
施設名

札幌医科大学附属病院 小児科 講師 山本 雅樹

北海道立子ども総合医療・療育センター 小児血液腫瘍内科・医⾧ 五十嵐敬太

札幌北楡病院 小児思春期科副院⾧ 小林良二

北海道大学病院 小児科 ・ 助教 ⾧ 祐子

旭川医科大学病院 腫瘍センター 講師 更科岳大

弘前大学医学部附属病院 小児科 助教 神尾 卓哉

中通総合病院 小児科 統括科⾧ 平山雅士

秋田大学医学部附属病院 小児科 講師 矢野道広

岩手医科大学附属病院 小児科学講座 准教授 遠藤 幹也

岩手県立中部病院 小児科 第１科⾧ 越前屋竹寅

福島県立医科大学附属病院 小児腫瘍内科・教授/部⾧ 佐野 秀樹

東北大学病院 小児科・准教授 笹原洋二

宮城県立こども病院 血液腫瘍科・科⾧ 佐藤 篤

山形大学医学部附属病院 小児科・科⾧ 三井哲夫

茨城県立こども病院 小児血液腫瘍科小児科部⾧ 加藤啓輔

筑波大学附属病院 小児科 講師 福島紘子

横浜市立大学附属病院 小児科 准教授 柴 徳生

済生会横浜市南部病院 小児科主任部⾧ 田中 文子

北里大学病院 脳神経外科 主任教授 隈部 俊宏

東海大学医学部付属病院 小児科・准教授 山本将平

神奈川県立こども医療センター 血液・腫瘍科 医⾧ 岩﨑 史紀

群馬県立小児医療センター 血液腫瘍科 医療局⾧ 河崎 裕英

群馬大学医学部附属病院 小児科 助教 奥野はるな

埼玉医科大学総合医療センター 小児科教授 森脇 浩一

埼玉県立小児医療センター 血液･腫瘍科・科⾧ 康 勝好

防衛医科大学校病院 小児科 教授 今井 耕輔

帝京大学ちば総合医療センター 小児科 教授 太田 節雄

日本医科大学千葉北総病院 小児科 教授 浅野 健

千葉大学医学部附属病院 小児外科 教授 菱木知郎

千葉県こども病院 血液・腫瘍科 部⾧ 落合 秀匡

東京医科大学病院 消化器外科・小児外科准教授 林 豊

国立国際医療研究センター病院 小児科第一医⾧ 七野 浩之

日本大学医学部附属板橋病院 小児外科 准教授 上原 秀一郎

武蔵野赤十字病院 小児科・部⾧ ⾧澤 正之

東京医科歯科大学医学部附属病院 小児科 講師 磯田健志

東京都立小児総合医療センター 血液・腫瘍科 部⾧ 湯坐 有希

東京慈恵会医科大学附属病院 小児科准教授 秋山政晴

日本医科大学付属病院 小児科・准教授 植田高弘
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東京大学医学部附属病院 小児科 教授 加藤 元博

