
小児外科専門医のいる病院（認定施設・教育関連施設A・B） 2020年1月1日現在

都道府県 施設名 住所 TEL 専門医

北海道 北海道立子ども総合医療・療育センター（小児外科） 〒006-0041 札幌市手稲区金山1条1丁目240-6 011-691-5696 浜田　弘巳

北海道 北海道立子ども総合医療・療育センター（小児外科） 〒006-0041 札幌市手稲区金山1条1丁目240-6 011-691-5696 縫　明大

北海道 北海道立子ども総合医療・療育センター（小児外科） 〒006-0041 札幌市手稲区金山1条1丁目240-6 011-691-5696 平間　敏憲

北海道 北海道大学大学院医学研究科外科学講座消化器外科学分野Ⅰ 〒060-8638 札幌市北区北１5条西7丁目 011-716-2111 本多　昌平

北海道 社会医療法人母恋天使病院 〒065-8611 札幌市東区北12条東3丁目1-1 011-711-0101(代) 大場　豪

北海道 旭川医科大学外科学講座小児外科 〒078-8510 旭川市緑が丘東２条１丁目１－１ 0166-65-2111 宮本　和俊

北海道 旭川医科大学外科学講座小児外科 〒078-8510 旭川市緑が丘東２条１丁目１－１ 0166-65-2111 宮城　久之

北海道 旭川医科大学外科学講座小児外科 〒078-8510 旭川市緑が丘東２条１丁目１－１ 0166-65-2111 平澤　雅敏

青森県 八戸市立市民病院（小児外科） 〒031-8555 八戸市田向３丁目１－１ 0178-72-5111(代) 佐藤　智行

青森県 弘前大学医学部附属病院小児外科 〒036-8562 弘前市在府町5 0172-39-5156 平林　健

青森県 弘前大学医学部附属病院小児外科 〒036-8562 弘前市在府町5 0172-39-5156 小林　完

岩手県 岩手県立中央病院（小児外科） 〒020-0066 盛岡市上田１－４－１ 019-653-1151 島岡　理

岩手県 岩手医科大学外科 〒020-8505 盛岡市内丸19番1号 019-632-6300 小林　めぐみ

宮城県 東北大学小児外科 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１-１ 022-717-7237 仁尾　正記

宮城県 東北大学小児外科 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１-１ 022-717-7237 佐々木　英之

宮城県 東北大学小児外科 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１-１ 022-717-7237 和田　基

宮城県 東北大学小児外科 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１-１ 022-717-7237 工藤　博典

宮城県 東北大学小児外科 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１-１ 022-717-7237 田中　拡

宮城県 東北大学小児外科 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１-１ 022-717-7237 福沢　太一

宮城県 東北大学小児外科 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１-１ 022-717-7237 安藤　亮

宮城県 東北大学小児外科 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１-１ 022-717-7237 中村　恵美

宮城県 東北大学小児外科 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１-１ 022-717-7237 山木　聡史

宮城県 仙台赤十字病院（小児外科） 〒982-8501 仙台市八木山本町2丁目４３番３ 022-243-1111 伊勢　一哉

宮城県 宮城県立こども病院（外科） 〒989-3126 仙台市青葉区落合4-3-17 022-391-5111(代) 遠藤　尚文

宮城県 宮城県立こども病院（外科） 〒989-3126 仙台市青葉区落合4-3-17 022-391-5111(代) 城之前　翼

秋田県 秋田大学医学部小児外科 〒010-8543 秋田市本道1-1-1 018-834-1111 吉野　裕顕

秋田県 秋田大学医学部小児外科 〒010-8543 秋田市本道1-1-1 018-834-1111 森井　真也子

秋田県 秋田大学医学部小児外科 〒010-8543 秋田市本道1-1-1 018-834-1111 渡部　亮

秋田県 秋田厚生医療センター（小児外科） 〒011-0948 秋田市飯島西袋１－１－１ 018-880-3000(代) 畑澤　千秋

山形県 山形県立中央病院小児外科 〒990-2292 山形市大字青柳1800 023-685-2626(代) 風間　理郎

山形県 山形大学医学部附属病院第二外科 〒990-9585 山形市飯田西2-2-2 023-633-1122 中村　潤

山形県 鶴岡市立荘内病院（小児外科） 〒997-8515 鶴岡市泉町4-20 0235-26-5111(代) 大滝　雅博

福島県 福島県立医科大学附属病院小児外科 〒960-1295 福島市光が丘１ 024-547-1111(代) 田中　秀明

福島県 福島県立医科大学附属病院小児外科 〒960-1295 福島市光が丘１ 024-547-1111(代) 清水　裕史

福島県 福島県立医科大学附属病院小児外科 〒960-1295 福島市光が丘１ 024-547-1111(代) 後藤　悠大

福島県 太田西ノ内病院（小児外科） 〒963-8558 郡山市西ノ内２－５－２０ 024-925-1188(代) 大沢　義弘

福島県 太田西ノ内病院（小児外科） 〒963-8558 郡山市西ノ内２－５－２０ 024-925-1188(代) 近藤　公男

福島県 いわき市医療センター小児外科 〒973-8555 いわき市内郷御厩町久世原16 0246-26-3151 神山　隆道

福島県 いわき市医療センター小児外科 〒973-8555 いわき市内郷御厩町久世原16 0246-26-3151 佐野　信行
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茨城県 土浦協同病院（小児外科） 〒300-0028 土浦市おおつ野4-1-1 029-830-3711(代) 堀　哲夫

