駄木１－１－５ 日本医科大学付属病院 小児科

127 根東　義明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 197-0834 東京都あきる野市引田７８番地１ 公立阿伎留医療センター

128 諸橋　環 ﾓﾛﾊｼ ﾀﾏｷ 173-8610 東京都板橋区大谷口上町３０－１ 日本大学医学部 小児科学系小児科学分野

129 髙橋　和浩 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 173-8605 東京都板橋区加賀２－１１－１ 帝京大学医学部 小児科学講座

130 五十嵐　有鈴 ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾘ 113-8602 東京都文京区千駄木１－１－５ 日本医科大学 解析人体病理学

131 田川　雅子 ﾀｶﾞﾜ ﾏｻｺ 113-8602 東京都文京区千駄木１－１－５ 日本医科大学 解析人体病理学

132 井口　智洋 ｲﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 160-8582 東京都新宿区信濃町３５ 慶應義塾大学病院 小児科

133 井藤　奈央子 ｲﾄｳ ﾅｵｺ 162-8666 東京都新宿区河田町８－１ 東京女子医科大学 病理診断学

134 白井　陽子 ｼﾗｲ ﾖｳｺ 162-8666 東京都新宿区河田町８－１ 東京女子医科大学 腎臓小児科

135 白鳥　孝俊 ｼﾗﾄﾘ ｱﾂﾄｼ

136 近本　裕子 ﾁｶﾓﾄ ﾋﾛｺ 162-8666 東京都新宿区河田町８－１ 東京女子医科大学 腎臓小児科

137 三浦　健一郎 ﾐｳﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 162-8666 東京都新宿区河田町８－１ 東京女子医科大学 腎臓小児科

138 平野　大志 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｼ 105-8461 東京都港区西新橋３－２５－８ 東京慈恵会医科大学 小児科学講座

139 大友　義之 ｵｵﾄﾓ ﾖｼﾕｷ 177-8521 東京都練馬区高野台３－１－１０ 順天堂大学医学部附属練馬病院 小児科

140 伊藤　雄伍 ｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 104-8560 東京都中央区明石町９－１ 聖路加国際病院 腎臓内科

141 原田　理恵子 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｴｺ 136-0072 東京都江東区大島６－８－５ 社会医療法人社団順江会 江東病院 小児科

142 辻　祐一郎 ﾂｼﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 144-8501 東京都大田区西蒲田８丁目２０番１号 社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 小児科

143 小川　哲史 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｼ 105-8470 東京都港区虎ノ門２－２－２ 虎の門病院 小児科

144 楊　國昌 ﾔﾝ ｸﾆﾏｻ 166-0012 東京都杉並区和田２丁目２５－１ 立正佼成会附属佼成病院 管理部

145 釜江　智佳子 ｶﾏｴ ﾁｶｺ 154-8532 東京都世田谷区池尻１－２－２４ 自衛隊中央病院 小児科

146 芦田　光則 ｱｼﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 120-0032 東京都足立区千住柳町５－１ 社会福祉法人勝楽堂病院 小児科

147 大森　多恵 ｵｵﾓﾘ ﾀｴ 130-8575 東京都墨田区江東橋４－２３－１５ 東京都立墨東病院 小児科

148 高橋　匡輝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 130-8575 東京都墨田区江東橋４－２３－１５ 東京都立墨東病院 小児科

149 松山　健 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹｼ 197-8511 東京都福生市加美平１－６－１ 公立福生病院 小児科

150 鷺池　麻理 ｻｷﾞｲｹ ﾏﾘ 180-8610 東京都武蔵野市境南町１－２６－１ 武蔵野赤十字病院 小児科

151 櫻井　俊輔 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 167-0041 東京都杉並区天沼３－１７－３ 医療法人財団アドベンチスト会   東京衛生アドベンチスト病院 小児科

152 飯田　貴也 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾔ 157-8535 東京都世田谷区大蔵２－１０－１ 国立成育医療研究センター ゲノム医療研究部

153 小椋　雅夫 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｵ 157-8535 東京都世田谷区大蔵２－１０－１ 国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科

154 亀井　宏一 ｶﾒｲ ｺｳｲﾁ 157-8535 東京都世田谷区大蔵２－１０－１ 国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科

155 佐藤　舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 157-8535 東京都世田谷区大蔵２－１０－１ 国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科

156 西　健太朗 ﾆｼ ｹﾝﾀﾛｳ 157-8535 東京都世田谷区大蔵２－１０－１ 国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科

157 元吉　八重子 ﾓﾄﾖｼ ﾔｴｺ 115-0053 東京都北区赤羽台４－１７－５６ 東京北医療センター 小児科

158 渡辺　修一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 135-0004 東京都江東区森下２－２０－１２  フォーレドサンテ２０１ 渡辺こどもクリニック

159 玉置　昭 ﾀﾏｵｷ ｱｷﾗ 133-0056 東京都江戸川区南小岩３－８－１ 玉置医院

160 高橋　昌里 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾘ 174-0051 東京都板橋区小豆沢２丁目１２－７ 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 小児科

161 土屋　正己 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾐ 181-0013 東京都三鷹市下連雀４－１６－１１ つちや小児科

162 白根　正一郎 ｼﾗﾈ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 183-8561 東京都府中市武蔵台２－８－２９ 東京都立小児総合医療センター 腎臓・リウマチ膠原病科

163 幡谷　浩史 ﾊﾀﾔ ﾋﾛｼ 183-8561 東京都府中市武蔵台２－８－２９ 東京都立小児総合医療センター 総合診療科
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164 濱田　陸 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｸ 183-8561 東京都府中市武蔵台２－８－２９ 東京都立小児総合医療センター 腎臓内科

165 原田　涼子 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｺ 183-8561 東京都府中市武蔵台２－８－２９ 東京都立小児総合医療センター 腎臓内科

