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
（受診する際は、必ず電話でお問い合わせください）
【三 重】
名 前

清水

信

科 名

小児内科

杉山 謙二

小児科

東川 正宗

小児科

連 絡 先

上津台小児科クリニック 院長
〒514-0061 津市一身田上津部田1504-16

三重県立総合医療センター
〒510-8561 四日市市大字日永5450-132
伊勢赤十字病院
〒516-8512 伊勢市船江1丁目471番2

TEL

059-231-2121
059-345-2321
0596-28-2171

【滋 賀】
小児科
松井 克之
小児科
丸尾 良浩

小児科

河井 昌彦

小児科

滋賀医科大学医学部附属病院
〒520-2192 大津市瀬田月輪町

長浜赤十字病院
〒526-8585 長浜市宮前町14-7

滋賀医科大学医学部附属病院
〒520-2192 大津市瀬田月輪町

大津赤十字病院
〒520-8511 大津市長等1-1-35

077-548-2111
0749-63-2111
077-548-2111
077-522-4131

【京 都】
河井 昌彦

小児科

木﨑 善郎

小児科

幸道 直樹

―

小坂 喜太郎

小児科

徳弘 由美子

―
小児科

中島 久和
小児科
松尾

敏

儘田 光和

―
小児科
小児科

森 潤

小児科
小児科

山本 徹

小児科

京都大学医学部附属病院
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

京都第一赤十字病院
〒605-0981 京都市東山区本町15-749

こうどう小児科 院長
〒611-0013 宇治市菟道西隼上り4-23

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

とくひろこどもクリニック 院長
〒615-0012 京都市右京区西院高山寺町1-1 2Ｆ

京都府立医科大学附属北部医療センター
〒629-2261 与謝郡与謝野町字男山481
京都府立医科大学付属病院
〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

まつおこどもクリニック 院長
〒604-8418 京都市中京区西ノ京東栂尾町3 4F

丹後中央病院
〒627-8555 京丹後市峰山町杉谷158-1
京都府立医科大学付属病院
〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター
〒625-8502 舞鶴市字行永2410
京都中部総合医療センター
〒629-0197 南丹市八木町八木上野25
京都鞍馬口医療センター
〒603-8151 京都市北区小山下総町27

075-751-3111
075-561-1121
0774-33-8886
075-251-5111
075-874-5790
0772-46-3371
075-251-5111
075-812-3725
0772-62-0791
075-251-5111
0773-62-2680
0771-42-2510
075-441-6101

【大 阪】
名 前

位田

忍

科 名

臨床検査科

大薗 恵一

小児科

川井 正信

消化器・内分泌科

川北 理恵

小児代謝・内分泌内科
小児科

窪田 拓生
小児科
小泉 美紀子

小児科

小西 和孝

小児科

庄司 保子

消化器・内分泌科

髙屋 淳二

小児科
小児科

田邉 裕子

小児科
小児科
小児科

難波 範行
小児科
西垣 五月

小児科

野瀬

宰

小児科

原田 大輔

小児科

東野 博彦

小児科

樋口 真司

小児代謝・内分泌内科

道上 敏美

環境影響部門

三善 陽子

小児科

望月 貴博

小児科・内分泌内科・胃腸内科

森 潤

小児科

安原 昭博

小児科

山本 威久

小児科

依藤

亨

小児代謝・内分泌内科

連 絡 先

大阪母子医療センター
〒594-1101 和泉市室堂町840
大阪大学医学部附属病院
〒565-0871 吹田市山田丘2-15

大阪母子医療センター
〒594-1101 和泉市室堂町840
大阪市立総合医療センター
〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22
大阪大学医学部附属病院
〒565-0871 吹田市山田丘2-15
石井記念愛染園附属愛染橋病院
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-16-15
淀川キリスト教病院
〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1-7-50
阿武山こどもクリニック
〒569-1041 高槻市奈佐原2-3-22

大阪母子医療センター
〒594-1101 和泉市室堂町840
河内総合病院
〒578-0954 東大阪市横枕1-31

関西医科大学香里病院
〒572-8551 寝屋川市香里本通町8-45
中野こども病院
〒535-0022 大阪市旭区新森4-13-17
関西医科大学附属病院
〒573-1191 枚方市新町2-3-1
地域医療機能推進機構 大阪病院
〒553-0003 大阪市福島区福島4-2-78
大阪大学医学部附属病院
〒565-0871 吹田市山田丘2-15