茨城県 土浦協同病院（小児外科） 〒300-0028 土浦市おおつ野４－１－１ 029-830-3711(代) 五藤　周

茨城県 土浦協同病院（小児外科） 〒300-0028 土浦市おおつ野４－１－１ 029-830-3711(代) 神保　教広

茨城県 JAとりで総合医療センター（小児外科） 〒302-0022 取手市本郷2-1-1 0297-74-5551(代) 坂元　直哉

茨城県 筑波大学医学医療系小児外科 〒305-0006 つくば市天王台1-1-1 029-853-3900(代) 新開　統子

茨城県 筑波大学医学医療系小児外科 〒305-0006 つくば市天王台1-1-1 029-853-3900(代) 増本　幸二

茨城県 筑波大学医学医療系小児外科 〒305-0006 つくば市天王台1-1-1 029-853-3900(代) 瓜田　泰久

茨城県 筑波大学医学医療系小児外科 〒305-0006 つくば市天王台1-1-1 029-853-3900(代) 高安　肇

茨城県 筑波大学医学医療系小児外科 〒305-0006 つくば市天王台1-1-1 029-853-3900(代) 千葉　史子

茨城県 筑波大学医学医療系小児外科 〒305-0006 つくば市天王台1-1-1 029-853-3900(代) 相吉　翼

茨城県 筑波大学医学医療系小児外科 〒305-0006 つくば市天王台1-1-1 029-853-3900(代) 小野　健太郎

茨城県 筑波大学医学医療系小児外科 〒305-0006 つくば市天王台1-1-1 029-853-3900(代) 佐々木　理人

茨城県 茨城県立こども病院(小児外科） 〒311-4145 水戸市双葉台3-3-1 029-254-1151 矢内　俊裕

茨城県 茨城県立こども病院(小児外科） 〒311-4145 水戸市双葉台3-3-1 029-254-1151 東間　未来

茨城県 茨城県立こども病院(小児外科） 〒311-4145 水戸市双葉台3-3-1 029-254-1151 益子　貴行

栃木県 栃木医療センター（小児外科） 〒320-8580 宇都宮市中戸祭1-10-37 028-622-5241(代) 羽金　和彦

栃木県 獨協医科大学第一外科 〒321-0293 下都賀郡壬生町北小林880 0282-86-1111 土岡　丘

栃木県 獨協医科大学第一外科 〒321-0293 下都賀郡壬生町北小林880 0282-86-1111 谷　有希子

栃木県 獨協医科大学第一外科 〒321-0293 下都賀郡壬生町北小林880 0282-86-1111 山口　岳史

栃木県 自治医科大学とちぎ子ども医療センター外科小児外科 〒329-0498 下野市薬師寺3311-1 0285-58-7371 小野　滋

栃木県 自治医科大学とちぎ子ども医療センター外科小児外科 〒329-0498 下野市薬師寺3311-1 0285-58-7371 馬場　勝尚

栃木県 自治医科大学とちぎ子ども医療センター外科小児外科 〒329-0498 下野市薬師寺3311-1 0285-58-7371 薄井　佳子

栃木県 自治医科大学とちぎ子ども医療センター外科小児外科 〒329-0498 下野市薬師寺3311-1 0285-58-7371 廣谷　太一

栃木県 自治医科大学とちぎ子ども医療センター外科小児外科 〒329-0498 下野市薬師寺3311-1 0285-58-7371 関根　沙知

栃木県 自治医科大学とちぎ子ども医療センター外科小児外科 〒329-0498 下野市薬師寺3311-1 0285-58-7371 辻　由貴

栃木県 国際医療福祉大学病院小児外科 〒329-2763 那須塩原市井口537-3 0287-37-2221(代) 森川　康英

栃木県 国際医療福祉大学病院小児外科 〒329-2763 那須塩原市井口537-3 0287-37-2221(代) 渕本　康史

群馬県 群馬大学大学院総合外科学講座小児外科分野 〒371-8511 前橋市昭和町３－３９－２２ 027-220-7111(代) 鈴木　信

群馬県 太田記念病院（小児外科） 〒373-8585 太田市大島町455-1 0276-55-2200(代) 志関　孝夫

群馬県 太田記念病院（小児外科） 〒373-8585 太田市大島町455-1 0276-55-2200(代) 森村　敏哉

群馬県 群馬県立小児医療センター（外科） 〒377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地 0279-52-3551 西　明

群馬県 群馬県立小児医療センター（外科） 〒377-8577 渋川市北橘町下箱田779番地 0279-52-3551 高澤　慎也

埼玉県 埼玉県立小児医療センター（小児外科） 〒330-0877 さいたま市中央区新都心1-2 048-601-2200 井原　欣幸

埼玉県 自治医科大学さいたま医療センター小児外科 〒330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847　 048-647-2111(代) 池田　太郎

埼玉県 埼玉県立小児医療センター（小児外科） 〒330-8777 さいたま市中央区新都心1-2 048-601-2200 水田　耕一

埼玉県 埼玉県立小児医療センター（小児外科） 〒330-8777 さいたま市中央区新都心1-2 048-601-2200 川嶋　寛

埼玉県 埼玉県立小児医療センター（小児外科） 〒330-8777 さいたま市中央区新都心1-2 048-601-2200 石丸　哲也
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埼玉県 さいたま市立病院(小児外科） 〒336-8522 さいたま市緑区三室2460 048-873-4111 中野　美和子

埼玉県 さいたま市立病院(小児外科） 〒336-8522 さいたま市緑区三室2460 048-873-4111 大野　通暢

埼玉県 さいたま市立病院(小児外科） 〒336-8522 さいたま市緑区三室2460 048-873-4111 入江　理絵

埼玉県 さいたま市立病院(小児外科） 〒336-8522 さいたま市緑区三室2460 048-873-4111 吉田　史子

埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター小児外科 〒343-8555 越谷市南越谷2-1-50 048-965-1111 池田　均

埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター小児外科 〒343-8555 越谷市南越谷2-1-50 048-965-1111 藤野　順子

埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター小児外科 〒343-8555 越谷市南越谷2-1-50 048-965-1111 五十嵐　昭宏

埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター小児外科 〒343-8555 越谷市南越谷2-1-50 048-965-1111 畑中　政博

埼玉県 埼玉医科大学小児外科 〒350-0495 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８ 049-276-1654 尾花　和子

埼玉県 埼玉医科大学小児外科 〒350-0495 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８ 049-276-1654 田中　裕次郎

埼玉県 埼玉医科大学小児外科 〒350-0495 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８ 049-276-1654 畑中　玲

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター肝胆膵外科・小児外科 〒350-8550 川越市鴨田1981 049-276-1654 小高　明雄

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター肝胆膵外科・小児外科 〒350-8550 川越市鴨田1981 049-276-1654 井上　成一朗

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター肝胆膵外科・小児外科 〒350-8550 川越市鴨田1981 049-276-1654 牟田　裕紀

埼玉県 TMGあさか医療センター（小児外科） 〒351-0023 朝霞市溝沼１３４０－１ 048-466-2055(代) 宮崎　栄治

埼玉県 TMGあさか医療センター（小児外科） 〒351-8551 朝霞市溝沼１３４０－１ 048-466-2055(代) 李　慶徳

埼玉県 上尾中央総合病院（小児外科） 〒362-8588 上尾市柏座1-10-10 048-773-1111(代) 小室　広昭

埼玉県 深谷赤十字病院(小児外科） 〒366-0052 深谷市上柴町西5-8-1 048-571-1511(代) 寺脇　幹

千葉県 千葉大学医学部小児外科 〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171 菱木　知郎

千葉県 千葉大学医学部小児外科 〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171 齋藤　武

千葉県 千葉大学医学部小児外科 〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171 照井　慶太

千葉県 千葉大学医学部小児外科 〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171 中田　光政

千葉県 千葉大学医学部小児外科 〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171 小松　秀吾

千葉県 千葉大学医学部小児外科 〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171(代) 柴田　涼平

千葉県 千葉県こども病院（小児外科） 〒266-0007 千葉市緑区辺田町579-1 043-292-2111 岩井　潤

千葉県 千葉県こども病院（小児外科） 〒266-0007 千葉市緑区辺田町579-1 043-292-2111 光永　哲也

千葉県 千葉県こども病院（小児外科） 〒266-0007 千葉市緑区辺田町579-1 043-292-2111 齋藤　江里子

千葉県 千葉県こども病院（小児外科） 〒266-0007 千葉市緑区辺田町579-1 043-292-2111 原田　和明

千葉県 松戸市立総合医療センター（小児外科） 〒270-2296 松戸市千駄堀993-1 047-712-2511 松浦　玄

千葉県 松戸市立総合医療センター（小児外科） 〒270-2296 松戸市千駄堀993-1 047-712-2511 三瀬　直子

千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター 〒276-8524 八千代市大和田新田477-96 047-450-6000 幸地　克憲

千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター 〒276-8524 八千代市大和田新田477-96 047-450-6000 武之内　史子

千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター 〒276-8524 八千代市大和田新田477-96 047-450-6000 矢部　清晃

千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター（小児外科） 〒279-0001 浦安市当代島3-4-32 047-351-3101 小笠原　有紀

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院小児外科 〒279-0021 浦安市富岡2-1-1 047-353-3111(代) 岡崎　任晴

千葉県 君津中央病院（小児外科） 〒292-8535 木更津市桜井1010 0438-36-1071 照井　エレナ

千葉県 亀田総合病院（小児外科） 〒296-8602 鴨川市東町929 04-7092-2211(代) 松田　諭
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東京都 聖路加国際病院（小児外科） 〒104-8560 中央区明石町9-1 03-3541-5151 松藤　凡

