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作成日：2021 年 5 月 6日 

本研究に賛同する全国の医療機関に属する医師 

ID 医療機関名 ※ 研究者名 ※ 

001 三重病院 藤澤隆夫, 増田佐和子, 臼井智子, 東礼次郎, 丸山貴也 

002 静岡市立清水病院 明貝路子, 三谷麻里絵 

003 千葉大学医学部附属病院 石和田稔彦 

004 長野県立こども病院 南希成, 笠井正志, 張慶哲 

005 日本赤十字社医療センター 竹田知洋, 池田侑子 

006 仙台市立病院 神田暁郎, 鈴木力生, 宮副貴光, 三浦佐和子, 守谷充司 

007 豊川市民病院 加藤伴親 

008 興生総合病院 藤井洋輔, 野村博昭 

009 くさかり小児科 草刈章 

010 滋賀医科大学 澤井俊宏 

011 山形市立病院済生館 清水行敏, 阿部暁子, 前田勝子 

012 宮崎県立宮崎病院 中谷圭吾 

013 奈良県立医科大学 西屋克己 

014 南多摩病院 中野裕史 

015 信州上田医療センター 塩入崇弘 

016 近江八幡市立総合医療センター 吉田忍 

017 野洲病院 底田辰之, 杉本健悟, 奥野計寿人 

018 ひよしクリニック 日吉正明 

019 球磨郡公立多良木病院 師井敏裕 

020 福岡東医療センター 手塚純一郎, トカンヴラッド 

021 熊本赤十字病院 武藤雄一郎 

022 植松整形外科 耳鼻咽喉科クリニック 植松美紀子 

023 多摩ガーデンクリニック 杉原桂 

024 むつ総合病院 中畑徹 

025 聖隷浜松病院 松林里絵, 村上知隆, 松林正, 松原理沙 

026 市立秋田総合病院 石田和子 

027 中野こども病院 石井紘介 

028 京都大学医学部附属病院 伊藤穣, 中野哲志 

029 磐田市立総合病院 渡部達 

030 聖路加国際病院 稲井郁子 

031 東京歯科大学市川総合病院 佐藤公則, 本田美紗, 佐々木悟郎 

032 山形県立中央病院 桜井博毅, 鈴木大, 近岡秀二, 小野田正志 

033 公立西知多総合病院 青嶋努 

034 金沢医療センター 太田和秀 

035 京都医療センター 鶴田悟, 秋山祐一 

036 徳島県立中央病院 松浦里, 川人雅美, 井上美紀, 庄野実希, 寺田知正, 大西
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康裕, 本間友佳子, 近藤秀治, 竹内竣亮 