166 本田　雅敬 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 183-8561 東京都府中市武蔵台２－８－２９ 東京都立小児総合医療センター

167 三上　直朗 ﾐｶﾐ ﾅｵｱｷ 183-8561 東京都府中市武蔵台２－８－２９ 東京都立小児総合医療センター 腎臓内科

168 長谷川　慶 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲ 180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町２－８－５ 長谷川小児科医院

169 甲能　深雪 ｺｳﾉ ﾐﾕｷ 187-0003 東京都小平市花小金井南町２－２１－７ 医療法人社団ふた葉会いとう小児科

170 町田　碧 ﾏﾁﾀﾞ ｱｵｲ 194-0044 東京都町田市成瀬６－７－７ 高橋医院 小児科

171 清水　マリ子 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｺ 197-0024 東京都福生市牛浜５－１ しみず小児科・内科クリニック

172 新井田　麻美 ﾆｲﾀﾞ ﾏﾐ 192-0364 東京都八王子市南大沢２－２５  フォレストモール南大沢２階 医療法人社団めぐみ会  南大沢メディカルプラザ２ 小児科

173 高橋　俊行 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 100-0013 東京都千代田区霞が関３－３－２  新霞が関ビル 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

174 神奈川県 稲葉　彩 ｲﾅﾊﾞ ｱﾔ 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町４－５７ 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

175 冨樫　勇人 ﾄｶﾞｼ ﾊﾔﾄ 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町４－５７ 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

176 灘　大志 ﾅﾀﾞ ﾀｲｼ 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町４－５７ 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

177 増澤　祐子 ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳｺ 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町４－５７ 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

178 池田　裕一 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 227-8501 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１－３０ 昭和大学藤が丘病院 小児科

179 布山　正貴 ﾌﾔﾏ ﾏｻｷ 227-8501 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１－３０ 昭和大学藤が丘病院 小児科

180 吉村　博 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 241-0811 神奈川県横浜市旭区矢指町１１９７－１ 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 小児科

181 中野　栄治 ﾅｶﾉ ｴｲｼﾞ 213-8507 神奈川県川崎市高津区二子５－１－１ 帝京大学医学部附属溝口病院 小児科

182 新村　文男 ﾆｲﾑﾗ ﾌﾐｵ 259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３ 東海大学医学部 専門診療学系小児科学

183 菊永　佳織 ｷｸﾅｶﾞ ｶｵﾘ 252-0375 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１ 北里大学医学部 小児科学

184 石倉　健司 ｲｼｸﾗ ｹﾝｼﾞ 252-0374 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１ 北里大学医学部 小児科学

185 奥田　雄介 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 252-0374 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１ 北里大学医学部 小児科学

186 大貫　裕太 ｵｵﾇｷ ﾕｳﾀ 224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１ 昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター

187 小宅　千聖 ｵﾔｹ ﾁｻﾄ 224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１ 昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター

188 本多　貴実子 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾐｺ 224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１ 昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター

189 渡邊　常樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾈｷ 224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１ 昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター

190 渡邊　佳孝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ 224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１ 昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター

191 伊藤　秀一 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦３－９ 横浜市立大学大学院医学研究科 発生生育小児医療学

192 小形　亜也子 ｵｶﾞﾀ ｱﾔｺ 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－２－１０ 済生会横浜市南部病院 小児科

193 山藤　陽子 ｻﾝﾄｳ ﾖｳｺ 238-8567 神奈川県横須賀市上町２－３６ 横須賀市立うわまち病院 小児科

194 中村　智子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 250-8558 神奈川県小田原市久野４６番地 小田原市立病院 小児科

195 松村　壮史 ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼ 232-8555 神奈川県横浜市南区六ツ川２－１３８－４ 神奈川県立こども医療センター 感染免疫科

196 出来　沙織 ﾃﾞｷ ｻｵﾘ 251-8550 神奈川県藤沢市藤沢２－６－１ 藤沢市民病院 こども診療センター

197 石原　幸宏 ｲｼﾊﾗ ﾕｷﾋﾛ 259-1315 神奈川県秦野市柳町１－１７－１１ 石原小児科

198 福田　豊 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾀｶ 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町９３８－１ ふくだ小児クリニック

199 渡辺　晴子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｺ 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町９３８－１ ふくだ小児クリニック

200 吉田　賢弘 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村５丁目１５番１号 茅ヶ崎市立病院 小児科

201 町田　裕之 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 231-8682 神奈川県横浜市中区新山下３－１２－１ 横浜市立みなと赤十字病院 小児科

202 東　聡美 ﾋｶﾞｼ ｻﾄﾐ 230-8765 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 総合小児科

203 飯髙　喜久雄 ｲｲﾀｶ ｷｸｵ 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月３丁目６－１８  モトスミコアビル３階医療法人社団永康会 元住吉腎クリニック 透析内科

204 久保田　亘 ｸﾎﾞﾀ ﾜﾀﾙ 213-0004 神奈川県川崎市高津区諏訪１－３－１５ 医療法人社団育心会  二子新地ひかりこどもクリニック
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205 久保田　舞 ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 213-0004 神奈川県川崎市高津区諏訪１－３－１５ 医療法人社団育心会  二子新地ひかりこどもクリニック

206 中村　信也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 252-0216 神奈川県相模原市中央区清新６－１－２０ 清新キッズクリニック 精神科

207 米田　香織 ﾖﾈﾀﾞ ｶｵﾘ 259-1304 神奈川県秦野市堀山下５５７ 医療法人 丹沢病院 小児科

208 山梨県 後藤　美和 ｺﾞﾄｳ ﾐﾜ 409-3898 山梨県中央市下河東１１１０ 山梨大学医学部附属病院 小児科

209 小林　杏奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ 409-3898 山梨県中央市下河東１１１０ 山梨大学医学部 小児科

210 沢登　恵美 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｴﾐ 400-8533 山梨県甲府市天神町11-35 （独）国立病院機構甲府病院 小児科 