東京都 聖路加国際病院（小児外科） 〒104-8560 中央区明石町9-1 03-3541-5151 迫田　晃子

東京都 聖路加国際病院（小児外科） 〒104-8560 中央区明石町9-1 03-3541-5151 矢田　圭吾

東京都 東京慈恵会医科大学外科 〒105-8461 港区西新橋3-25-8 03-3433-1111 芦塚　修一

東京都 東京慈恵会医科大学外科 〒105-8461 港区西新橋3-25-8 03-3433-1111 黒部　仁

東京都 東京慈恵会医科大学外科 〒105-8461 港区西新橋3-25-8 03-3433-1111 田中　圭一朗

東京都 東京慈恵会医科大学外科 〒105-8461 港区西新橋3-25-8 03-3433-1111 平松　友雅

東京都 東京慈恵会医科大学外科 〒105-8461 港区西新橋3-25-8 03-3433-1111 大橋　伸介

東京都 東京慈恵会医科大学外科 〒105-8461 港区西新橋3-25-8 03-3433-1111 金森　大輔

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 山高　篤行

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 宮野　剛

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 古賀　寛之

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 岡和田　学

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 末吉　亮

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 瀬尾　尚吾

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 濟陽　寛子

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 中村　弘樹

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 澁谷　聡一

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 越智　崇徳

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 有井　瑠美

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 須田　一人

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 中島　秀明

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 三宅　優一郎

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 村上　寛

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科 〒113-8421 文京区本郷２－１－１ 03-3433-1111 吉田　志帆

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 新井　真理

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 鈴木　完

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 藤代　準

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 竹添　豊志子

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 天野　日出

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 鈴木　啓介

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 藤雄木　亨真

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 柿原　知

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 加藤　怜子

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 五嶋　翼

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 高見　尚平

東京都 東京大学医学部附属病院小児外科 〒113-8655 文京区本郷7-3-1 03-5800-6539 朝長　高太郎
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東京都 昭和大学江東豊洲病院小児外科 〒135-8577 江東区豊洲5-1-38 03-6204-6000 吉澤　穣治

東京都 昭和大学江東豊洲病院小児外科 〒135-8577 江東区豊洲5-1-38 03-6204-6000 佐藤　英章

東京都 昭和大学江東豊洲病院小児外科 〒135-8577 江東区豊洲5-1-38 03-6204-6000 中神　智和

東京都 昭和大学病院小児外科 〒142-8666 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8709 土岐　彰

東京都 昭和大学病院小児外科 〒142-8666 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8709 渡井　有

東京都 昭和大学病院小児外科 〒142-8666 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8709 千葉　正博

東京都 昭和大学病院小児外科 〒142-8666 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8709 タナカ　早恵

東京都 昭和大学病院小児外科 〒142-8666 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8709 中山　智理

東京都 昭和大学病院小児外科 〒142-8666 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8709 大澤　俊亮

東京都 東邦大学医療センター大森病院小児外科 〒143-8541 大田区大森西6-11-1 03-3762-4151 黒岩　実

東京都 東邦大学医療センター大森病院小児外科 〒143-8541 大田区大森西6-11-1 03-3762-4151 酒井　正人

東京都 東邦大学医療センター大森病院小児外科 〒143-8541 大田区大森西6-11-1 03-3762-4151 高橋　雄介

東京都 日本赤十字社医療センター(小児外科） 〒150-8935 渋谷区広尾4‐1‐22 03-3400-1311 吉田　真理子

東京都 日本赤十字社医療センター(小児外科） 〒150-8935 渋谷区広尾4‐1‐22 03-3400-1311 中原　さおり

東京都 国立成育医療研究センター（外科） 〒157-8535 世田谷区大蔵２－１０－１ 03-3416-0181 金森　豊

東京都 国立成育医療研究センター（外科） 〒157-8535 世田谷区大蔵２－１０－１ 03-3416-0181 田原　和典

東京都 国立成育医療研究センター（外科） 〒157-8535 世田谷区大蔵２－１０－１ 03-3416-0181 藤野　明浩

東京都 国立成育医療研究センター（外科） 〒157-8535 世田谷区大蔵2-10-1 03-3416-0181 森　禎三郎

東京都 国立成育医療研究センター（外科） 〒157-8535 世田谷区大蔵2-10-1 03-3416-0181 栁　佑典

東京都 東京医科大学病院小児外科 〒160-0023 新宿区西新宿６－７－１ 03-3342-6111 長江　逸郎

東京都 東京医科大学病院小児外科 〒160-0023 新宿区西新宿６－７－１ 03-3342-6111 林　豊

東京都 東京医科大学病院小児外科 〒160-0023 新宿区西新宿６－７－１新教育棟　９階 03-3342-6111 四柳　聡子

東京都 慶應義塾大学病院小児外科 〒160-8582 新宿区信濃町35 03-3353-1211 黒田　達夫

東京都 慶應義塾大学病院小児外科 〒160-8582 新宿区信濃町３５ 03-3353-1211 星野　健

東京都 慶應義塾大学病院小児外科 〒160-8582 新宿区信濃町35 03-3353-1211 堀田　亮

東京都 慶應義塾大学病院小児外科 〒160-8582 新宿区信濃町35 03-3353-1211 加藤　源俊

東京都 慶應義塾大学病院小児外科 〒160-8582 新宿区信濃町35 03-3353-1211 藤村　匠

東京都 慶應義塾大学病院小児外科 〒160-8582 新宿区信濃町35 03-3353-1211 山田　洋平

東京都 東京女子医科大学小児外科・第二外科 〒162-8666 新宿区河田町８－１ 03-3353-8111 世川　修

東京都 東京女子医科大学小児外科・第二外科 〒162-8666 新宿区河田町８－１ 03-3353-8111 光永　眞貴
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東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 花田　学

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 越永　従道

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 杉藤　公信

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 星野　真由美

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 上原　秀一郎

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 金田　英秀

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 古屋　武史

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 大橋　研介

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 川島　弘之

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 細田　利史

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 細川　崇

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 浅井　陽

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 吉澤　信輔

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 石塚　悦昭

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 星　玲奈

東京都 日本大学医学部小児外科 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 渡邉　揚介

東京都 順天堂大学附属練馬病院小児外科 〒177-8521 練馬区高野台３－１－１０ 03-5923-3111 浦尾　正彦

東京都 順天堂大学附属練馬病院小児外科 〒177-8521 練馬区高野台3-1-10 03-5923-3111 田中　奈々

東京都 杏林大学病院小児外科 〒181-8611 三鷹市新川６－２０－２ 0422-47-5511 浮山　越史

東京都 杏林大学病院小児外科 〒181-8611 三鷹市新川６－２０－２ 0422-47-5511 渡邉　佳子

東京都 東京都立小児総合医療センター（外科） 〒183-8561 府中市武蔵台２－８－２９ 042-300-5111 廣部　誠一

東京都 東京都立小児総合医療センター（外科） 〒183-8561 府中市武蔵台2-8-29 042-300-5111 下高原　昭廣

東京都 東京都立小児総合医療センター（外科） 〒183-8561 府中市武蔵台2-8-29 042-300-5111 下島　直樹

東京都 東京都立小児総合医療センター（外科） 〒183-8561 府中市武蔵台2-8-29 042-300-5111 富田　紘史

東京都 東海大学医学部付属八王子病院（小児外科） 〒192-0032 八王子市石川町1838 0426-39-1111 平川　均

東京都 東海大学医学部付属八王子病院（小児外科） 〒192-0032 八王子市石川町１８３８ 0426-39-1111 鄭　英里

神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院小児外科 〒211-8533 川崎市中原区小杉町1－396 044-733-5181(代) 高橋　翼