慶應義塾大学病院 小児科・専任講師 嶋田博之

東邦大学医療センター大森病院 小児科・臨床教授 高橋浩之

順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科 准教授 藤村 純也

国立成育医療研究センター 小児がんセンター センター⾧ 松本 公一

聖路加国際病院 小児科 医⾧ ⾧谷川大輔

杏林大学医学部付属病院 小児科・臨床教授 吉野浩

獨協医科大学病院 小児科・准教授 佐藤雄也

自治医科大学附属病院（とちぎ子ども医療セン

ター）
小児科・教授 嶋田 明

信州大学医学部附属病院 小児医学教室・教授 中沢洋三

⾧野県立こども病院 血液腫瘍科・部⾧ 坂下 一夫

新潟大学医歯学総合病院 小児科・准教授（病院教授） 今井千速

新潟県立がんセンター新潟病院 小児科 部⾧ 小川淳

山梨大学医学部附属病院 小児科・教授 犬飼岳史

埼玉医科大学国際医療センター 小児腫瘍科・教授 田中 竜平

獨協医科大学埼玉医療センター 小児疾患外科治療センター 教授 土岡 丘

国立がん研究センター中央病院 小児腫瘍科・科⾧ 小川千登世

藤田医科大学病院 小児科学 講師 田中 真己人

愛知医科大学病院 小児科 准教授 堀壽成

国立病院機構名古屋医療センター 小児科 医⾧ 前田尚子

愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 小児医療センター⾧ 宮島 雄二

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 小児科・部⾧ 濱 麻人

名古屋大学医学部附属病院 小児科 教授 高橋 義行

名古屋市立大学病院 小児科 助教 亀井 美智

金沢医科大学病院 小児科 助教 岡田 直樹

岐阜市民病院 小児科 部⾧ 篠田邦大

岐阜大学医学部附属病院 小児科 臨床准教授 小関 道夫

浜松医科大学医学部附属病院 小児科・講師 坂口公祥

静岡県立こども病院 血液腫瘍科 科⾧ 渡邉 健一郎

聖隷浜松病院 小児科・顧問 松林 正

静岡県立静岡がんセンター 小児科 部⾧ 石田 裕二

福井大学医学部附属病院 小児科 教授 大嶋 勇成

三重大学医学部附属病院 小児科 教授 平山雅浩

大阪公立大学医学部附属病院 発達小児医学・准教授 時政定雄

近畿大学病院 小児科・准教授 坂田 尚己

大阪母子医療センター 血液・腫瘍科 副部⾧ 佐藤 真穂

大阪大学医学部附属病院 小児科 講師小児科 講師 宮村能子

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科 血液腫瘍部門副部⾧ 三上真充



大阪市立総合医療センター 小児血液腫瘍科・部⾧ 藤崎 弘之

大阪赤十字病院 小児科 部⾧ 藤野寿典

京都桂病院 小児科 院⾧ 若園 吉裕

京都大学医学部附属病院 小児科・教授 滝田 順子

京都市立病院 小児科 部⾧ 石田宏之

舞鶴医療センター 小児科 医師 岡本 賢治

京都府立医科大学附属病院 小児科 教授 家原知子

滋賀医科大学附属病院 小児科・准教授 多賀崇

奈良県総合医療センター 小児外科・部⾧ 米倉竹夫

奈良県立医科大学附属病院 小児科・講師 石原 卓

兵庫県立こども病院 血液・腫瘍内科科⾧ ⾧谷川大一郎

兵庫医科大学病院 小児外科・教授 大植 孝治

日本赤十字社和歌山医療センター 小児科・副部⾧ 濱畑啓悟

和歌山県立医科大学附属病院 小児科 講師 神波 信次

兵庫県立尼崎総合医療センター 小児血液・腫瘍内科 科⾧ 宇佐美 郁哉

愛媛県立中央病院 小児医療センター・センター⾧ 石田也寸志

愛媛大学医学部附属病院 小児科 教授 江口真理子

松山赤十字病院 小児科 第三部⾧ 米澤早知子

岡山医療センター 小児外科 医⾧ 中原 康雄

岡山大学病院 小児科・助教 鷲尾佳奈

倉敷中央病院 小児科・部⾧ 納富誠司郎

四国こどもとおとなの医療センター 小児血液・腫瘍内科 医⾧ 今井 剛

高知医療センター 総合周産期母子医療センター⾧ 西内律雄

高知大学医学部附属病院 小児思春期医学・准教授 久川浩章

島根大学医学部附属病院 小児科 教授 竹谷健

徳島大学病院 小児科 准教授 渡辺浩良

鳥取大学医学部附属病院 小児科・助教 奥野 啓介

広島大学病院 小児科 教授 岡田賢

広島赤十字・原爆病院 小児科 副院⾧／小児科部⾧ 藤田直人

山口大学医学部附属病院 小児科 准教授 深野 玲司

大分大学医学部附属病院
大分こども急性救急疾患学部門

（小児科）教授
末延 聡一

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児血液・腫瘍内科 医⾧ 屋冝 孟

鹿児島大学病院 小児科 准教授 西川拓朗

熊本大学病院 小児科 助教 阿南 正

佐賀大学医学部附属病院 小児科・助教 西 眞範

久留米大学病院 小児科 准教授 大園 秀一

産業医科大学病院 小児科学 講師 本田 裕子

九州大学病院 周産期・小児医療学 准教授 古賀 友紀



国立病院機構 九州がんセンター 小児・思春期腫瘍科 医⾧ 中山 秀樹

宮崎大学医学部附属病院 小児科・教授 盛武 浩

埼玉県立がんセンター
臨床検査科・科⾧／血液内科 副

部⾧
川村眞智子

さいたま市立病院 小児科 医⾧ 一色恭平

大阪国際がんセンター 小児科 主任部⾧ 橋井佳子

特定非営利活動法人日本小児がん研究研究グループ

(JCCG)
理事⾧ 足立壯一


