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相談できる開業医一覧 

 

血液腫瘍を専門に診療された後に開業された相談に乗っていただける先生の一覧

です。受診要件なども施設によって異なりますので、必ず連絡をしてから受診してくだ

さい。許可をいただいた先生を掲載しておりますので、この一覧に掲載されていない場

合でも地域によっては相談に乗っていただける先生もいらっしゃいます。ご不明な点が

ありましたら、がんの子どもを守る会ソーシャルワーカーまでお問い合わせください。 

2014 年 11 月 19 日現在 

施設名 医師名 標榜診療科 連絡先 

かわかみこどもクリニッ

ク 

川上 哲夫 小児科 TEL：048‐789‐3110 FAX：048‐789‐3113 

〒362‐0061 埼玉県上尾市藤波 3－188 

E-mail：tkawakami@wbh.nifty.com 

URL:http://homepage3.nifty.com/kodomoclinic/ 

あおぞら診療所新松

戸 

前田 浩利 内科/    

小児科 

ＴＥＬ：047‐309‐7200 FAX：047‐309‐7211 

〒270‐0034 千葉県松戸市新松戸 3－15 

E-mail：info-shinmatsudo@harutaka-aozora.jp 

URL:http://harutaka-aozora.jp/ 

おおしまこどもクリニッ

ク 

大嶋 政明  TEL：03‐5762‐5272 FAX：03‐5762‐5273 

〒140‐0013 東京都品川区南大井 3－16－11 

萩沢医院 萩澤 進 小児科 TEL：03‐3774‐4946 

〒140‐0015 東京都品川区西大井 5－9－20 

URL:http://www.hagisawa-iin.jp/ 

大川こども内科クリ

ニック 

大川 洋二 小児/   

内科/     

アレルギー科 

TEL：03‐3758‐0920 FAX：03‐3758‐0059 

〒146‐0095 東京都大田区多摩川 1－6－16 

E-mail：info@ocfc.jp 

URL:http://www.ocfc.jp 

医療法人柔和会 

藤澤こどもクリニック 

藤澤 孝人 小児科/  

アレルギー科

/皮膚科 

TEL：03-3557-7950 

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 6-6-6 

大泉学園こども・ 

思春期クリニック 

齋藤 正博 小児科/思

春期小児科 

TEL：03‐5935‐7861 FAX：03‐5935‐7862 

〒178‐0068 東京都練馬区東大泉 6－47－18   

ドクターズポート大泉学園 

URL:http://oizumi-kodomo.com 

ひばりこどもクリニック 高山 順 小児科/  

アレルギー科 

TEL：042‐438‐8824 FAX：042‐438‐8818 

〒188-0001 東京都西東京市谷戸町 3-11-9 長谷川

ビル 1 階 

URL:http://www.hibari-kodomo.com/ 

ひろみこどもクリニック 七条 裕美 小児科/  

内科 

TEL：042‐501‐0088 FAX：042‐577‐5225 

〒186-0004 東京都国立市中 2-20-9 

    

http://www.ocfc.jp/
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施設名 医師名 標榜診療科 連絡先 

やすだこどもクリニック 保田由喜治 小児科/  

内科 

TEL：042‐725‐9056  

〒194-0032 東京都町田市本町田 920-1 

横田小児科医院 横田俊一郎 小児科 TEL：0465‐34‐0666 FAX：0465‐35‐0756 

〒250‐0051 神奈川県小田原市北ノ窪 515－3 

URL:http:// www.ycc.or.jp 

医療法人田中病院 田中 宗史 小児科 TEL：026‐243‐1263 FAX：026‐259‐0950 

〒381‐0037 長野県長野市西和田 1－29－8 

URL:http://www.tanaka-hp.com 

やぶたこどもクリニック 磯貝 光治 小児科 TEL：058‐278‐5255 FAX：058‐278‐5258 

〒500‐8384 岐阜県岐阜市薮田南 3－6－4 

E-mail：isogai@ykclinic.jp 

小児科おくだ医院 奥田 晃朗 小児科/  

内科/    

アレルギー科 

TEL：077‐510‐0620 FAX：077‐510‐0621 

〒520‐0813 滋賀県大津市丸の内町 9－35 

医療法人よこばやし

医院 

横林 文子 小児科/  

内科/    

アレルギー科 

TEL：075‐922‐2468 FAX：075‐922‐7801 

〒617‐0004 京都府向日市鶏冠井町山畑 39－1 

E-mail：ayako1@wondernet.ne.jp 

URL:http://www.yokobayashi.com 

むちキッズクリニック 鞭 熙  TEL：0773‐62‐0309 FAX：0773‐62‐0372 

〒625‐0036 京都府舞鶴市浜 451－2 

ちゆこどもクリニック 

 