神奈川県 聖マリアンナ医科大学小児外科 〒216-8511 川崎市宮前区菅生 2-16-1 044-977-8111 北川　博昭

神奈川県 聖マリアンナ医科大学小児外科 〒216-8511 川崎市宮前区菅生 2-16-1 044-977-8111 古田　繁行

神奈川県 聖マリアンナ医科大学小児外科 〒216-8511 川崎市宮前区菅生 2-16-1 044-977-8111 辻　志穂

神奈川県 聖マリアンナ医科大学小児外科 〒216-8511 川崎市宮前区菅生 2-16-1 044-977-8111 島　秀樹

神奈川県 聖マリアンナ医科大学小児外科 〒216-8511 川崎市宮前区菅生 2-16-1 044-977-8111 長江　秀樹

神奈川県 聖マリアンナ医科大学小児外科 〒216-8511 川崎市宮前区菅生 2-16-1 044-977-8111 眞鍋　周太郎

神奈川県 聖マリアンナ医科大学小児外科 〒216-8511 川崎市宮前区菅生 2-16-1 044-977-8111 大山　慧

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院こどもセンター(小児外科) 〒224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１ 045-949-7000 杉山　彰英

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院こどもセンター(小児外科) 〒224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 045-949-7000 川野　晋也
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神奈川県 神奈川県立こども医療センター（外科） 〒232-8555 横浜市南区六ッ川2-138-4 045-711-2351 新開　真人

神奈川県 神奈川県立こども医療センター（外科） 〒232-8555 横浜市南区六ッ川2-138-4 045-711-2351 北河　徳彦

神奈川県 神奈川県立こども医療センター（外科） 〒232-8555 横浜市南区六ッ川2-138-4 045-711-2351 望月　響子

神奈川県 神奈川県立こども医療センター（外科） 〒232-8555 横浜市南区六ッ川2-138-4 045-711-2351 臼井　秀仁

神奈川県 神奈川県立こども医療センター（外科） 〒232-8555 横浜市南区六ッ川2-138-4 045-711-2351 藤井　俊輔

神奈川県 横須賀市立うわまち病院（小児外科） 〒238-8567 横須賀市上町2-36 046-823-2630(代) 毛利　健

神奈川県 横須賀市立うわまち病院（小児外科） 〒238-8567 横須賀市上町2-36 046-823-2630(代) 石川　未来

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院(小児外科) 〒241-0811 横浜市旭区矢指町1197-1 044-977-8111 脇坂　宗親

神奈川県 湘南藤沢徳洲会病院（小児外科） 〒251-0041 藤沢市辻堂神台1-5-1 0466-35-1177(代) 蛇口　達造

神奈川県 湘南藤沢徳洲会病院（小児外科） 〒251-0041 藤沢市辻堂神台1-5-1 0466-35-1177(代) 鈴木　孝明

神奈川県 北里大学病院小児外科 〒252-0374 相模原市南区北里1-15-1 042-778-8111 田中　潔

神奈川県 北里大学病院小児外科 〒252-0374 相模原市南区北里1-15-1 042-778-8111 山本　裕輝

神奈川県 北里大学病院小児外科 〒252-0374 相模原市南区北里1-15-1 042-778-8111 出家　亨一

神奈川県 東海大学医学部外科学系小児外科学 〒259-1193 伊勢原市下糟屋143 0463-93-1121 渡辺　稔彦

神奈川県 東海大学医学部外科学系小児外科学 〒259-1193 伊勢原市下糟屋143 0463-93-1121 清水　隆弘

神奈川県 東海大学医学部外科学系小児外科学 〒259-1193 伊勢原市下糟屋 143 0463-93-1121 森　昌玄

新潟県 長岡赤十字病院（小児外科） 〒940-2085 長岡市千秋２丁目２９７－１ 0258-28-3600(代) 金田　聡

新潟県 新潟県立中央病院（小児外科） 〒943-0192 上越市新南町205番地 025-522-7711 奥山　直樹

新潟県 新潟県立中央病院（小児外科） 〒943-0192 上越市新南町２０５ 025-522-7711 村田　大樹

新潟県 新潟市民病院（小児外科） 〒950-1197 新潟市中央区鐘木４６３－７ 025-281-5151 内藤　真一

新潟県 新潟市民病院（小児外科） 〒950-1197 新潟市中央区鐘木463-7　 025-281-5151 飯沼　泰史

新潟県 新潟市民病院（小児外科） 〒950-1197 新潟市中央区鐘木463-7 025-281-5151 平山　裕

新潟県 新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座小児外科学分野 〒951-8510 新潟市中央区旭町通一番町757 025-223-6161(代) 木下　義晶

新潟県 新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座小児外科学分野 〒951-8520 新潟市中央区旭町通一番町757番地 025-223-6161(代) 荒井　勇樹

新潟県 新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座小児外科学分野 〒951-8520 新潟市中央区旭町通一番町754番地 025-227-2254 横田　直樹

富山県 富山大学医学部第二外科 〒930-0194 富山市杉谷２６３０ 076-434-2281(代) 廣川　慎一郎

富山県 富山県立中央病院(小児外科） 〒930-8550 富山市西長江2-2-78 076-424-1531 岡田　安弘

富山県 富山県立中央病院(小児外科） 〒930-8550 富山市西長江2-2-78 076-424-1531 山崎　徹

石川県 金沢医科大学小児外科 〒920-0256 河北郡内灘町大学1-1 076-286-2211 河野　美幸

石川県 金沢医科大学小児外科 〒920-0256 河北郡内灘町大学1-1 076-286-2211 岡島　英明

石川県 金沢医科大学小児外科 〒920-0256 河北郡内灘町大学1丁目1番地 076-286-2211 安井　良僚

石川県 金沢医科大学小児外科 〒920-0256 河北郡内灘町大学1-1 076-286-2211 桑原　強

石川県 石川県立中央病院いしかわ総合母子医療センター小児外科 〒920-8530 金沢市鞍月東2丁目1番地 076-237-8211 下竹　孝志

石川県 金沢大学附属病院周産母子センター 〒920-8641 金沢市宝町13－1 076-265-2000(代) 宮本　正俊

石川県 金沢大学附属病院周産母子センター 〒920-8641 金沢市宝町１３－１ 076-265-2000(代) 小川　恵子

石川県 金沢大学附属病院周産母子センター 〒920-8641 金沢市宝町13-1 076-265-2000(代) 酒井　清祥

福井県 福井県立病院（小児外科） 〒910-0846 福井市四ツ井2-8-1 0776-54-5151(代) 石川　暢己

山梨県 山梨県立中央病院(小児外科） 〒400-8506 甲府市富士見1-1-1 055-253-7111 大矢知　昇

山梨県 山梨大学医学部第二外科 〒409-3898 中央市下河東1110 055-273-1111 蓮田　憲夫
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長野県 佐久総合病院佐久医療センター（小児外科） 〒385-0051 佐久市中込3400番地28 0267-62-8181(代) 楯川　幸弘

長野県 長野県立こども病院（外科） 〒399-8205 安曇野市豊科3100 0263-73-6700 大澤　絵都子

長野県 長野県立こども病院（外科） 〒399-8288 安曇野市豊科3100 0263-73-6700 高見澤　滋

長野県 長野県立こども病院（外科） 〒399-8288 安曇野市豊科３１００ 0263-73-6700 好沢　克

長野県 長野県立こども病院（外科） 〒399-8288 安曇野市豊科３１００ 0263-73-6700 畑田　智子

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター（小児外科） 〒502-8558 岐阜市長良1300-7 058-232-7755 鴻村　寿

静岡県 静岡県立こども病院（外科） 〒420-8660 静岡市葵区漆山８６０ 054-247-6251 漆原　直人

静岡県 静岡県立こども病院（外科） 〒420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 福本　弘二