211 長野県 松岡　大輔 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 390-8621 長野県松本市旭３－１－１ 信州大学医学部附属病院 小児科学教室

212 北原　正志 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻｼ 399-8701 長野県松本市村井町南２丁目２０番３０号 （独）国立病院機構まつもと医療センター 小児科

213 金井　宏明 ｶﾅｲ ﾋﾛｱｷ 391-8503 長野県茅野市玉川４３００番地 諏訪中央病院 小児科

214 大森　教雄 ｵｵﾓﾘ ﾉﾘｵ 399-8288 長野県安曇野市豊科３１００ 長野県立こども病院 小児集中治療科

215 野田　俊輔 ﾉﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 399-8288 長野県安曇野市豊科３１００ 長野県立こども病院 小児集中治療科

216 降籏　めぐみ ﾌﾙﾊﾀ ﾒｸﾞﾐ 385-0051 長野県佐久市中込３４００番地２８ ＪＡ長野厚生連佐久総合病院  佐久医療センター 小児科

217 新潟県 金子　昌弘 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通１番町７５４ 新潟大学医歯学総合病院 内部環境医学講座小児科学分野

218 山田　剛史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 951-8510 新潟県新潟市中央区旭町通１番町７５７ 新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児科

219 鈴木　俊明 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 945-8585 新潟県柏崎市赤坂町３－５２ （独）国立病院機構新潟病院 小児科

220 藤中　秀彦 ﾌｼﾞﾅｶ ﾋﾃﾞﾋｺ 945-8585 新潟県柏崎市赤坂町３－５２ （独）国立病院機構新潟病院 小児科

221 長谷川　博也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 957-8588 新潟県新発田市本町１－２－８ 新潟県立新発田病院 小児科

222 須田　昌司 ｽﾀﾞ ﾏｻｼ 943-0192 新潟県上越市新南町２０５番地 新潟県立中央病院 小児科

223 髙田　彰 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 959-0264 新潟県燕市吉田３５０５－１ たかだ小児科医院

224 早川　広史 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｼ 950-2015 新潟県新潟市西区西小針台２丁目１－５ 早川小児科クリニック 小児科

225 鈴木　竜太郎 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 940-2013 新潟県長岡市下柳１－１０－１３ 医療法人メディカルビットバレー  エールホームクリニック 小児科

226 富山県 藤木　拓磨 ﾌｼﾞｷ ﾀｸﾏ 935-8531 富山県氷見市鞍川１１３０ 金沢医科大学氷見市民病院 小児科

227 上野　和之 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾕｷ 930-8550 富山県富山市西長江２－２－７８ 富山県立中央病院 小児科

228 作村　直人 ｻｸﾑﾗ ﾅｵﾄ 930-8550 富山県富山市西長江２－２－７８ 富山県立中央病院 小児科

229 石川県 横山　忠史 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞﾌﾐ 920-8641 石川県金沢市宝町１３－１ 金沢大学附属病院 小児科

230 田崎　優子 ﾀｻｷ ﾕｳｺ 920-8640 石川県金沢市宝町１３－１ （独）国立病院機構金沢医療センター 小児科

231 上田　典司 ｳｴﾀﾞ ﾉﾘｼ 924-8588 石川県白山市倉光３－８ 公立松任石川中央病院 小児科

232 太田　和秀 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 920-8650 石川県金沢市下石引町１番１号 （独）国立病院機構金沢医療センター 小児科

233 山宮　麻里 ﾔﾏﾐﾔ ﾏﾘ 920-8650 石川県金沢市下石引町１番１号 健生クリニック 小児科

234 高桑　麻衣子 ﾀｶｸﾜ ﾏｲｺ 920-0192 石川県金沢市岩出町二７３－１ （独）国立病院機構医王病院 小児科

235 金田　尚 ｶﾈﾀﾞ ﾋｻｼ 923-8560 石川県小松市向本折町ホ６０ 国民健康保険小松市民病院 小児科

236 福井県 石川　さやか ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ 918-8503 福井県福井市和田中町舟橋７－１ 福井県済生会病院 小児科

237 玉村　宗一 ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁ 918-8501 福井県福井市月見２－４－１ 福井赤十字病院 小児科

238 森　夕起子 ﾓﾘ ﾕｷｺ 910-0125 福井県福井市石盛１丁目１８１６ 一般社団法人夕日会 Ｍクリニック

239 岐阜県 松隈　英治 ﾏﾂｸﾏ ｴｲｼﾞ 500-8717 岐阜県岐阜市野一色４－６－１ 岐阜県総合医療センター 小児科

240 湯澤　壮太郎 ﾕｻﾞﾜ ｿｳﾀﾛｳ 500-8717 岐阜県岐阜市野一色４－６－１ 岐阜県総合医療センター 小児科

241 永井　琢人 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾋﾄ 507-0042 岐阜県多治見市前畑町３－４３ 社会医療法人厚生会 多治見市民病院 小児科

242 静岡県 内田　博之 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 431-3192 静岡県浜松市東区半田山１－２０－１ 浜松医科大学 小児科学講座

243 北形　綾一 ｷﾀｶﾞﾀ ﾘｮｳｲﾁ 431-3192 静岡県浜松市東区半田山１－２０－１ 浜松医科大学 小児科学講座

244 山本　雅紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 430-8558 静岡県浜松市中区住吉２－１２－１２ 聖隷浜松病院 小児科

245 深山　雄大 ﾐﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 420-8660 静岡県静岡市葵区漆山８６０ 静岡県立こども病院 腎臓内科
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246 田中　百合子 ﾀﾅｶ ﾕﾘｺ 438-0086 静岡県磐田市見付２９０９－１ 医療法人社団田中医院

247 磯崎　夕佳 ｲｿｻﾞｷ ﾕｶ 431-3121 静岡県浜松市東区有玉北町１７６０－１ いそざきファミリークリニック

248 愛知県 池住　洋平 ｲｹｽﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 藤田医科大学医学部 小児科