037 大同病院 水野美穂子, 山口直哉 

038 北野小児科医院 北野昭人 

039 防衛医科大学校病院 吉田裕輔, 川村陽一 

040 埼玉医科大学総合医療センター 森脇浩一, 山崎崇志 

041 茨城県立こども病院 泉維昌 

042 綾部市立病院 金田大介 

043 小松市民病院 大月幸, 金田尚 

044 横浜医療センター 菅井和子, 小林慈典 

045 ベルランド総合病院 大島利夫 

046 県立広島病院 松原啓太 

047 大分大学医学部附属病院 是松聖悟, 泉達郎, 山田博 

048 佐賀県医療センター好生館 市丸智浩, 阿部淳, 一ノ瀬文男, 大串栄彦 

049 公立那賀病院 山家宏宣 

050 川口市立医療センター 辻敦美, 黒神経彦, 宮川雄一 

051 福井県済生会病院 横山忠史, 山田真平, 中村太地, 松田裕介, 宇佐美雅章, 

山上綾子 

052 自治医科大学附属 さいたま医療センタ

ー 

菅原大輔, 野中航仁, 杉山洋平 

053 名古屋市立 西部医療センター 清水正己, 鈴木悟, 水野なずな, 福田純男, 吉田明生 

054 飯田市立病院 長沼邦明, 多田明良 

055 市立豊中病院 横井健人, 川上展弘, 平野翔堂, 川西邦洋 

056 群馬県立小児医療センター 加藤政彦 

057 虎の門病院 小川敦 

058 熊本地域医療センター 上野靖史, 柳井雅明 

059 耳鼻咽喉科 ののはなクリニック 兼定啓子 

060 聖隷沼津病院 中村雅博, 板倉陽介, 中野潔 

061 三重耳鼻咽喉科 坂井田麻祐子 

062 はせがわ耳鼻クリニック 長谷川朋美 

063 国立病院機構 浜田医療センター 堀大介 

064 昭和大学藤が丘病院 田中裕 

065 嬉野医療センター 佐藤忠司, 大串栄彦 

066 群馬中央病院 田代雅彦 

067 小牧市民病院 大野敏行 

068 岐阜県総合医療センター 手塚宜行, 丸田香奈子, 阪下達哉, 湯澤壮太郎, 滝大樹 

069 山口大学医学部附属病院 長谷川俊史, 橘高節明, 太田陽香 

070 たはらクリニック 田原卓浩 

071 北野病院 羽田敦子 

072 松原耳鼻いんこう科医院 松原茂規 
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073 旭川医科大学 林達哉 

074 別府医療センター 古賀寛史, 中本貴人, 佐藤大祐 

075 国東市民病院 半田陽祐, 佐脇美和 

076 大分赤十字病院 近藤優美 

077 新生会高田中央病院 是松聖悟 

078 大分県済生会日田病院 武口真広 

079 厚生連鶴見病院 鈴木正義 

080 津久見医師会立 津久見中央病院 清田今日子 

081 豊後大野市民病院 拜郷敦彦 

082 天心堂へつぎ病院 佐藤宏 

083 竹田市立こども診療所 高野智幸 

084 慈恵会西田病院 久我修二, 秋吉健介 

085 杵築市立山香病院 山田博, 半田陽祐 

086 東京女子医科大学東医療センター 余田敬子 

087 杉田耳鼻咽喉科 杉田麟也 

088 市立根室病院 林達哉 

089 かみで耳鼻咽喉科クリニック 上出洋介 

090 国立病院機構 宮崎病院 後藤千佳, 糸永知代 

091 中津市立 中津市民病院 児玉隆志, 是松聖悟, 小杉雄二郎 

092 順天堂大学医学部附属練馬病院 塚田瑞葉 

093 町田市民病院 加賀美武飛, 佐藤祐子 

094 六甲アイランド甲南病院 太田國隆, 坂田玲子 

095 徳山中央病院 内田正志, 東良紘 

096 大阪府立急性期・総合医療センター 高野智子 

097 姫路赤十字病院 濵平陽史, 藤原絢子, 高見勇一, 鮫島智大 

098 金沢赤十字病院 橋本浩之 

099 横浜労災病院 長崎梓, 渡辺重朗, 豊福明和 

100 さいたま市民医療センター 野田あんず, 高見澤勝, 布施川岳人 

101 草加市立病院 土屋史郎 

102 はらこどもクリニック 原朋邦 

103 洛和会音羽病院 徳永千恵美, 池田響子, 畑中マリ, 有馬丈洋 

104 国立病院機構 埼玉病院 上牧勇 

105 羽生総合病院 関島俊雄 

106 岡山医療センター 中村さやか, 寒竹倫子, 西村佑真 

107 医療法人明和病院 川越里佳, 小野淳一郎 

108 静岡県立総合病院 原崎正士 

109 岡山大学病院 藤井洋輔 

110 仙台医療センター 貴田岡節子 
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111 日本赤十字社和歌山医療センター 吉田晃, 水野真介 

