
（受診する際は、必ず電話でお問い合わせください）

【茨　城】

名　前 科　名 連　絡　先 TEL

小笠原 敦子 小児科
茨城県立こども病院
〒311-4145　水戸市双葉台3-3-1 029-254-1151

小児科
ＪＡとりで総合医療センター
〒302-0022　取手市本郷2-1-1

0297-74-5551

小児科
土浦協同病院
〒300-0028　土浦市おおつ野4-1-1

029-830-3711

小児科
茨城県立中央病院
〒309-1793　笠間市鯉淵6528

0296-77-1121

小児科
セントラル総合クリニック
〒300-1232　牛久市上柏田4-58-1

029-875-3511

小児科
つくばキッズクリニック
〒300-2655　つくば市島名2610-1

029-836-2825

小児科
こまつ内科クリニック
〒305-0854　つくば市上横場1178-1

029-838-2400

野末　裕紀 小児科・小児内分泌内科
つくばキッズクリニック　院長
〒300-2655　つくば市島名2610-1

029-836-2825

【栃　木】

有阪　　治 小児科
那須赤十字病院
〒324-8686　大田原市中田原1081-4

0287-23-1122

石井　智弘 小児科
済生会宇都宮病院
〒321-0974　宇都宮市竹林町911-1

028-626-5500

市川　剛 小児科
獨協医科大学病院
〒321-0293　下都賀郡壬生町北小林880

0282-86-1111

草野　正 一 小児科
くさの小児科　院長
〒326-0335　足利市上渋垂町338-3

0284-73-7000

小山　さとみ 小児科
獨協医科大学病院
〒321-0293　下都賀郡壬生町大字北小林880

0282-86-1111

田島　敏広 小児科
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
〒329-0498  下野市薬師寺3311-1

0285-44-2111

【群　馬】

小児科
群馬大学医学部附属病院
〒371-8511　前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

小児科
桐生厚生総合病院
〒376-0024　桐生市織姫町6-3

0277-44-7171

小児科
利根中央病院
〒378-0012　沼田市沼須町910-1

0278-22-4321

長嶋　完二 小児科
ながしま小児科　院長
〒379-0129　安中市下磯部1019-1

027-382-6063

長島　知久 小児科
中泉こどもクリニック　院長
〒370-3524　高崎市中泉町608-1

027-350-3222

堀　　尚明 小児科
太田記念病院
〒373-8585　太田市大島町455-1

0276-55-2200

大津　義晃

                        成長ホルモン分泌不全性低身長症・ターナー症候群・SGA性低身長症・
                                                                                          プラダー・ウィリ症候群　地区委員

鹿島田　健一

鴨田　知博



【埼　玉】

名　前 科　名 連　絡　先 TEL

会津　克哉 代謝・内分泌科
埼玉県立小児医療センター
〒330-8777　さいたま市中央区新都心1-2 048-601-2200

石井　智弘 小児科
国立病院機構埼玉病院
〒351-0102　和光市諏訪2-1 048-462-1101

大戸　佑二 小児科
獨協医科大学埼玉医療センター
〒343-8555　越谷市南越谷2-1-50 048-965-1111

小児科
埼玉医科大学病院
〒350-0495　入間郡毛呂山町毛呂本郷38 049-276-1111

小児科
関本記念病院
〒350-1159 川越市中台1-8-6 049-241-0300

小児科
土屋小児病院
〒346-0003　久喜市久喜中央3-1-10 0480-21-0766

小児科
秩父市立病院
〒368-0025　秩父市桜木町8-9 0494-23-0611

小和瀬 貴律 小児科
行田総合病院
〒361-0056　行田市持田376 048-552-1111

佐藤　詩子 小児科
さいたま市民医療センター
〒331-0054　さいたま市西区島根299-1

048-626-0011

杉原　茂孝 小児科
戸田中央総合病院
〒335-0023　埼玉県戸田市本町1-19-3

048-442-1111

滝島　茂 小児科
草加市立病院
〒340-8560　草加市草加2-21-1

048-946-2200

沼倉　周彦 小児科/ゲノム医療科
埼玉医科大学病院
〒350-0495　入間郡毛呂山町毛呂本郷38 049-276-1111

小児科
所沢市市民医療センター
〒359-0025　所沢市上安松1224-1 04-2992-1151

小児科
防衛医科大学校病院
〒359-8513　所沢市並木3-2 04-2995-1511

望月　弘 代謝内分泌科
埼玉県立小児医療センター
〒330-8777　さいたま市中央区新都心1-2 048-601-2200

【千　葉】

猪股　弘明 ―
いのまたこどもクリニック　院長
〒273-0002　船橋市東船橋1-38-1-201 047-460-7160

木下　　香 小児科
君津中央病院
〒292-8535　木更津市桜井1010 0438-36-1071

今田　　進 小児科
こんだこども医院　院長
〒266-0032　千葉市緑区おゆみ野中央1-25-7 043-291-1991

佐々木 悟郎 小児科
東京歯科大学市川総合病院
〒272-8513　市川市菅野5-11-13 047-322-0151

佐々木　望 小児科
サンサンこどもクリニック 院長
〒272-0023　市川市南八幡4-7-9 ﾗ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾋﾞﾙC-2F 047-320-3322