静岡県 静岡県立こども病院（外科） 〒420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 三宅　啓

静岡県 静岡県立こども病院（外科） 〒420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 矢本　真也

静岡県 静岡県立こども病院（外科） 〒420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 仲谷　健吾

静岡県 静岡県立こども病院（外科） 〒420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 関岡　明憲

静岡県 静岡県立こども病院（外科） 〒420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 野村　明芳

静岡県 聖隷浜松病院（小児外科） 〒430-8558 浜松市中区住吉2-12-12 053-474-2222 高橋　俊明

静岡県 聖隷浜松病院（小児外科） 〒430-8558 浜松市中区住吉2-12-12 053-474-2222 山田　豊

静岡県 浜松医科大学小児外科 〒431-3192 浜松市東区半田山1-20-1 053-435-2111(代) 川原　央好

静岡県 浜松医科大学小児外科 〒431-3192 浜松市東区半田山１－２０－１ 053-435-2111(代) 奈良　啓悟

静岡県 浜松医科大学小児外科 〒431-3192 浜松市東区半田山1-20-1 053-435-2111(代) 山本　美紀

愛知県 刈谷豊田総合病院（外科） 〒448-8505 刈谷市住吉町5-15 0566-25-8013 清水　保延

愛知県 名古屋第一赤十字病院(小児外科） 〒453-8511 名古屋市中村区道下町3-35 052-481-5111 村瀬　成彦

愛知県 名古屋市立西部医療センター（小児外科） 〒462-8508 名古屋市北区平手町１－１－１ 052-991-8121 佐藤　陽子

愛知県 名古屋大学小児外科 〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町６５ 052-744-2780 内田　広夫

愛知県 名古屋大学小児外科 〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65 052-744-2780 檜　顕成

愛知県 名古屋大学小児外科 〒466-8550 昭和区鶴舞町６５ 052-744-2780 住田　亙

愛知県 名古屋大学小児外科 〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65 052-744-2780 城田　千代栄

愛知県 名古屋大学小児外科 〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65 052-744-2780 大島　一夫

愛知県 名古屋大学小児外科 〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65番地 052-744-2780 横田　一樹

愛知県 名古屋大学小児外科 〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65 052-744-2780 田井中　貴久

愛知県 名古屋大学小児外科 〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65 052-744-2780 牧田　智

愛知県 名古屋市立大学病院小児外科 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ 052-851-5511 近藤　知史

愛知県 名古屋市立大学病院小児外科 〒467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 052-851-5511 高木　大輔

愛知県 藤田医科大学小児外科 〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 0562-93-2323 原　普二夫

愛知県 藤田医科大学小児外科 〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８ 0562-93-2323 鈴木　達也

愛知県 藤田医科大学小児外科 〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 0562-93-2000 渡邉　俊介

愛知県 藤田医科大学小児外科 〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 0562-93-2323 安井　稔博

愛知県 あいち小児保健医療総合センター（小児外科） 〒474-8710 大府市森岡町七丁目426番地 0562-43-0500 小野　靖之

愛知県 あいち小児保健医療総合センター（小児外科） 〒474-8710 大府市森岡町7-426 0562-43-0500 高須　英見
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愛知県 愛知県医療療育総合センター中央病院(小児外科） 〒480-0392 春日井市神屋町713-8 0568-88-0811 安藤　久實

愛知県 愛知県医療療育総合センター中央病院(小児外科） 〒480-0392 春日井市神屋町７１３－８ 0568-88-0811 加藤　純爾

愛知県 愛知県医療療育総合センター中央病院(小児外科） 〒480-0392 春日井市神屋町７１３－８ 0568-88-0811 新美　教弘

愛知県 愛知県医療療育総合センター中央病院(小児外科） 〒480-0392 春日井市神屋町７１３－８ 0568-88-0811 田中　修一

愛知県 愛知県医療療育総合センター中央病院(小児外科） 〒480-0392 春日井市神屋町713-8 0568-88-0811 毛利　純子

愛知県 愛知医科大学外科 〒480-1195 長久手市岩作雁又１番地１ 0561-61-5244(代) 金子　健一朗

愛知県 愛知医科大学外科 〒480-1195 長久手市岩作雁又1-1 0562-93-2323 加藤　翔子

三重県 三重県立総合医療センター（小児外科） 〒510-8561 四日市市大字日永5450-132 059-345-2321(代) 大竹　耕平

三重県 三重病院（小児外科） 〒514-0125 津市大里窪田町３５７ 059-232-2531(代) 塚本　能英

三重県 三重病院（小児外科） 〒514-0125 津市大里窪田町３５７ 059-232-2531(代) 中澤　誠

三重県 三重大学消化管・小児外科 〒514-8507 津市江戸橋２－１７４ 059-231-5020 内田　恵一

三重県 三重大学消化管・小児外科 〒514-8507 津市江戸橋２－１７４ 059-231-5020 井上　幹大

三重県 三重大学消化管・小児外科 〒514-8507 津市江戸橋2-174 059-231-5020 小池　勇樹

三重県 三重大学消化管・小児外科 〒514-8507 津市江戸橋２－１７４ 059-231-5020 松下　航平

滋賀県 滋賀医科大学附属病院消化器・乳腺一般外科 〒520-2192 大津市瀬田月輪町 077-548-2111 坂井　幸子

滋賀県 滋賀医科大学附属病院消化器・乳腺一般外科 〒520-2192 大津市瀬田月輪町 077-548-2111 加藤　久尚

滋賀県 大津赤十字病院（小児外科） 〒520-8511 大津市長等一丁目1-35 077-522-4131(代) 高田　斉人

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター（小児外科） 〒523-0082 近江八幡市土田町1379 0748-33-3151 津田　知樹

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 075-251-5835 田尻　達郎

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 075-251-5835 木村　修

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 075-251-5835 樋口　恒司

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５ 075-251-5835 文野　誠久

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 075-251-5835 東　真弓

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465 075-251-5835 青井　重善

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５ 075-251-5835 古川　泰三

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５ 075-251-5835 坂井　宏平

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５ 075-251-5835 田中　智子

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 上京区河原町通広小路上ル梶井町465 075-251-5835 金　聖和

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路梶井町465 075-251-5835 仙石　由貴

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465番地 075-251-5835 高山　勝平

京都府 京都府立医科大学附属病院　小児外科 〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 075-251-5835 村上　紫津

京都府 京都第一赤十字病院(小児外科） 〒605-0981 京都市東山区本町１５－７４９ 075-561-1121 出口　英一

京都府 京都第一赤十字病院(小児外科） 〒605-0981 東山区本町15丁目749番地 075-561-1121 曽我美　朋子

京都府 京都大学医学部附属病院小児外科 〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町５４ 075-751-3651 上本　伸二

京都府 京都大学医学部附属病院小児外科 〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 075-751-3651 岡本　竜弥

京都府 京都大学医学部附属病院小児外科 〒606-8507 京都市左京区聖護院河原町54 075-751-3651 小川　絵里

京都府 京都大学医学部附属病院小児外科 〒606-8507 京都市左京区聖護院河原町54 075-751-3111(代) 金城　昌克

京都府 京都大学医学部附属病院小児外科 〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 075-751-3651 鈴木　久美子

京都府 宇治徳洲会病院（小児外科） 〒611-0041 宇治市槙島町石橋145番地 0774-20-1111 久保田　良浩

京都府 市立福知山市民病院（小児外科） 〒620-8505 福知山市厚中町231番地 0773-22-2101 深田　良一
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京都府 京都中部総合医療センター（小児外科） 〒629-0197 南丹市八木町八木上野25 0771-42-2510 岩田　譲司