112 名古屋市立大学病院 齋藤伸治, 青山幸平, 遠藤剛 

113 獨協医科大学越谷病院 田中慎一朗 

114 越谷市立病院 木下恵司 

115 深谷赤十字病院 平澤邦夫, 荒川篤康 

116 埼玉県立小児医療センター 川野豊, 上島洋二 

117 医療法人慈桜会 瀬戸病院 梁尚弘 

118 春日部市立病院 渡辺健一 

119 帝京大学医学部附属溝口病院 村田敬寛 

120 市立伊丹病院 藪田玲子 

121 川崎医科大学附属病院 近藤英輔, 齋藤亜紀 

122 加古川中央市民病院 西山敦史 

123 聖マリアンナ医科大学病院 勝田友博 

124 近江草津徳洲会病院 中井真由美, 多賀谷翠 

125 下関市立市民病院 河野祥二 

126 福山市民病院 三谷納, 半澤愛 

127 北播磨総合医療センター 木花咲子, 早野克典, 竹中佳奈栄, 宅見徹 

128 鶴岡市立荘内病院 久保暢大, 幾瀬樹, 新井啓 

129 秋田大学大学医学部附属病院 矢野珠巨 

130 富士吉田市立病院 小鹿学, 中村誠 

131 埼玉協同病院 荒熊智宏 

132 ぐんぐんキッズクリニック 中野景司 

133 大館市立総合病院 高橋義博 

134 桐生厚生総合病院 桑島信 

135 神奈川県立こども医療センター 清水彰彦, 鹿間芳明 

136 KKR 札幌医療センター 岩本圭祐, 大島由季代 

137 和泉市立病院 菅原祐一, 寺川由美 

138 昭和大学医学部小児科学講座 阿部祥英 

139 筑波メディカルセンター病院 今井博則 

140 天草地域医療センター 石津良子 

141 昭和大学横浜市北部病院 大山伸雄, 田鹿牧子, 長濱隆明, 藤巻孝一郎, 玉井哲郎 

142 焼津市立総合病院 柳澤敦広 

143 長浜赤十字病院 奥野計寿人 

144 大正病院 岩本幸久 

145 市立輪島病院 榊原康久 

146 関西医科大学附属枚方病院 野田幸弘, 保田真宏 

147 兵庫県立淡路医療センター 大橋玉基, 福原信一, 浜田佳奈, 増田知佳, 鮫島智大 

148 東京北医療センター 宮田理英, 松原直己, 奥村幸治, 金井慎一, 齋藤洋子 
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149 佐世保中央病院 山田克彦 

150 佐世保共済病院 合田裕治 

151 岐阜市民病院 野田美香 

152 埼玉県済生会川口総合病院 荻野毅史 

153 川崎市立川崎病院 楢林敦 

154 日本赤十字社 前橋赤十字病院 松井敦 

155 三菱京都病院 北村直行, 田中篤志 

156 大崎市民病院 鳴海僚彦 

157 富山市立富山市民病院 金田尚 

158 済生会滋賀県病院 上原陽治, 佐藤彩, 國津智彬, 中井真由美 

159 海老名総合病院 箕浦克則 

160 釧路赤十字病院 仲西正憲 

161 淀川キリスト教病院 和田珠希, 中河秀憲 

162 江南厚生病院 西村直子 

163 人吉医療センター 林勇佑 

164 大垣市民病院 野村羊示, 鹿野博明 

165 シロアムこどもクリニック 卯月勝弥 

166 大和市立病院 山本亜矢子 

167 えがみ小児科 江上公康 

168 うえはら耳鼻咽喉科クリニック 植原元晴 

169 広島市立広島市民病院 長岡義晴 

170 岩永こどもクリニック 岩永知久 

171 倉敷中央病院 上山伸也 

172 日本医科大学多摩永山病院 今井丈英 

173 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 田原麻由 

174 自治医科大学附属病院 和田聖哉 

175 東京慈恵会医科大学附属柏病院 稲毛由佳, 和田靖之, 川田祥子 

176 総合守谷第一病院 玉井香菜 

177 藤田医科大学病院 三宅未紗, 齋藤彩子, 田中真己人, 松本祐嗣, 河村吉紀 

178 亀田総合病院 小川優一, 細川直登, 伊東宏明 

179 静岡赤十字病院 大河原一郎 

180 こどもクリニックたしろ 田代慎二郎 

181 岡崎市民病院 渡邊由香利, 河野好彦, 須藤祐司, 永田佳敬 

182 大分こども病院 牛嶋規久美, 神薗慎太郎, 矢部友奈, 加藤健 

183 市立三次中央病院 則松知章 

184 日立製作所日立総合病院 菊地正広 

185 広島市立舟入病院 兵藤純夫 

186 藤枝市立総合病院 八木洋子, 森貴幸 
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187 愛知医科大学病院 北川好郎 