249 熊谷　直憲 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾉﾘ 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 藤田医科大学医学部 小児科

250 畔柳　佳幸 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾕｷ 480-1195 愛知県長久手市岩作雁又１番地１ 愛知医科大学 腎臓リウマチ膠原病内科

251 山田　拓司 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 462-8508 愛知県名古屋市北区平手町１丁目１番地１ 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 小児科

252 中野　優 ﾅｶﾉ ﾏｻﾙ 464-8547 愛知県名古屋市千種区若水１丁目２番２３号 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 小児科

253 都築　一夫 ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞｵ 470-0196 愛知県日進市岩崎町竹ノ山５７番地 名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部

254 多代　篤史 ﾀｼﾛ ｱﾂｼ 457-8510 愛知県名古屋市南区三条１－１－１０ （独）地域医療機能推進機構中京病院 小児科

255 笠置　俊希 ｶｻｷﾞ ﾄｼｷ 441-8570 愛知県豊橋市青竹町字八間西５０番地 豊橋市民病院 小児科

256 後藤　芳充 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 466-8650 愛知県名古屋市昭和区妙見町２－９ 日本赤十字社愛知医療センター  名古屋第二病院 小児腎臓科

257 真島　久和 ﾏｼﾞﾏ ﾋｻｶｽﾞ 466-8650 愛知県名古屋市昭和区妙見町２－９ 日本赤十字社愛知医療センター  名古屋第二病院 小児腎臓科

258 新家　雪彦 ﾆｲﾉﾐ ﾕｷﾋｺ 444-0943 愛知県岡崎市矢作町西林寺１１４ にいのみ小児科

259 鈴木　敏弘 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 440-0062 愛知県豊橋市東田町西脇１３３－１ あずまだこどもクリニック

260 笠原　克明 ｶｻﾊﾗ ｶﾂｱｷ 474-8710 愛知県大府市森岡町７丁目４２６番地 あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

261 田中　一樹 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 474-8710 愛知県大府市森岡町７丁目４２６番地 あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

262 寺野　千香子 ﾃﾗﾉ ﾁｶｺ 474-8710 愛知県大府市森岡町７丁目４２６番地 あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

263 日比野　聡 ﾋﾋﾞﾉ ｻﾄｼ 340-0814 埼玉県八潮市南川崎845番地 八潮中央総合病院 小児科

264 藤浦　直子 ﾌｼﾞｳﾗ ﾅｵｺ 474-8710 愛知県大府市森岡町７丁目４２６番地 あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

265 藤田　直也 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾔ 474-8710 愛知県大府市森岡町７丁目４２６番地 あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

266 山口　玲子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｺ 474-8710 愛知県大府市森岡町７丁目４２６番地 あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

267 山田　晃郎 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｵ 477-8522 愛知県東海市中ノ池３丁目１番地１ 公立西知多総合病院 小児科

268 露木　ますみ ﾂﾕｷ ﾏｽﾐ 465-0055 愛知県名古屋市名東区勢子坊１－１４０３ きふねこどもクリニック

269 川口　敬以子 ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲｺ 484-8511 愛知県犬山市大字五郎丸字二タ子塚６ 社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院 小児科

270 山川　聡 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 452-0815 愛知県名古屋市西区八筋町１５８－１ やまかわこどもクリニック

271 岩田　晶子 ｲﾜﾀ ｼｮｳｺ 452-0941 愛知県清須市西市場３－１１－１９ あおぞらこどもクリニック

272 上村　治 ｳｴﾑﾗ ｵｻﾑ 494-0018 愛知県一宮市冨田字流筋１６７９番地２ 社会福祉法人杏嶺会 一宮医療療育センター

273 三重県 牛嶌　克実 ｳｼｼﾞﾏ ｶﾂﾐ 510-8567 三重県四日市市芝田２－２－３７ 市立四日市病院 小児科

274 後藤　智紀 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｷ 510-8567 三重県四日市市芝田２－２－３７ 市立四日市病院 小児科

275 滋賀県 一岡　聡子 ｲﾁｵｶ ｻﾄｺ 520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学 小児科学講座

276 坂井　智行 ｻｶｲ ﾄﾓﾕｷ 520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学 小児科学講座

277 澤井　俊宏 ｻﾜｲ ﾄｼﾋﾛ 520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学 小児科学講座

278 山本　かずな ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾅ 520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学 小児科学講座

279 増田　俊樹 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｷ 523-0082 滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 近江八幡市立総合医療センター 小児科

280 京都府 好川　貴久 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋｻ 606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町５４ 京都大学大学院医学研究科 腎臓内科学

281 奥村　保子 ｵｸﾑﾗ ﾔｽｺ 605-0981 京都府京都市東山区本町１５－７４９ 京都第一赤十字病院 小児科

282 西田　眞佐志 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｼ 605-0981 京都府京都市東山区本町１５－７４９ 京都第一赤十字病院 小児科

283 小松　博史 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 625-8502 京都府舞鶴市行永２４１０ （独）国立病院機構舞鶴医療センター 小児科

284 松崎　修二 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 611-0002 京都府宇治市木幡内畑３４－１１  ユニハイショップビル２階 まつざき小児科

285 石割　康平 ｲｼﾜﾘ ｺｳﾍｲ 619-0216 京都府木津川市州見台８丁目４番１０ いしわりこどもクリニック

286 川勝　秀一 ｶﾜｶﾂ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 606-0844 京都府京都市左京区下鴨北茶ノ木町２７－１ 川勝小児科内科医院
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287 藤本　慎一郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 602-8155 京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町 ９１０－２５ 京都市児童福祉センター診療所 小児科