金 智裕  TEL：06‐4305‐6951 

〒543‐0043 大阪府大阪市天王寺区勝山 3－6－8 

ＳＬビル 2Ｆ 

URL:http://chiyukodomo-clinic.com/ 

小児科さとうクリニック 佐藤 貴 小児科 TEL：082‐250‐2311 FAX：082‐250‐2310 

〒734-0014 広島県広島市南区宇品西 3-1-45-3 

URL:http://www.pedclinsato.jp/ 

いまいこどもファミリー

クリニック 

今井 正 小児科/  

血液内科 

TEL：087‐813‐8048 FAX：087‐813‐8348 

〒761-0102 香川県高松市新田町甲 658-7 

URL:http://www.imaikfc.com 

あけぼの小児クリニッ

ク 

石本 浩市 小児科/  

内科 

TEL：088‐878‐6611 FAX：088‐878‐6612 

〒783-0092 高知県南国市田村乙 1992-1 

E-mail：ishimoto@mvg.biglobe.ne.jp 

まつざき小児科医院 松崎 彰信 小児科 TEL：092‐731‐6720 

〒810‐0067 福岡県福岡市中央区伊崎 10－42 

URL:http://www1.bbiq.jp/matsuzakikids/ 

ながとし小児科 永利 義久 小児科 TEL：092‐435‐3501 FAX：092‐435‐3502 

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂 1-2-4   

URL:http://www.peds-nagatoshi.jp 
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施設名 医師名 標榜診療科 連絡先 

よしもと小児科 吉本 寿美 小児科 TEL：096‐233‐2520 FAX：096‐233‐2521 

〒869‐1102 熊本県菊池郡菊陽町原水 1156－2 

E-mail：info@yoshimoto-kids.com 

URL:http:// yoshimoto-kids.com/ 

ぐしこどもクリニック 具志 一男 小児科 TEL：098‐851‐3102 FAX：098‐851‐9105 

〒901‐0244 沖縄県豊見城市宜保 291－1 階 

 
当会で発行している冊子 2014 年 11 月 19 日現在 

 
ご希望の方はお問い合わせください。当会ホームページからダウンロードも可能です。 

 「子どものがん ～病気の知識と療養の手引き～」 

子どものがんご両親を対象に、医療及び生活上での諸問題をわかりやすく解説したものです。病気についてだけ

ではなく、病気の子どもに対する理解を深める上で、役立つと評判です。 

 「がんとたたかう子とともに（発病後日の浅い患児のご家族へ）」 

がんとたたかう子とともに小児がんと診断されて、日の浅い方々への、 先輩の患児家族からのメッセージです。 

これから始める療養生活に役立つ参考書として、活用されています。 

 病気別のリーフレット 

1.白血病 2.悪性リンパ腫 3.脳腫瘍 (小児内科医の立場から) 4.脳腫瘍 (脳神経外科医の立場から) 5.神

経芽腫 (小児内科医の立場から)6.神経芽腫 (小児外科医の立場から) 7.肝がん・腎がん・胚細胞腫 8.横

紋筋肉腫 (小児内科医の立場から) 9.横紋筋肉腫 (小児外科医の立場から) 10.骨肉腫 11.ユーイング肉腫  

12.網膜芽細胞腫 13.その他の腫瘍 14.腫瘍に関わる（遺伝的）疾患 15.造血幹細胞移植 16.晩期合併症 

 「この子のためにやれることターミナル期のお子さんをおもちのご両親のために」 ※ダウンロードのみ 

 「小児がん患児とその家族の支援に関するガイドライン（改訂版）」 

小児がん患児とその家族の支援に関するガイドライン地域における理想的な小児がん医療の実現の一助として、 

患児とその家族に対する支援活動を行う際のガイドラインとなるものです。 

 「がんの子どもの教育支援に関するガイドライン」 

がんの子どもの教育支援に関するガイドライン小児がんの子どもたちの教育環境がより良いものになることを願い、

多くの関係者の意見を取り入れたガイドラインです。小児がんのみならず多くの入院児にもあてはまり、病気療

養中の子どもに携わる多くの関係者に活用されることを願うものです。 

 「小児がん経験者のためのガイドライン －よりよい生活をめざして－」 

本ガイドラインは主として小児がん経験者（long-term survivor）を対象とし、加えて家族、医療関係者、教育

関係者、将来小児がん医療に携わることを目指している学生などにも役立つように作成したものです。作成にあ

たっては小児がん診療に携わっている医師・看護師、教育関係者、ソーシャルワーカー、親、小児がん経験者が

執筆、学会などでの議論を経て完成いたしました。 

 「この子のためにできること 緩和ケアのガイドライン」 

本ガイドラインは小児がんの子どもとその家族だけではなく、小児がんの子どもを支えるすべての人を対象に、ター

ミナル期の子どもの様子や、その周辺の状況を理解する一助となるように作成したものです。 

 「きょうだいについて語ろうーガイドライン作成に向けてー」報告書 

2013年12月に開催したワークショップの報告書です。様々な立場からのきょうだいについて話を掲載しています。 

 「小児がんの子どものきょうだいの気持ち」 

2014 年 2 月にきょうだいにまつわる体験談及びきょうだいのガイドラインに関しての意見募集を行った際に寄せて

いただいた体験談と、会報「のぞみ 158 号」に掲載したきょうだいの座談会を再掲しています。 

 「小児がん患児の保護者のための働き方ガイド（仮称）」（2014 年度発行予定） 