佐藤　詩子 小児科
千葉西総合病院
〒270-2251　松戸市金ケ作107-1 047-384-8111

佐藤　浩一 小児科
サンライズこどもクリニック　院長
〒273-0035　船橋市本中山4-22-10　1Ｆ

047-333-8222

小児科
サンサンこどもクリニック
〒272-0023　市川市南八幡4-7-9 ﾗ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾋﾞﾙC-2F 047-320-3322

小児科
新松戸中央総合病院
〒270-0034　松戸市新松戸1-380 047-345-1111

高谷　具純 小児科
千葉大学医学部附属病院
〒260-8677　千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171

南波　広行 小児科
東京慈恵会医科大学附属柏病院
〒277-8567　柏市柏下163-1 04-7164-1111

西岡　正 小児科
西岡クリニック 院長
〒290-0141　市原市ちはら台東1-2-13 0436-50-5855

皆川　真規 内分泌科
千葉県こども病院
〒266-0007  千葉市緑区辺田町579-1 043-292-2111

南谷　幹史 小児科
帝京大学ちば総合医療センター
〒299-0111　市原市姉崎3426-3 0436-62-1211

安田　敏行 ―
本千葉小児科　院長
〒260-0831　千葉市中央区港町17-2 043-441-7852

上瀧　邦雄 ―
わたき小児科　院長
〒270-0023　松戸市八ヶ崎7-32-11 ﾌﾟﾁﾓﾝﾄﾞ八ヶ崎3-Ａ 047-341-8181

菊池　　透

藤塚　　聡

杉原　茂孝



【東　京】

名　前 科　名 連　絡　先 TEL

麻生　敬子 小児科
東邦大学医療センター大森病院
〒143-8541　東京都大田区大森西6-11-1

03-3762-4151

有阪　　治 小児科
江東病院
〒136-0072　江東区大島6-8-5

03-3685-2166

安藏　　慎 小児科
東京都立大塚病院
〒170-8476　豊島区南大塚2-8-1

03-3941-3211

石井　智弘 小児科
慶應義塾大学病院
〒160-8582  新宿区信濃町35

03-3353-1211

石黒　寛之 小児科
しのはら小児クリニック
〒194-0003　町田市小川1-2-8

042-795-3003

伊藤　純子 小児科
虎の門病院
〒105-8470　港区虎ノ門2-2-2

03-3588-1111

稲毛　康司 小児科
慈愛病院
〒113-0033　東京都文京区本郷6-12-5

03-3812-7360

浦上　達彦 ―
浦上小児内分泌・糖尿病クリニック　院長
〒101-0062  千代田区神田駿河台4-1-2 ステラ お茶の水ビル6F

03-3518-9157

大木 由加志 ―
大木小児内分泌代謝クリニック　院長
〒113-0022 文京区千駄木3-36-11　2F

03-5834-7022

鏡　　雅代 分子内分泌研究部
国立成育医療研究センター研究所
〒157-8535  世田谷区大蔵2-10-1

03-3416-0181

小児科
東京医科歯科大学病院
〒113-8519  文京区湯島1-5-45

03-3813-6111

小児科
新渡戸記念中野総合病院
〒164-8607　中野区中央4-59-16

03-3382-1231

門脇　弘子 小児科
山王病院
〒107-0052  港区赤坂8-10-16

03-3402-3151

北中　幸子 ―
きたなかこども成長クリニック
〒113-0033　文京区本郷2-37-6　4Ｆ

03-3817-0976

楠田　　聡 小児科
杏林大学
〒181-8611　三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

古池　雄治 小児科
国立病院機構災害医療センター
〒190-0014  立川市緑町3256

042-526-5511

児玉　浩子 小児科
誠志会病院
〒174-0043  板橋区坂下1-40-2

03-3968-2621

後藤　正博 －
ごとう小児科・成長クリニック
〒154-0021　世田谷区豪徳寺1-22-3　1F

03-5799-9900

佐藤　詩子 小児科
三楽病院
〒101-8326  千代田区神田駿河台2-5

03-3292-3981

小児科
たなか成長クリニック
〒158-0097  世田谷区用賀2-36-7　ﾌｧﾐｨｰﾕ用賀1階

03-3708-3939

内科･小児科
大波クリニック
〒203-0043　東久留米市下里7-6-2

042-473-7355

志村　直人 小児科
東京臨海病院
〒134-0086　江戸川区臨海町1-4-2

03-5605-8811

小児科
日本大学医学部小児科学系小児科学分野
〒173-8610  板橋区大谷口上町30-1

03-3972-8111

―
きたなかこども成長クリニック
〒113-0033　文京区本郷2-37-6　4Ｆ