288 大阪府 田中　幸代 ﾀﾅｶ ｻﾁﾖ 570-8507 大阪府守口市文園町１０－１５ 関西医科大学総合医療センター 小児科

289 芦田　明 ｱｼﾀﾞ ｱｷﾗ 569-8686 大阪府高槻市大学町２－７ 大阪医科薬科大学 小児科

290 藤井　裕子 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｺ 569-8686 大阪府高槻市大学町２－７ 大阪医科薬科大学 小児科

291 松村　英樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 569-8686 大阪府高槻市大学町２－７ 大阪医科薬科大学 小児科

292 杉本　圭相 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｽｹ 589-8511 大阪府大阪狭山市大野東３７７－２ 近畿大学医学部 小児科学教室

293 宮崎　紘平 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 589-8511 大阪府大阪狭山市大野東３７７－２ 近畿大学医学部 小児科学教室

294 木全　貴久 ｷﾏﾀ ﾀｶﾋｻ 573-1191 大阪府枚方市新町２－３－１ 関西医科大学附属病院 小児科

295 辻　章志 ﾂｼﾞ ｼｮｳｼﾞ 573-1191 大阪府枚方市新町２－３－１ 関西医科大学附属病院 小児科

296 岡田　満 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾙ 549-8681 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地  旅客ターミナル２階 近畿大学医学部 関西国際空港クリニック

297 赤川　翔平 ｱｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 573-1010 大阪府枚方市新町２－５－１ 関西医科大学 小児科学教室

298 石森　真吾 ｲｼﾓﾘ ｼﾝｺﾞ 569-1192 大阪府高槻市古曽部町１－３－１３ 社会医療法人愛仁会 高槻病院 小児科

299 吉川　徳茂 ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｼｹﾞ 569-1192 大阪府高槻市古曽部町１－３－１３ 社会医療法人愛仁会 高槻病院 臨床研究センター

300 清野　佳紀 ｾｲﾉ ﾖｼｷ 553-0003 大阪府大阪市福島区福島４－２－７８ （独）地域医療機能推進機構大阪病院

301 藤原　香緒里 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｵﾘ 594-1101 大阪府和泉市室堂町８４０ 大阪母子医療センター 腎・代謝科

302 山村　なつみ ﾔﾏﾑﾗ ﾅﾂﾐ 594-1101 大阪府和泉市室堂町８４０ 大阪母子医療センター 腎・代謝科

303 山本　勝輔 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｽｹ 594-1101 大阪府和泉市室堂町８４０ 大阪母子医療センター 腎・代謝科

304 中倉　兵庫 ﾅｶｸﾗ ﾋｮｳｺﾞ 573-0022 大阪府枚方市宮之阪２丁目２０番１号 医療法人北辰会 天の川病院 血液浄化センター　

305 山﨑　哲司 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 573-0022 大阪府枚方市宮之阪２丁目２０番１号 医療法人北辰会 天の川病院 小児科

306 山本　威久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾋｻ 562-8562 大阪府箕面市萱野５－７－１ 箕面市立病院 小児科

307 白數　明彦 ｼﾗｽ ｱｷﾋｺ 573-1013 大阪府枚方市禁野本町２－１４－１ 市立ひらかた病院 小児科

308 上田　博章 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 581-0013 大阪府八尾市山本町南3-5-21 山本診療所 小児科

309 久富　隆太郎 ﾋｻﾄﾐ ﾘｭｳﾀﾛｳ 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通２－１３－２２ 大阪市立総合医療センター 小児総合診療科

310 藤丸　季可 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾘｶ 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通２－１３－２２ 大阪市立総合医療センター 小児総合診療科

311 宮沢　朋生 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 590-0132 大阪府堺市南区原山台２－７－１ 社会医療法人啓仁会 堺咲花病院 小児科

312 山本　隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 582-0019 大阪府柏原市平野１－１１－８  パレ・デ・アルシオン１Ｆ 医療法人やまもとクリニック

313 下山　弘展 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 581-0085 大阪府八尾市安中町３－５－１４  ＪＲ八尾クリニックビル３階しもやま小児科

314 八木　和郎 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾛｳ 590-0117 大阪府堺市南区高倉台３－３－２ 医療法人明和会 八木医院 小児科

315 中川　喜美子 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾐｺ 595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東2-22-15-13 中川クリニック

316 志水　信彦 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 580-0023 大阪府松原市南新町３－３－２８ 阪南中央病院 小児科

317 西口　将之 ﾆｼｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目７－２６ 医療法人にしぐち小児科

318 薮内　智朗 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾄﾓｵ 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－２８－４  銀翠・小田ビル３・４Ｆ医療法人徳靖会 昭和町小尾クリニック

319 野田　令子 ﾉﾀﾞ ﾚｲｺ 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東１丁目１－１０ のだこどもクリニック

320 中川　拓 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸ 561-0874 大阪府豊中市長興寺南４－５－２８ 医療法人なかがわ小児科

321 中島　充 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 576-0034 大阪府交野市天野が原町５丁目１４－２ 医療法人寺嶋・塚田こどもクリニック 小児科

322 濵　武継 ﾊﾏ ﾀｹﾂｸﾞ 590-0403 大阪府泉南郡熊取町大久保中２丁目２６－１１  化研ビル２０１はまこどもクリニック

323 兵庫県 榊原　菜々 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾅ 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町７－５－２ 神戸大学医学部附属病院 小児科

324 野津　寛大 ﾉﾂﾞ ｶﾝﾀﾞｲ 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町７－５－２ 神戸大学医学部附属病院 小児科

325 堀之内　智子 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾄﾓｺ 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町７－５－１ 神戸大学大学院医学研究科 内科系講座小児科

326 吉矢　邦彦 ﾖｼﾔ ｸﾆﾋｺ 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通５－７－１７ 原泌尿器科病院 腎臓内科

327 神田　杏子 ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｺ 654-0155 兵庫県神戸市須磨区西落合３－１－１ （独）国立病院機構神戸医療センター 小児科
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328 森　一越 ﾓﾘ ｶｽﾞｴﾂ 677-0043 兵庫県西脇市下戸田６５２－１ 西脇市立西脇病院 小児科

