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地方分地方 都道府県 施設 窓口診療科① 対応可能な診療科
a 北海道 北海道 北海道大学 小児科 小児科、血液内科、膠原病内科
a 北海道 北海道 北見赤十字病院 小児科 小児科
a 北海道 北海道 旭川医科大学 小児科 小児科・内科・皮膚科
a 北海道 北海道 NTT東日本札幌病院　 リウマチ膠原病内科（仮） リウマチ膠原病内科、小児科
b 東北 青森 弘前大学医学部附属病院 小児科 消化器内科、皮膚科、整形外科、小児外科
b 東北 秋田 秋田大学医学部附属病院 小児科 小児科、リウマチ科
b 東北 岩手 岩手医科大学附属病院 小児科 小児科、血液内科、呼吸器内科
b 東北 福島 福島県立医科大学 リウマチ膠原病内科 リウマチ膠原病内科
b 東北 宮城 東北大学 小児科 血液免疫科、呼吸器内科、消化器内科
b 東北 宮城 宮城県立こども病院 総合診療科 血液腫瘍科、消化器科、リウマチ・感染症科
b 東北 山形 山形大学医学部附属病院 小児科 小児科、皮膚科、第2内科(消化器内科)
c 関東 茨城 筑波大学 小児科 小児科、血液内科、総合診療科、膠原病リウマチアレルギー内科、眼科、皮膚科
c 関東 茨城 茨城県立こども病院 総合診療科 総合診療科・新生児科・血液腫瘍科
c 関東 茨城 土浦協同病院 小児科 小児科
c 関東 神奈川 北里大学病院 小児科 小児科
c 関東 神奈川 神奈川県立こども医療センター 血液・腫瘍科 感染・免疫科、血液・腫瘍科
c 関東 神奈川 横浜市立大学 発生成育小児医療学 小児科
c 関東 神奈川 湘南藤沢徳洲会病院 リウマチ膠原病アレルギー科 リウマチ膠原病アレルギー科　産婦人科
c 関東 神奈川 日本医科大学武蔵小杉病院 小児科 小児科・新生児科・小児外科
c 関東 神奈川 済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科 小児肝臓消化器科
c 関東 群馬 群馬大学 小児科 小児科・膠原病内科・皮膚科
c 関東 埼玉 獨協医科大学埼玉医療センター 小児科 小児科
c 関東 埼玉 防衛医科大学校 小児科 小児科
c 関東 埼玉 埼玉県立小児医療センター 感染免疫・アレルギー科 感染免疫・アレルギー科、血液腫瘍科、消火器肝臓科、遺伝科
c 関東 千葉 千葉県こども病院 アレルギー 膠原病科 アレルギー膠原病科、感染症科、血液腫瘍科、遺伝科
c 関東 栃木 自治医科大学 小児科 小児科、アレルギー・リウマチ科、、血液内科
c 関東 栃木県 獨協医科大学 小児科 小児科
d 東京 東京 東京都立小児総合医療センター 免疫科 免疫科、感染症科、腎臓内科（小児リウマチ膠原病外来）
d 東京 東京 東京女子医科大学 リウマチ科（小児リウマチ科） リウマチ科（小児リウマチ科）
d 東京 東京 東京医科大学 小児科・思春期科 小児科、総合診療科、遺伝子診療科
d 東京 東京 国立成育医療研究センター 免疫科 免疫科
d 東京 東京 順天堂大学 小児科・思春期科 小児科・思春期科
d 東京 東京 東京医科歯科大学 小児科 小児科、遺伝診療科、消化器内科、膠原病内科、産婦人科
d 東京 東京 国立国際医療研究センター 小児科（小児） 小児科（小児）、総合感染症科（成人）、膠原病科（成人）、エイズ治療開発センター（成人・先天性免疫不全も要相談）
d 東京 東京 聖路加国際病院 小児科 小児科
e 中部 愛知 名古屋大学 小児科 小児科・総合診療科
e 中部 愛知 名古屋市立大学 小児科 膠原病内科、血液内科、皮膚科（事前に向合せ要）
e 中部 愛知 あいち小児保健医療総合センター 感染・免疫科 感染・免疫科
e 中部 愛知 藤田医科大学 小児科 小児科
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e 中部 愛知 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 小児科 小児科
e 中部 石川 金沢大学 小児科 小児科
e 中部 岐阜 岐阜大学 小児科 小児科、総合診療内科