188 中東遠総合医療センター 上村桂一 

189 城東こどもクリニック 松原徹 

190 岐阜大学医学部附属病院 笹井英雄, 門脇朋範 

191 日本海総合病院 大内明, 篠崎敏行, 田辺さおり 

192 姫路聖マリア病院 池本裕実子 

193 まつだあかちゃんこどもクリニック 松田武文 

194 あいち小児保健医療総合センター 大下裕法, 河辺慎司, 大島康徳, 伊藤健太 

195 伊勢赤十字病院 前山隆智 

196 浜松医科大学 小野裕之, 藤澤泰子, 松下雄登, 中西俊樹 

197 市立八幡浜総合病院 越智史博 

198 日本鋼管福山病院 藤原倫昌 

199 新小山市民病院 五十嵐浩, 齊藤洋, 山岸佑也, 野崎靖之, 小平和也, 福井

沙織 

200 徳島市民病院 山上貴司, 木下ゆき子 

201 静岡市立静岡病院 五十嵐健康, 酒井秀政, 鵜野裕一, 村田乃理子, 大井正 

202 小田原市立病院 松田基 

203 日野小児科内科医院 日野利治 

204 相模原病院 柳田紀之, 吉本裕良 

205 福山医療センター 菅井和子, 藤原倫昌 

206 北海道医療センター 長尾雅悦 

207 南京都病院 宮野前健 

208 国立病院機構 福岡病院 松﨑寛司, 二宮崇仁 

209 長良医療センター 内田靖 

210 岩国医療センター 川田典子 

211 四国こどもとおとなの医療センター 岡田隆文 

212 さわだ耳鼻咽喉科・眼科 澤田正一 

213 土浦協同病院 荒木恭子, 安達恵利子 

214 すずかこどもクリニック 渡辺正博 

215 JA とりで総合医療センター 宮下智行 

216 トヨタ記念病院 多田英倫, 河野好彦 

217 土屋小児病院 子川和宏 

218 守山市民病院 中島亮, 國津智彬 

219 北九州市立八幡病院 小野貴大 

220 中京病院 岩田誠子, 柴田雄介 

221 呉医療センター 宮河真一郎 

222 紀南病院 竹腰信人, 比嘉明日美, 市川貴之, 魚谷周平 

223 谷津保健病院 末吉真衣 
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224 順天堂大学医学部附属順天堂医院 久田研 

225 独立行政法人地域医療機能推進機構 大

阪病院 

阪本夏子, 中野由佳子, 泉井雅史, 大矢知真希, 折山恭

子 

226 山形大学医学部小児科学講座 三井哲夫, 中村和幸, 小田切徹州, 佐々木綾子, 荻野大

助, 阿部暁子, 目黒亨, 川崎基 

227 青森県立中央病院 小山石隼, 高橋佑果 

228 独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医

療センター 

五十嵐恒雄, 佐藤幸一郎, 吉澤千景, 小笠原聡, 永井裕

介, 内田 亨 

229 市立甲府病院 丸山悠太, 村瀬翼 

230 京都鞍馬口医療センター 森本佳子 

231 松阪中央総合病院 東川朋子 

232 山口労災病院 田代紀陸, 岡崎咲栄 

233 刈谷豊田総合病院 藏前仁 

234 明石市立市民病院 柴田真弓 

235 春日井市民病院 宮地悠江, 河邊 太加志, 前田徹, 加藤耕治, 星野伸 

236 武蔵野赤十字病院 大川哲平 

237 手稲渓仁会病院 田村卓也, 及川純子 

238 湘南藤沢徳洲会病院 浦部優子 

239 なかい耳鼻咽喉科 中井茂 

240 富士市立中央病院 日馬由貴 

241 安曇野赤十字病院  赤羽貴行 

242 横浜市立みなと赤十字病院 磯崎淳 

243 聖隷三方原病院 木部哲也 

244 国保日高総合病院 芳山恵 

245 東京女子医科大学病院 衛藤薫 

246 滋賀県立小児保健医療センター 森未央子 

247 柿崎小児科 柿崎周平 

248 島根大学医学部小児科 虫本雄一, 束本和紀 

249 浜松労災病院 渡部達 

250 自衛隊中央病院 中川紀子 

251 新潟大学医学部小児科学教室 大石智洋 

252 松江赤十字病院 内田靖 

253 堺市立総合医療センター 岡村隆行, 川上展弘 

254 静岡済生会総合病院 浅沼賀洋, 福岡哲哉, 塩田勉, 平良遼志 

255 総合病院庄原赤十字病院 辻隆弘 

256 赤穂市民病院 宗行正敏 

257 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総

合病院 

岡野里香 

258 金沢大学附属病院 谷内裕輔, 山田真平 , 横山忠史, 藤田直久 
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259 石川県立中央病院 榊原康久 