329 田中　悠 ﾀﾅｶ ﾕｳ 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町２丁目１－１ 神戸市立医療センター中央市民病院 小児科

330 飯島　一誠 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾂﾞﾓﾄ 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 兵庫県立こども病院

331 稲熊　洋祐 ｲﾅｸﾞﾏ ﾖｳｽｹ 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 兵庫県立こども病院 腎臓内科

332 貝藤　裕史 ｶｲﾄｳ ﾋﾛｼ 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 兵庫県立こども病院 腎臓内科

333 田中　亮二郎 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞﾛｳ 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 兵庫県立こども病院 腎臓内科

334 南川　将吾 ﾐﾅﾐｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 兵庫県立こども病院 総合診療科

335 森貞　直哉 ﾓﾘｻﾀﾞ ﾅｵﾔ 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 兵庫県立こども病院 臨床遺伝科

336 松田　百代 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓﾖ 662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町１３－９ 兵庫県立西宮病院 小児科

337 藤村　順也 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 675-8611 兵庫県加古川市加古川町本町４３９ 加古川中央市民病院 小児科

338 松野下　夏樹 ﾏﾂﾉｼﾀ ﾅﾂｷ 675-1392 兵庫県小野市市場町９２６－２５０ 北播磨総合医療センター 小児科

339 森田　拓 ﾓﾘﾀ ﾀｸ 659-8502 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町３９－１ 市立芦屋病院 小児科

340 椿田　重彦 ﾂﾊﾞｷﾀﾞ ｼｹﾞﾋｺ 657-0028 兵庫県神戸市灘区森後町２－１－２  セレノ六甲２Ｆ 椿田小児科

341 青砥　悠哉 ｱｵﾄ ﾕｳﾔ 670-8560 兵庫県姫路市神屋町３丁目２６４番地 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 小児科

342 忍頂寺　毅史 ﾆﾝﾁｮｳｼﾞ ﾀｹｼ 670-8560 兵庫県姫路市神屋町３丁目２６４番地 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 小児科

343 小林　めぐみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 651-2129 兵庫県神戸市西区白水3-1-15 こばやし小児科・脳神経外科クリニック

344 亀田　愛樹 ｶﾒﾀﾞ ｱｲｼﾞｭ 665-0034 兵庫県宝塚市小林５丁目４－１９ 医療法人社団かめだこどもクリニック

345 吉新　祥一 ﾖｼｱﾗ ｼｮｳｲﾁ 663-8024 兵庫県西宮市薬師町８－１５  薬師メディタウン２Ｆ よしあら小児科

346 中西　啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号 済生会兵庫県病院 小児科

347 大坪　裕美 ｵｵﾂﾎﾞ ﾋﾛﾐ 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－７－２０ 医療法人社団純心会パルモア病院 小児科

348 前川　講平 ﾏｴｶﾜ ｺｳﾍｲ 666-0017 兵庫県川西市火打１－２－１  キセラ川西オリヴィエ１－１ まえかわこどもクリニック

349 橋村　裕也 ﾊｼﾑﾗ ﾕｳﾔ 663-8203 兵庫県西宮市深津町７－２１  阪急西宮ガーデンズ別館１Ｆ はしむら小児科

350 花田　卓也 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｸﾔ 655-0035 兵庫県神戸市垂水区五色山２－５－１８　１階 はなだこどもクリニック

351 服部　益治 ﾊｯﾄﾘ ﾏｽｼﾞ 669-1357 兵庫県三田市東本庄１１８８番地 社会福祉法人枚方療育園 北摂三田福祉の里 医療福祉センターさくら

352 奈良県 大前　隆志 ｵｵﾏｴ ﾀｶｼ 634-8522 奈良県橿原市四条町８４０ 奈良県立医科大学附属病院 小児科

353 宮里　馨 ﾐﾔｻﾞﾄ ｶｵﾙ 634-8522 奈良県橿原市四条町８４０ 奈良県立医科大学附属病院 小児科

354 石川　智朗 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 634-8522 奈良県橿原市四条町８４０ 奈良県立医科大学附属病院 小児科

355 金子　直人 ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 630-0213 奈良県生駒市東生駒1ー６－２ 生駒市立病院 小児科

356 和歌山県 島　友子 ｼﾏ ﾕｳｺ 641-8509 和歌山県和歌山市紀三井寺８１１－１ 和歌山県立医科大学 小児科

357 竹村　司 ﾀｹﾑﾗ ﾂｶｻ 649-3510 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台６９１－７ くしもと町立病院

358 鳥取県 山田　祐子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 683-8504 鳥取県米子市西町３６－１ 鳥取大学医学部附属病院 小児科

359 岡田　晋一 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 683-0006 鳥取県米子市車尾４－１７－１ （独）国立病院機構米子医療センター 小児科

360 林　篤 ﾊﾔｼ ｱﾂｼ 683-8605 鳥取県米子市皆生新田１－８－１ （独）労働者健康安全機構山陰労災病院 小児科

361 河場　康郎 ｶﾜﾊﾞ ﾔｽｵ 682-0804 鳥取県倉吉市東昭和町１５０ 鳥取県立厚生病院 小児科

362 宇都宮　靖 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾔｽｼ 680-0901 鳥取県鳥取市江津７３０ 鳥取県立中央病院 小児科

363 島根県 堀江　昭好 ﾎﾘｴ ｱｷﾖｼ 690-8506 島根県松江市母衣町２００ 松江赤十字病院 小児科

364 岡山県 宮原　宏幸 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１ 岡山大学病院 小児科

365 塚原　宏一 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 小児医科学

366 綾　邦彦 ｱﾔ ｸﾆﾋｺ 710-8602 岡山県倉敷市美和１－１－１ 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構   倉敷中央病院 小児科