大阪府 北野病院（小児外科） 〒530-8480 大阪市北区扇町２－４－２０ 06-6312-1221(代) 佐藤　正人

大阪府 北野病院（小児外科） 〒530-8480 大阪市北区扇町2-4-20 06-6312-1221(代) 諸冨　嘉樹

大阪府 北野病院（小児外科） 〒530-8480 大阪市北区扇町2丁目4番20号 06-6312-1221(代) 遠藤　耕介

大阪府 北野病院（小児外科） 〒530-8480 大阪市北区扇町2-4-20 06-6312-1221(代) 東尾　篤史

大阪府 淀川キリスト教病院（小児外科） 〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1-7-50 0120-364-489(代) 春本　研

大阪府 大阪市立総合医療センター(小児外科） 〒534-0021 大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 06-6929-1221 米田　光宏

大阪府 大阪市立総合医療センター(小児外科） 〒534-0021 大阪市都島区都島本通２－１３－２２ 06-6929-1221 神山　雅史

大阪府 大阪市立総合医療センター(小児外科） 〒534-0021 大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 06-6929-1221 山田　弘人

大阪府 大阪赤十字病院（小児外科） 〒543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０ 06-6774-5111 大野　耕一

大阪府 大阪赤十字病院（小児外科） 〒543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30 06-6774-5111 林　宏昭

大阪府 大阪市立大学小児外科 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6605-2011(代) 堀池　正樹

大阪府 大阪市立大学小児外科 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6605-2011(代) 三藤　賢志

大阪府 愛染橋病院（小児外科） 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋５－１６－１５ 06-6633-2801 谷　岳人

大阪府 愛染橋病院（小児外科） 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-16-15 06-6633-2801 松浦　玲

大阪府 大阪急性期・総合医療センター（小児外科） 〒558-8558 大阪市住吉区万代東3-1-56 06-6692-1201(代) 中村　哲郎

大阪府 大阪急性期・総合医療センター（小児外科） 〒558-8558 大阪市住吉区万代東3-1-56 06-6692-1201(代) 吉田　洋

大阪府 大阪大学医学部小児成育外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-2 06-6879-3750 奥山　宏臣

大阪府 大阪大学医学部小児成育外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-2 06-6879-3750 田附　裕子

大阪府 大阪大学医学部小児成育外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-2 06-6879-3750 渡邊　美穂

大阪府 大阪大学医学部小児成育外科 〒565-0871 吹田市山田丘２－２ 06-6879-3750 上野　豪久

大阪府 大阪大学医学部小児成育外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-3750 阪　龍太

大阪府 大阪大学医学部小児成育外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-2 06-6879-3750 野村　元成

大阪府 大阪大学医学部小児成育外科 〒565-0871 吹田市山田丘2番15号 06-6879-3750 野口　侑記

大阪府 大阪大学医学部小児成育外科 〒565-0871 吹田市山田丘2-2小児成育外科 06-6879-3750 児玉　匡

大阪府 医療法人愛仁会高槻病院(小児外科） 〒569-1192 高槻市古曽部町1-3-13 072-681-3801 西島　栄治

大阪府 医療法人愛仁会高槻病院(小児外科） 〒569-1192 高槻市古曽部町1-3-13 072-681-3801 久松　千恵子

大阪府 医療法人愛仁会高槻病院(小児外科） 〒569-1192 高槻市古曽部町1-3-13 072-681-3801 津川　二郎

大阪府 医療法人愛仁会高槻病院(小児外科） 〒569-1192 高槻市古曽部町1丁目3番13号 072-681-3801 服部　健吾

大阪府 大阪医科大学附属病院一般・消化器・小児外科 〒569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221 富山　英紀

大阪府 関西医科大学附属病院小児外科 〒573-1191 枚方市新町2-3-1 072-804-0101(代) 濵田　吉則

大阪府 関西医科大学附属病院小児外科 〒573-1191 枚方市新町2丁目3-1 072-804-0101(代) 土井　崇

大阪府 八尾徳洲会総合病院（小児外科） 〒581-0011 八尾市若草町１－１７ 072-993-8501(代) 木村　拓也

大阪府 近畿大学外科学教室 〒589-8511 大阪狭山市大野東３７７－２ 072-366-0221 八木　誠

大阪府 近畿大学外科学教室 〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221 佐々木　隆士

大阪府 近畿大学外科学教室 〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221 森下　祐次

大阪府 近畿大学外科学教室 〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221(代) 前川　昌平
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大阪府 大阪母子医療センター(小児外科) 〒594-1101 和泉市室堂町840 0725-56-1220 臼井　規朗

大阪府 大阪母子医療センター(小児外科) 〒594-1101 和泉市室堂町840 0725-56-1220 曹　英樹

大阪府 大阪母子医療センター(小児外科) 〒594-1101 和泉市室堂町840 0725-56-1220 正畠　和典

大阪府 大阪母子医療センター(小児外科) 〒594-1101 和泉市室堂町840 0725-56-1220 田山　愛

大阪府 大阪母子医療センター(小児外科) 〒594-1101 和泉市室堂町８４０ 0725-56-1220 山道　拓

大阪府 泉大津市立病院（外科・内視鏡外科） 〒595-0027 和泉市下条町16-1 0725-36-5622(代) 渡邉　高士

兵庫県 神戸大学医学部附属病院小児外科 〒650-0001 神戸市中央区加納町2-10-2-203 078-382-5111 中谷　太一

兵庫県 神戸大学医学部附属病院小児外科 〒650-0017 神戸市中央区楠町７－５－２ 078-382-5111 尾藤　祐子

兵庫県 神戸大学医学部附属病院小児外科 〒650-0017 神戸市中央区楠町7－5－2 078-382-5111 高野　洋一

兵庫県 神戸大学医学部附属病院小児外科 〒650-0017 神戸市中央区楠町7－5－2 078-382-5111 大片　祐一

兵庫県 神戸大学医学部附属病院小児外科 〒650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2 078-382-5111 宮内　玄徳

兵庫県 兵庫県立こども病院（小児外科） 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-7 078-945-7300 前田　貢作

兵庫県 兵庫県立こども病院（小児外科） 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-7 078-945-7300 横井　暁子

兵庫県 兵庫県立こども病院（小児外科） 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-7 078-945-7300 森田　圭一

兵庫県 兵庫県立こども病院（小児外科） 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6－7 078-945-7300 岩出　珠幾

兵庫県 兵庫県立こども病院（小児外科） 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目６－７ 079-451-5500 河原　仁守

兵庫県 兵庫県立こども病院（小児外科） 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目 078-945-7300 鮫島　由友

兵庫県 兵庫県立こども病院（小児外科） 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6-7 078-945-7300 竹内　雄毅

兵庫県 兵庫県立こども病院（小児外科） 〒654-0081 神戸市須磨区高倉台1-1-1 078-945-7300 福澤　宏明

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター（小児外科） 〒660-8550 尼崎市東難波町2丁目１７－７７ 06-6429-5321 片山　哲夫

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター（小児外科） 〒660-8550 尼崎市東難波町二丁目17番77号 06-6429-5321 岡本　晋弥