大阪市立大学医学部附属病院
〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7
野瀬クリニック 院長
〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-200大阪駅前第2ﾋﾞﾙ

地域医療機能推進機構 大阪病院
〒553-0003 大阪市福島区福島4-2-78

東野医院 院長
〒578-0974 東大阪市鴻池元町10-5

大阪市立総合医療センター
〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22
大阪府立病院機構大阪母子医療センター研究所
〒594-1101 和泉市室堂町840

大阪大学医学部附属病院
〒565-0871 吹田市山田丘2-15

希望の森 成長発達クリニック 院長
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-1-30 3F

松下記念病院
〒570-8540 守口市外島町5-55
安原こどもクリニック 院長
〒572-0085 寝屋川市香里新町22-6 3F

箕面市立病院
〒562-8562 箕面市萱野5-7-1

大阪市立総合医療センター
〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22

TEL

0725-56-1220
06-6879-5111
0725-56-1220
06-6929-1221
06-6879-3932
06-6633-2801
0120-364-489
072-690-3225
0725-56-1220
072-965-0731
072-832-5321
06-6952-4771
072-804-0101
06-6441-5451
06-6879-5111
06-6645-2121
06-6348-9030
06-6441-5451
06-6744-1210
06-6929-1221
0725-56-1220
06-6879-5111
06-4790-8655
06-6992-1231
072-832-2211
072-728-2001
06-6929-1221

【兵 庫】
名 前

荒木 久美子

科 名

－
小児科

粟野 宏之
小児科
池本 裕実子

小児科

稲田 浩

小児科

大西 寿和

小児科

尾﨑 佳代

代謝内分泌科

菊池

清

小林 めぐみ
高桑

子どものリハビリテーション・
睡眠・発達医療ｾﾝﾀｰ

小児科

聖

小児科

高橋 利和

小児科

竹島 泰弘

小児科

谷澤 隆邦

―

徳田 正邦

―

連 絡 先

秋山成長クリニック 院長
〒678-0239 赤穂市加里屋290-10 ﾌﾟﾗｯﾄ赤穂2F

神戸大学医学部附属病院
〒650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2
兵庫県立丹波医療センター
〒669-3495 丹波市氷上町石生2002-7
姫路聖マリア病院
〒670-0801 姫路市仁豊野650

西宮すなご医療福祉センター
〒663-8131 西宮市武庫川町2-9
公立学校共済組合近畿中央病院
〒664-8533 伊丹市車塚3-1

兵庫県立こども病院
〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-7
兵庫県立リハビリテーション中央病院
〒651-2181 神戸市西区曙町1070

こばやし小児科・脳神経外科クリニック
〒651-2129 神戸市西区白水3-1-15

兵庫県立西宮病院
〒662-0918 西宮市六湛寺町13-9
たかはしクリニック 院長
〒657-0846 神戸市灘区岩屋北町5-1-31

兵庫医科大学病院
〒663-8501 西宮市武庫川町1-1

たにざわこどもクリニック 院長
〒662-0971 西宮市和上町1-15

徳田こどもクリニック 院長
〒661-0965 尼崎市次屋3-6-50

TEL

0791-46-4115
078-382-5111
0795-88-5200
079-265-5111
0798-47-4477
072-781-3712
078-945-7300
078-927-2727
078-977-0330
0798-34-5151
078-882-6432
0798-45-6111
0798-22-8341
06-6495-2772

【奈 良】
小西 絢子

小児科

鶴原 昭史

小児科

長谷川 真理

小児科

山中 忠太郎

小児科

香芝生喜病院
〒639-0252 香芝市穴虫3300-3
香芝生喜病院
〒639-0252 香芝市穴虫3300-3
奈良県立医科大学附属病院
〒634-8522 橿原市四条町840
天理よろづ相談所病院 院長
〒632-8552 天理市三島町200

0745-71-3113
0745-71-3113
0744-22-3051
0743-63-5611

【和歌山】
儘田 光和

小児科

宮脇 正和

小児科

日本赤十字社和歌山医療センター
〒640-8558 和歌山市小松原通4-20
紀南病院
〒646-8588 田辺市新庄町46-70

073-422-4171
0739-22-5000