367 澤田　真理子 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾘｺ 710-8602 岡山県倉敷市美和１－１－１ 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構   倉敷中央病院 小児科

368 瀧　正史 ﾀｷ ﾏｻﾌﾐ 701-0202 岡山県岡山市南区山田２１１７ 医療法人創和会重井医学研究所附属病院 小児科
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369 有元　克彦 ｱﾘﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 710-0051 岡山県倉敷市幸町２－３０ 医療法人創和会 しげい病院 内科

370 北本　晃一 ｷﾀﾓﾄ ｺｳｲﾁ 708-0841 岡山県津山市川崎１７５６ 一般財団法人津山慈風会 津山中央病院 小児科

371 柴野　貴之 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 712-8064 岡山県倉敷市水島青葉町４番５号 社会医療法人水和会 水島中央病院 小児科

372 清水　順也 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 701-1192 岡山県岡山市北区田益１７１１－１ （独）国立病院機構岡山医療センター 小児科

373 小野　博通 ｵﾉ ﾋﾛﾐﾁ 700-0976 岡山県岡山市北区辰巳７－１０２ 医療法人ニコニコこどもクリニック

374 広島県 藤井　寛 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ 738-8503 広島県廿日市市地御前１－３－３ ＪＡ広島厚生連廣島総合病院 小児科

375 大田　敏之 ｵｵﾀ ﾄｼﾕｷ 734-8530 広島県広島市南区宇品神田１丁目５－５４ 県立広島病院 小児腎臓科

376 安井　雅人 ﾔｽｲ ﾏｻﾄ 721-8511 広島県福山市蔵王町５－２３－１ 福山市民病院 小児科

377 山口県 川上　初美 ｶﾜｶﾐ ﾊﾂﾐ 755-0024 山口県宇部市野原1－５－５ かわかみ整形外科・小児科クリニック

378 徳島県 漆原　真樹 ｳﾙｼﾊﾗ ﾏｷ 770-8503 徳島県徳島市蔵本町３－１８－１５ 徳島大学医学部 小児科

379 香美　祥二 ｶｶﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ 770-8503 徳島県徳島市蔵本町２－５０－１ 徳島大学病院

380 永井　隆 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ 770-8503 徳島県徳島市蔵本町２－５０－１ 徳島大学病院 地域小児科診療部

381 安友　康二 ﾔｽﾄﾓ ｺｳｼﾞ 770-8503 徳島県徳島市蔵本町３－１８－１５ 徳島大学大学院 医歯薬学研究部

382 近藤　秀治 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 770-8539 徳島県徳島市蔵本町１丁目１０－３ 徳島県立中央病院 小児科

383 木下　ゆき子 ｷﾉｼﾀ ﾕｷｺ 770-0812 徳島県徳島市北常三島町２－３４ 徳島市民病院 小児科

384 岡田　要 ｵｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 776-0001 徳島県吉野川市鴨島町牛島字四ッ家前3271-9 かなめ小児科内科クリニック

385 川原　和彦 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 776-0033 徳島県吉野川市鴨島町飯尾字福井３９６－３ 社会医療法人川島会鴨島川島クリニック

386 香川県 宮井　貴之 ﾐﾔｲ ﾀｶﾕｷ 760-8557 香川県高松市朝日町１丁目２番１号 香川県立中央病院 小児科

387 岩城　拓磨 ｲﾜｷ ﾀｸﾏ 761-8076 香川県高松市多肥上町１３３１－１ 香川県済生会病院 小児科

388 清水　真樹 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 760-0080 香川県高松市木太町５０８０－１２ しみずこどもクリニック

389 愛媛県 渡邊　祥二郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 791-0295 愛媛県東温市志津川 愛媛大学大学院医学系研究科 分子・機能領域  小児科学講座

390 長谷　幸治 ﾅｶﾞﾀﾆ ｺｳｼﾞ 798-8510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 市立宇和島病院 小児科

391 加賀田　敬郎 ｶｶﾞﾀ ｹｲﾛｳ 790-8524 愛媛県松山市文京町１ 松山赤十字病院 小児科

392 手塚　優子 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｺ 794-0006 愛媛県今治市石井町４丁目５－５ 愛媛県立今治病院 小児科

393 髙岩　正典 ﾀｶｲﾜ ﾏｻﾉﾘ 790-0963 愛媛県松山市小坂４丁目７番１２号 たかいわ小児科

394 高知県 藤枝　幹也 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐｷﾔ 783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 高知大学医学部 小児思春期医学

395 石原　正行 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 高知大学医学部 小児思春期医学

396 福岡県 西山　慶 ﾆｼﾔﾏ ｹｲ 812-8582 福岡県福岡市東区馬出３－１－１ 九州大学病院 小児科

397 西村　真直 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾅｵ 810-8539 福岡県福岡市中央区長浜３丁目３－１ 浜の町病院 小児科

398 波多江　健 ﾊﾀｴ ｹﾝ 815-8555 福岡県福岡市南区大楠３－１－１ 福岡赤十字病院 小児科

399 黒木　理恵 ｸﾛｷ ﾘｴ 802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借２－１－１ 北九州市立医療センター 小児科

400 中野　慎也 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ 805-8534 福岡県北九州市八幡東区西本町４－１８－１ 北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター

401 斉宮　真理 ｻｲﾐﾔ ﾏﾘ 802-8517 福岡県北九州市小倉北区東城野町１番１号 社会医療法人北九州病院 北九州総合病院 小児科

402 鈴木　康一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 812-0044 福岡県福岡市博多区千代５丁目１８－１ 公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院 小児科

403 郭　義胤 ｶｸ ﾖｼﾂｸﾞ 813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉５丁目１番１号 福岡市立こども病院 腎疾患科