兵庫県 兵庫医科大学小児外科 〒663-8131 西宮市武庫川町1-1 0798-45-6582 大植　孝治

兵庫県 兵庫医科大学小児外科 〒663-8501 西宮市武庫川町１－１ 0798-45-6582 野瀬　聡子

兵庫県 兵庫医科大学小児外科 〒663-8501 西宮市武庫川町1番1号 0798-45-6582 銭谷　昌弘

兵庫県 姫路聖マリア病院（小児外科） 〒670-0801 姫路市仁豊野650 079-265-5111(代) 高尾　智也

兵庫県 姫路赤十字病院（小児外科） 〒670-8540 姫路市下手野1丁目12番1号 079-294-2251 畠山　理

兵庫県 姫路赤十字病院（小児外科） 〒670-8540 姫路市下手野1-12-1 079-294-2251 岡本　光正

兵庫県 加古川中央市民病院（小児外科） 〒675-8611 加古川市加古川町本町４３９ 079-451-5500 久野　克也

兵庫県 加古川中央市民病院（小児外科） 〒675-8611 加古川市加古川本町439番地 079-451-5500 安福　正男

兵庫県 加古川中央市民病院（小児外科） 〒675-8611 加古川市加古川町本町439番地 079-451-5500 中尾　真

奈良県 近畿大学医学部奈良病院小児外科 〒630-0293 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880(代) 米倉　竹夫

奈良県 近畿大学医学部奈良病院小児外科 〒630-0293 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880(代) 山内　勝治

奈良県 近畿大学医学部奈良病院小児外科 〒630-0293 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880(代) 石井　智浩

奈良県 近畿大学医学部奈良病院小児外科 〒630-0293 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880(代) 高間　勇一

奈良県 近畿大学医学部奈良病院小児外科 〒630-0293 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880(代) 中畠　賢吾

奈良県 近畿大学医学部奈良病院小児外科 〒630-0293 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880(代) 梅田　聡

奈良県 奈良県立医科大学消化器総合外科・小児外科・乳腺外科 〒634-8522 橿原市四条町８４０ 0744-22-3051(代) 金廣　裕道

奈良県 奈良県立医科大学消化器総合外科・小児外科・乳腺外科 〒634-8522 橿原市四条町840 0744-22-3051(代) 澤井　利夫

奈良県 奈良県立医科大学消化器総合外科・小児外科・乳腺外科 〒634-8522 橿原市四条町840 0744-22-3051(代) 洲尾　昌伍
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和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター（小児外科） 〒640-8269 和歌山市小松原通4-20 073-422-4171(代) 中岡　達雄

和歌山県 和歌山県立医科大学第２外科 〒640-8441 和歌山市紀三井寺811-1 073-447-2300 三谷　泰之

和歌山県 和歌山県立医科大学第２外科 〒641-0012 和歌山市紀三井寺811-1 073-447-2300 合田　太郎

和歌山県 和歌山県立医科大学第２外科 〒641-8510 和歌山市紀三井寺811-1 073-447-2300 窪田　昭男

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院小児外科 〒683-8504 米子市西町３６‐１ 0859-33-1111(代) 高野　周一

島根県 島根大学医学部附属病院小児外科 〒693-8501 出雲市塩冶町８９－１ 0853-23-2111 久守　孝司

島根県 島根大学医学部附属病院小児外科 〒693-8501 出雲市塩冶町89-1 0853-23-2111 大倉　隆宏

岡山県 倉敷中央病院外科 〒700-0015 倉敷市美和1-1-1 086-422-0210 片山　修一

岡山県 岡山大学病院小児外科 〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-223-7151 野田　卓男

岡山県 岡山大学病院小児外科 〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-223-7151 谷　守通

岡山県 岡山大学病院小児外科 〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-223-7151 納所　洋

岡山県 岡山大学病院小児外科 〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-223-7151 谷本　光隆

岡山県 川崎医科大学小児外科 〒701-0192 倉敷市松島577 086-462-1111 植村　貞繁

岡山県 川崎医科大学小児外科 〒701-0192 倉敷市松島577 086-462-1111 吉田　篤史

岡山県 川崎医科大学小児外科 〒701-0192 倉敷市松島577 086-462-1111 久山　寿子

岡山県 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター（小児外科）　 〒701-1192 岡山市北区田益1711-1 086-294-9911 青山　興司

岡山県 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター（小児外科）　 〒701-1192 岡山市北区田益1711-1 086-294-9911 中原　康雄

岡山県 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター（小児外科）　 〒701-1192 岡山市北区田益1711-1 086-294-9911 仲田　惣一

広島県 国立病院機構福山医療センター（小児外科） 〒720-8520 福山市沖野上町4丁目14番17号 084-922-0001 長谷川　利路

広島県 国立病院機構福山医療センター（小児外科） 〒720-8520 福山市沖野上町4丁目14-17 084-922-0001 黒田　征加

広島県 国立病院機構福山医療センター（小児外科） 〒720-8520 福山市沖野上町４丁目１４番１７号 084-922-0001 井深　奏司

広島県 広島市立舟入市民病院（小児外科） 〒730-0844 広島市中区舟入幸町１４－１１ 082-232-6195 市川　徹

広島県 広島市立舟入市民病院（小児外科） 〒730-0844 広島市中区舟入幸町１４－１１ 082-232-6195 山岡　裕明

広島県 広島市立広島市民病院(小児外科） 〒730-8518 広島市中区基町7-33 082-221-2291 今治　玲助

広島県 広島市立広島市民病院(小児外科） 〒730-8518 広島市中区基町7-33 082-221-2291 佐伯　勇

広島県 広島市立広島市民病院(小児外科） 〒730-8518 広島市中区基町7-33 082-221-2291 尾山　貴徳

広島県 県立広島病院(小児外科） 〒734-8530 広島市南区宇品神田１－５－５４ 082-257-5555 大津　一弘

広島県 県立広島病院(小児外科） 〒734-8530 広島市南区宇品神田1丁目5-54 082-257-5555 亀井　尚美

広島県 広島大学病院小児外科 〒734-8551 広島市南区霞1-2-3 082-257-5555 檜山　英三

広島県 広島大学病院小児外科 〒734-8551 広島市南区霞1-2-3 082-257-5555 鬼武　美幸

広島県 広島大学病院小児外科 〒734-8551 広島市南区霞1-2-3 082-257-5555 上田　祐華

広島県 広島大学病院小児外科 〒734-8551 広島市南区霞1-2-3 082-257-5555 赤峰　翔

広島県 広島大学病院小児外科 〒734-8551 広島市南区霞1-2-3 082-257-5555 栗原　將

山口県 山口県立総合医療センター（小児外科） 〒747-8511 防府市大字大崎77番地 0835-22-4411(代) 河崎　正裕

山口県 山口県立総合医療センター（小児外科） 〒747-8511 防府市大字大崎77番地 0835-22-4411(代) 金川　勉

徳島県 徳島大学小児外科・小児内視鏡外科 〒770-8503 徳島市蔵本町2-50-1 088-633-9276 石橋　広樹

徳島県 徳島大学小児外科・小児内視鏡外科 〒770-8503 徳島市蔵本町3-18-15 088-633-9276 森　大樹

香川県 香川大学医学部小児外科 〒761-0793 木田郡三木町池戸1750-1　 087-891-2181 下野　隆一

香川県 香川大学医学部小児外科 〒761-0793 木田郡三木町池戸1750-1 087-891-2181 田中　彩

香川県 香川大学医学部小児外科 〒761-0793 木田郡三木町大字池戸1750-1 087-891-2181 藤井　喬之
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香川県 四国こどもとおとなの医療センター小児外科 〒765-8507 善通寺市仙遊町2丁目1番1号 0877-62-1000 岩村　喜信

香川県 四国こどもとおとなの医療センター小児外科 〒765-8507 善通寺市仙遊町2丁目1番1号 0877-62-1000 新居　章

香川県 四国こどもとおとなの医療センター小児外科 〒765-8507 善通寺市仙遊町2-1-1 0877-62-1000 浅井　武

愛媛県 愛媛県立中央病院（小児外科） 〒790-0024 松山市春日町８３番地 089-947-1111(代) 近藤　剛

愛媛県 松山赤十字病院（小児外科） 〒790-8524 松山市文京町1 089-924-1111(代) 野口　伸一

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院消化器腫瘍外科 〒791-0925 東温市志津川454. 089-964-5111(代) 竜田　恭介