03-3817-0976

曽根田　瞬 小児科
たなか成長クリニック
〒158-0097  世田谷区用賀2-36-7　ﾌｧﾐｨｰﾕ用賀1階

03-3708-3939

髙木　優樹 小児科
糀谷こどもクリニック　院長
〒144-0034　大田区西糀谷4-29-16　1F

03-3745-6688

小児科・思春期科
順天堂大学医学部附属順天堂医院
〒113-8431　文京区本郷3-1-3

03-3813-3111

小児科
佐々木クリニック
〒191-0062　日野市多摩平1-8-10

042-585-2591

内木　康博 内分泌・代謝科
国立成育医療研究センター
〒157-8535　世田谷区大蔵2-10-1

03-3416-0181

小児科
順天堂大学医学部附属練馬病院
〒177-8521　練馬区高野台3-1-10

03-5923-3111

小児科・小児神経科・
小児内分泌科

新島小児クリニック
〒177-0041　練馬区石神井町3-27-23-3F

03-3997-6000

橋本　伸子 ―
橋本こどもクリニック　院長
〒113-0021　文京区本駒込6-4-2

03-3943-6333

長谷川 奉延 小児科
慶應義塾大学病院
〒160-8582　新宿区信濃町35

03-3353-1211

深見　真紀 ―
国立成育医療研究センター研究所
〒157-8535  世田谷区大蔵2-10-1

03-3416-0181

堀川　玲子 内分泌・代謝科
国立成育医療研究センター
〒157-8535  世田谷区大蔵2-10-1

03-3416-0181

松岡　尚史 小児科
東京女子医科大学附属足立医療センター
〒123-8558　足立区江北4-33-1

03-3810-1111

宮井　健太郎 小児科
東京北医療センター
〒115-0053　北区赤羽台4-17-56

03-5963-3311

宮田　市郎 小児科
東京慈恵会医科大学附属病院
〒105-8471  港区西新橋3-19-18

03-3433-1111

吉田　理恵 小児科
島田療育センター
〒206-0036　多摩市中沢1-31-1

042-374-2071

鹿島田 健一

佐藤　直子

庄司　保子

田久保 憲行

新島　新一



【神奈川】

名　前 科　名 連　絡　先 TEL

朝倉　由美 ―
菊名駅前 育キッズクリニック　院長
〒222-0013　横浜市港北区錦が丘16-14 菊名駅前ビル1F

045-401-0189

有安　大典 小児科
川崎市立川崎病院
〒210-0013　川崎市川崎区新川通12-1

044-233-5521

石井　智弘 小児科
横浜市立市民病院
〒221-0855  横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1

045-316-4580

小児科
中野島糖尿病クリニック　院長
〒214-0012　川崎市多摩区中野島3-13-8-A-2F

044-281-8817

小児科
海老名メディカルプラザ（海老名総合病院）
〒243-0422　海老名市中新田439-1

046-292-0222

大山　宜秀 小児科
大山小児科　院長
〒252-0318 相模原市南区上鶴間本町2-10-11

042-747-3539

小川　英伸 ―
港町こどもクリニック　院長
〒210-0807　川崎市川崎区港町5-2-B103

044-233-1000

菊池　信行 小児科
横浜労災病院
〒222-0036　横浜市港北区小机町3211

045-474-8111

岸　健太郎 小児科
たちばな台クリニック
〒227-0046　横浜市青葉区たちばな台2-7-1

045-961-7835

志賀　健太郎 小児総合医療センター
横浜市立大学附属市民総合医療センター
〒232-0024　横浜市南区浦舟町4-57

045-261-5656

小児科
聖マリアンナ医科大学病院
〒216-8511　川崎市宮前区菅生2-16-1

044-977-8111

小児科
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
〒241-0811　横浜市旭区矢指町1197-1

045-366-1111

田久保 憲行 小児科
湘南藤沢徳洲会病院
〒251-0041　藤沢市辻堂神台1-5-1

0466-35-1177

長　　秀男 小児科
川崎市立川崎病院
〒210-0013　川崎市川崎区新川通12-1

044-233-5521

冨澤　明子 小児科
汐田総合病院
〒230-0001　横浜市鶴見区矢向1-6-20

045-574-1011

原田　正平 小児科
相模台病院
〒252-0001  座間市相模が丘6-24-28

046-256-0011

室谷　浩二 内分泌代謝科
神奈川県立こども医療センター
〒232-8555　横浜市南区六ツ川2-138-4

045-711-2351

横田　行史 ―
よこ田こどもクリニック　院長
 〒252-0143　相模原市緑区橋本3-11-2 小池ビル1Ｆ

042-773-5515

大津　成之

曽根田　瞬