e 中部 静岡 聖隷浜松病院 小児科 小児科、膠原病内科
e 中部 静岡 静岡県立こども病院 血液腫瘍科 血液腫瘍科、免疫アレルギー科、総合診療科
e 中部 静岡 浜松医科大学　 免疫リウマチ内科（第三内科）、小児科 免疫リウマチ内科、小児科：感染対策室と連携をとり対応いたします。
e 中部 静岡 浜松医療センター 小児科 小児科
e 中部 富山 富山大学 第一内科 内科・小児科
e 中部 長野 信州大学医学部附属病院 小児科 小児科・リウマチ・膠原病内科
e 中部 長野 長野県立こども病院 血液腫瘍科 血液腫瘍科
e 中部 新潟 新潟大学医歯学総合病院 小児科 小児科
e 中部 福井 福井大学 小児科 小児科、皮膚科
e 中部 山梨 山梨大学 小児科 小児科
f 近畿 大阪 大阪赤十字病院 小児科 小児科、リウマチ・膠原病内科、血液内科
f 近畿 大阪 大阪母子医療センター 血液・腫瘍科 血液・腫瘍科
f 近畿 大阪 大阪市立総合医療センター 小児血液腫瘍科 小児総合診療科、小児救急科、小児血液腫瘍科
f 近畿 大阪 関西医科大学付属病院 小児科 小児科
f 近畿 大阪 大阪大学医学部附属病院 小児科 小児科
f 近畿 大阪 大阪公立大学医学部附属病院 発生小児医学（小児科） 小児科・新生児科、ゲノム診療科
f 近畿 京都 京都府立医科大学 小児科 小児科、膠原病・リウマチ、アレルギー科
f 近畿 京都 京都大学医学部付属病院 小児科 小児科
f 近畿 滋賀 滋賀医科大学医学部附属病院 小児科 小児科、皮膚科
f 近畿 奈良 奈良県立医科大学 小児科 小児科
f 近畿 兵庫 兵庫県立尼崎総合医療センター 小児血液・腫瘍内科 産科、小児遺伝科、小児感染症内科、小児アレルギー内科、新生児科、小児血液腫瘍内科等の集学的ケアが可能
f 近畿 兵庫 兵庫県立こども病院 血液・腫瘍内科 血液・腫瘍内科・リウマチ科・アレルギー科・臨床遺伝科
f 近畿 兵庫 兵庫医科大学病院 皮膚科 皮膚科、小児科、アレルギー・リュウマチ内科、炎症性腸疾患内科・血液内科
f 近畿 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 小児科 小児科・膠原病リウマチ内科・脳神経内科・腫瘍血液内科
f 近畿 三重 三重大学医学部附属病院 小児科 小児科、小児外来
f 近畿 和歌山 日本赤十字社和歌山医療センター 小児科 小児科、感染症科、産婦人科、腎臓内科、リウマチ科
f 近畿 和歌山 和歌山県立医科大学 小児科 皮膚科、小児科、血液内科
g 中国 岡山 川崎医科大学 小児科 小児科、リウマチ・膠原病科
g 中国 岡山 岡山大学 小児科 小児科
g 中国 島根 島根大学 小児科 小児科、血液内科、検査部、整形外科、膠原病内科、皮膚科
g 中国 鳥取 鳥取大学 小児科 遺伝子診療科
g 中国 広島 広島大学 小児科 小児科
h 四国 愛媛 愛媛大学 小児科 小児科・血液・免疫・感染症内科学（膠原病・リウマチ内科）
h 四国 香川 香川大学 膠原病・リウマチ内科 膠原病・リウマチ内科
h 四国 高知 高知大学医学部 小児科 小児科、内分泌代謝、腎臓内科
i 九州 大分 大分大学 小児科 小児科
i 九州 大分 九州大学病院別府病院 免疫・血液・代謝内科 免疫・血液・代謝内科
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i 九州 沖縄 琉球大学病院 小児科 小児科、膠原病内科
i 九州 鹿児島 鹿児島大学病院 小児科 小児科
i 九州 熊本 熊本大学 小児科 小児科
i 九州 佐賀 佐賀大学医学部附属病院 小児科 小児科、血液・腫瘍・呼吸器内科
i 九州 長崎 長崎大学 小児科 小児科、リウマチ膠原病内科
i 九州 福岡 産業医科大学 小児科 小児科・膠原病リウマチ内科・皮膚科・消化管内科・肝胆膵内科
i 九州 福岡 九州大学 小児科 小児科
i 九州 福岡 久留米大学病院 内科 内科、小児科、皮膚科、眼科
i 九州 宮崎 宮崎大学 小児科 膠原病内科、整形外科、皮膚科、眼科
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