404 岩崎　哲巳 ｲﾜｻｷ ﾃﾂﾐ 807-0871 福岡県北九州市八幡西区浅川学園台4丁目1-102 医療法人いわさき小児科内科医院 小児科・内科

405 松元　透 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ 802-0022 福岡県北九州市小倉北区上富野４丁目１２－４４ 医療法人まつもとクリニック 小児科

406 黒川　麻里 ｸﾛｶﾜ ﾏﾘ 811-3195 福岡県古賀市千鳥１－１－１ （独）国立病院機構福岡東医療センター 小児科

407 檜山　麻衣子 ﾋﾉｷﾔﾏ ﾏｲｺ 810-0014 福岡県福岡市中央区平尾２－５－８－３Ｆ つる小児科クリニック

408 新居見　和彦 ﾆｲﾐ ｶｽﾞﾋｺ 814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜３－６－４５ 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 小児科

409 山﨑　靖人 ﾔﾏｻｷ ﾔｽﾋﾄ 811-1101 福岡県福岡市早良区重留７－１８－２ やまさき小児科
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410 財津　亜友子 ｻﾞｲﾂ ｱﾕｺ 830-8543 福岡県久留米市津福本町４２２ 社会福祉法人雪の聖母会　聖マリア病院 小児科

411 佐賀県 岡　政史 ｵｶ ﾏｻﾌﾐ 849-8501 佐賀県佐賀市鍋島５－１－１ 佐賀大学医学部附属病院 小児科

412 大塚　泰史 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾌﾐ 840-0201 佐賀県佐賀市大和町尼寺２６６０－３ かすがの杜こどもクリニック

413 長崎県 白川　利彦 ｼﾗｶﾜ ﾄｼﾋｺ 852-8501 長崎県長崎市坂本１－７－１ 長崎大学病院 小児科

414 熊本県 倉岡　将平 ｸﾗｵｶ ｼｮｳﾍｲ 860-8556 熊本県熊本市中央区本荘１－１－１ 熊本大学病院 小児科

415 永田　裕子 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｺ 860-8556 熊本県熊本市中央区本荘１－１－１ 熊本大学病院 小児科

416 日髙　優子 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｺ 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１－５－１ 熊本中央病院 小児科

417 仲里　仁史 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾄｼ 860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪２－４０－１ 熊本大学 小児健康教育学講座

418 河野　智康 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾔｽ 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１－５－１ 熊本中央病院 小児科

419 永野　幸治 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｼﾞ 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１－５－１ 熊本中央病院 小児科

420 伴　英樹 ﾊﾞﾝ ﾋﾃﾞｷ 861-8520 熊本県熊本市東区長嶺南２丁目１－１ 熊本赤十字病院 小児科

421 古瀬　昭夫 ﾌﾙｾ ｱｷｵ 861-8520 熊本県熊本市東区長嶺南２丁目１－１ 熊本赤十字病院 小児科

422 辛嶋　眞如 ｶﾗｼﾏ ｼﾝﾆｮ 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島９６１ からしま小児科

423 大分県 池内　真代 ｲｹｳﾁ ﾏﾖ 879-5593 大分県由布市挾間町医大ケ丘１－１ 大分大学医学部附属病院 小児科

424 石和　翔 ｲｼﾜ ｼｮｳ 879-5593 大分県由布市挾間町医大ケ丘１－１ 大分大学医学部附属病院 小児科

425 清田　今日子 ｷﾖﾀ ｷｮｳｺ 879-5593 大分県由布市挾間町医大ケ丘１－１ 大分大学医学部 小児科学講座

426 平松　美佐子 ﾋﾗﾏﾂ ﾐｻｺ 874-0840 大分県別府市鶴見４５４８ （独）国立病院機構西別府病院 小児科

427 伊藤　創太郎 ｲﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 871-8511 大分県中津市大字下池永１７３番地 中津市立中津市民病院 小児科

428 原田　知典 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 879-0627 大分県豊後高田市新地１１７６番地１ 医療法人新生会高田中央病院 腎臓内科

429 宮崎県 黒木　純 ｸﾛｷﾞ ｼﾞｭﾝ 889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原５２００ 宮崎大学医学部附属病院 小児科

430 此元　隆雄 ｺﾉﾓﾄ ﾀｶｵ 889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原５２００ 宮崎大学医学部附属病院 小児科

431 田中　悦子 ﾀﾅｶ ｴﾂｺ 889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原５２００ 宮崎大学医学部附属病院 小児科

432 鹿児島県 稲葉　泰洋 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘８－３５－１ 鹿児島大学病院 小児科

433 平林　雅子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｺ 899-3405 鹿児島県南さつま市金峰町池辺２８３４ 医療法人 宮内クリニック 小児科

434 二宮　誠 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｺﾄ 891-0108 鹿児島県鹿児島市中山１－１３－２１ にのみや小児科・ひふ科 小児科

435 永迫　博信 ﾅｶﾞｻｺ ﾋﾛﾉﾌﾞ 899-5422 鹿児島県姶良市松原町２丁目２０－５ 帖佐こどもクリニック

436 沖縄県 島袋　渡 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾜﾀﾙ 903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７ 琉球大学大学院医学研究科 育成医学講座

437 中西　浩一 ﾅｶﾆｼ ｺｳｲﾁ 903-0125 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７ 琉球大学大学院医学研究科 育成医学講座

438 徳永　孝史 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶｼ 902-8511 沖縄県那覇市古島２丁目３１番地１ 那覇市立病院 小児科

439 喜瀬　智郎 ｷｾ ﾄﾓｵ 901-1193 沖縄県島尻郡南風原町字新川１１８－１ 沖縄県立南部医療センター   こども医療センター 小児腎臓科

440 泊　弘毅 ﾄﾏﾘ ｺｳｷ 901-1193 沖縄県島尻郡南風原町字新川１１８－１ 沖縄県立南部医療センター   こども医療センター 小児総合診療科

441 外国 才田　謙 ｻｲﾀﾞ ｹﾝ 外国 外国 ボストン小児病院  腎臓科