260 尼崎医療生協病院 福居留依, 武本英児 

261 京都桂病院 澤田眞智子, 松本あかね 

262 晋真会 ベリタス病院 前川講平 

263 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚

生病院 

内田靖 

264 神戸市立医療センター中央市民病院 鶴田悟 

265 京都市立病院 杉立有弥, 中道龍哉 

266 JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 梶田光春 

267 みやぎ県南中核病院 小山寿文 

268 北里大学メディカルセンター 鈴木沙由美 

269 山口県済生会下関総合病院 福永真之介 

270 矢嶋小児科小児循環器クリニック 矢嶋茂裕 

271 まつもと医療センター 中信松本病院 松崎聡, 大月純 

272 福井大学医学部附属病院 山田健太 

273 宮崎県立延岡病院 山元芽衣, 西智美 

274 名鉄病院 福田稔 

275 市立長浜病院 安江志保 

276 松山赤十字病院 津下充 

277 碧南市民病院 大森茉令 

278 山口赤十字病院 西郷謙二郎 

279 社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病

院 

大河原信人 

280 日本医科大学武蔵小杉病院 楊井瑛美 

281 東京都保険医療公社荏原病院 加賀美武飛 

282 名古屋記念病院 鈴木道雄 

283 名張市立病院 今井雄一郎 

284 むくした耳鼻咽喉科 椋下直子 

285 公立置賜総合病院 篠崎敏行 

286 西宮市立中央病院 菅原祐一 

287 川崎医科大学総合医療センター 中野貴司 

288 日本バプテスト病院 吉田大輔 

289 長野赤十字病院 天野芳郎 

290 東邦大学医療センター佐倉病院 小松陽樹, 川村悠太 

291 西埼玉中央病院 所陽香, 高科珠子 

292 神栖済生会病院 佐藤由梨亜 

293 鳥取市立病院 長石純一 

294 愛仁会 高槻病院 松井美樹 

295 大和高田市立病院 植西智雄 
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296 公立藤岡総合病院 渡部登志雄 

297 福井県立病院 谷口義弘 

298 加賀市医療センター 谷内裕輔 

299 東京都保健医療公社東部地域病院  坂口慶太 

300 地方独立行政法人 市立大津市民病院 辻桂嗣 

301 大分県立病院 矢田裕太郎, 渡部貴秀 

302 津島市民病院 永田正幸 

303 豊橋市民病院 中野優, 佐久間肇, 鈴木智子 

304 市立福知山市民病院 加賀山早苗, 新田義宏, 北村一将 

305 鹿児島大学病院 西順一郎 

306 山梨大学医学部附属病院 成澤宏宗, 矢ヶ崎英晃 

307 北見赤十字病院 植田佑樹 

308 峡南医療センター富士川病院 望月美恵 

309 愛染橋病院 塩見正司 

310 芳賀赤十字病院 福井沙織 

311 名古屋第一赤十字病院 若松学 

312 大阪母子医療センター 平野翔堂 

313 ユアクリニック秋葉原 杉原桂 

314 大阪府済生会野江病院 野田幸弘 

315 独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本

労災病院 

松石芽衣 

316 新宮市立医療センター 魚谷周平 

317 長崎みなとメディカルセンター 高瀬雄介 

318 母子愛育会総合母子保健センター 愛育

病院 

田原麻由, 浦島崇, 村木國夫, 川上雄平, 沼田遥 

319 鳥取県立厚生病院 小林裕貴子 

320 新百合ヶ丘総合病院 佐藤公則 

321 昭和大学江東豊洲病院 金澤建 

※「国内の小児における肺炎球菌莢膜血清型の疫学的検討」より参加されている医療機関及び研究者を含む。 
 

以上 