高知県 高知医療センター小児外科 〒781-8555 高知市池２１２５－１ 088-837-3000 佐々木　潔

福岡県 北九州市立医療センター（小児外科） 〒802-0077 北九州市小倉北区馬借２丁目１－１ 093-541-1831 田口　匠平

福岡県 国立病院機構小倉医療センター（小児外科） 〒802-8533 北九州市小倉南区春ケ丘10-1 092-642-5573 生野　猛

福岡県 国立病院機構小倉医療センター（小児外科） 〒802-8533 北九州市小倉南区春ケ丘10-1 092-642-5573 生野　久美子

福岡県 国立病院機構小倉医療センター（小児外科） 〒802-8533 北九州市小倉南区春ケ丘10-1 092-642-5573 白井　剛

福岡県 JCHO九州病院（小児外科） 〒806-8501 北九州市八幡西区岸の浦1丁目8番1号 093-641-5111 福田　篤久

福岡県 JCHO九州病院（小児外科） 〒806-8501 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1　 093-641-5111 上村　哲郎

福岡県 九州医療センター（小児外科） 〒810-8563 福岡市中央区地行浜1-8-1 092-852-0700(代) 甲斐　裕樹

福岡県 九州大学大学院小児外科学分野 〒812-8582 福岡市東区馬出３－１－１ 092-642-5573 田口　智章

福岡県 九州大学大学院小児外科学分野 〒812-8582 福岡市東区馬出3－1－1 092-642-5573 伊崎　智子

福岡県 九州大学大学院小児外科学分野 〒812-8582 福岡市東区馬出３－１－１ 092-642-5573 松浦　俊治

福岡県 九州大学大学院小児外科学分野 〒812-8582 福岡市東区馬出３－１－１ 092-642-5573 宮田　潤子

福岡県 九州大学大学院小児外科学分野 〒812-8582 福岡市東区馬出３－１－１ 092-642-5573 宗崎　良太

福岡県 九州大学大学院小児外科学分野 〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 092-642-5573 手柴　理沙

福岡県 九州大学大学院小児外科学分野 〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 092-642-5573 高橋　良彰

福岡県 九州大学大学院小児外科学分野 〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 092-642-5573 吉丸　耕一朗

福岡県 福岡市立こども病院小児外科 〒813-0017 福岡市東区香椎照葉5-1-1 092-682-7000 財前　善雄

福岡県 福岡市立こども病院小児外科 〒813-0053 福岡市東区香椎照葉5-1-1 092-682-7000 岡村　かおり

福岡県 福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 〒814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1 092-801-1011 廣瀬　龍一郎

福岡県 飯塚病院（小児外科） 〒820-8505 飯塚市芳雄町3-83 0948-22-3800 中村　晶俊

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町67 0942-31-7631 八木　實

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町６７ 0942-31-7631 田中　芳明

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町６７ 0942-31-7631 深堀　優

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町６７ 0942-31-7631 田中　宏明

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町６７ 0942-31-7631 小森　登志江

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町６７ 0942-31-7631 石井　信二

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町６７ 0942-31-7631 橋詰　直樹

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町67 0942-31-7631 小西　健一郎

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町67 0942-31-7614 升井　大介

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町67 0942-31-7614 倉八　朋宏

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町67 0942-31-7614 小松崎　尚子

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町67 0942-31-7614 靏久　士保利

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0011 久留米市旭町67 0942-31-7631 東舘　成希

福岡県 久留米大学医学部小児外科 〒830-0047 久留米市旭町76 0942-31-7631 坂本　早季
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福岡県 聖マリア病院（小児外科） 〒830-8543 久留米市津福本町４２２ 0942-35-3322 靍　知光

福岡県 聖マリア病院（小児外科） 〒830-8543 久留米市津福本町422 0942-35-3322 浅桐　公男

福岡県 聖マリア病院（小児外科） 〒830-8543 久留米市津福本町４２２ 0942-35-3322 朝川　貴博

福岡県 聖マリア病院（小児外科） 〒830-8543 久留米市津福本町422番地 0942-35-3322 吉田　索

福岡県 福岡市立こども病院小児外科 〒880-8510 福岡市東区香椎照葉5-1-1 092-682-7000(代) 林田　真

佐賀県 佐賀県医療センター好生館（小児外科） 〒840-8571 佐賀市嘉瀬町中原400番地 0952-29-9390(代) 村守　克己

長崎県 長崎大学病院小児外科 〒852-8111 長崎市坂本１－７－１ 095-819-7000(代) 小坂　太一郎

長崎県 長崎大学病院小児外科 〒852-8501 長崎市坂本1-7-1 095-819-7200(代) 山根　裕介

長崎県 長崎大学病院小児外科 〒852-8501 長崎市坂本１－７－１ 095-819-7000(代) 田浦　康明

長崎県 長崎大学病院小児外科 〒852-8501 長崎市坂本1-7-1 095-819-7200(代) 吉田　拓哉

熊本県 熊本大学医学部附属病院小児外科 〒860-8556 熊本市中央区本荘1丁目1-1 096-373-5616 本田　正樹

熊本県 熊本大学医学部附属病院小児外科 〒860-8556 熊本市本荘1-1-1 096-373-5616 吉井　大貴

熊本県 熊本大学医学部附属病院小児外科 〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1 096-373-5616 磯野　香織

熊本県 熊本赤十字病院（小児外科） 〒861-8520 熊本市東区長嶺南２－１－１ 096-384-2111(代) 吉元　和彦

熊本県 熊本市立熊本市民病院（小児外科） 〒862-8505 熊本市東区湖東1-1-60 096-365-1711 山本　裕俊

熊本県 熊本市立熊本市民病院（小児外科） 〒862-8505 熊本市東区湖東1-1-60 096-365-1711 奥村　健児

大分県 大分県立病院（小児外科） 〒870-8511 大字豊饒476 097-546-7111 江角　元史郎

宮崎県 宮崎県立宮崎病院（小児外科） 〒880-8510 宮崎市北高松町5-30 0985-24-4181 永田　公二

宮崎県 宮崎大学医学部外科学講座 〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200 0985-85-1510(代) 中目　和彦

宮崎県 宮崎大学医学部外科学講座 〒889-1692 宮崎市清武町木原5200 0985-85-1510(代) 鈴東　昌也

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-0075 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号 099-275-5444 松久保　眞

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１ 099-275-5444 加治　建

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘８－３５ 099-275-5444 向井　基

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１ 099-275-5444 林田　良啓

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ケ丘8-35-1 099-275-5444 新山　新

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ケ丘8-35-1 099-275-5444 武藤　充

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 099-275-5444 家入　里志

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35－1 099-275-5444 山田　和歌

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１ 099-275-5444 川野　孝文

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 桜ケ丘８丁目35-1小児外科医局 099-275-5444 山田　耕嗣

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ケ丘8-35-1 099-275-5444 春松　敏夫

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１ 099-275-5444 桝屋　隆太

鹿児島県 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野 〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号 099-275-5444 右田　美里

鹿児島県 鹿児島市立病院（小児外科・周産期医療センター） 〒890-8760 鹿児島市上荒田37-1 099-230-7000 野口　啓幸

鹿児島県 鹿児島市立病院（小児外科・周産期医療センター） 〒890-8760 鹿児島市上荒田町37番1号 099-230-7000 町頭　成郎

沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター（小児外科） 〒901-1193 南風原町字新川118-1 098-888-0123(代) 仲間　司

沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター（小児外科） 〒901-1193 島尻郡南風原町字新川　118-1 098-888-0123(代) 金城　僚
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