
【各施設情報】 

院長名  施設名 

ホームページ 

住所 

連絡先 

ご見学に際しての条件 

  条件１）見学の参加者 

         医師のみ可      コメディカルも可 

  条件２）休日も可能かどうか 

         平日のみ可      相談の上、休日も可 

  条件３）診療時間外も可能か 

         診療時間内のみ    相談の上、診療時間外も可 

  条件４）複数日も可能か 

         １日のみ可      複数日でも可 

 

 

北海道 01：  

米川 元晴 おひげせんせいのこどもクリニック  

http://www.ohigesensei-kodomoclinic.com/index.html 

〒062-0907 北海道札幌市豊平区豊平７条１０丁目３－１８ 

 E-mail: ohige_kodomoclinic@me.com  FAX: 011- 820-1066  

条件 1）コメディカルも可 2）連絡があれば相談 3）いずれも可 4）複数日可 

 

 今年の６月に開院したクリニックです 診察室が 9 個あり、ワイヤレスの電子カルテを持

って診察室を移動しています。 

ホームページにも詳細がでています。 

もしお時間がありましたら、是非、見てみてください。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

北海道０２： 

須貝雅彦 おひさまクリニック 

https://ohisama-clinic946.com 

〒088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木 2-4-4  

E-mail: msugai69@yahoo.co.jp  TEL:0154-38-0005 FAX: 0154-38-0003 

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上、休日も可 3）相談の上、診療時間外も可 4）複数

日可 

 

http://www.ohigesensei-kodomoclinic.com/index.html
mailto:ohige_kodomoclinic@me.com
https://ohisama-clinic946.com/
mailto:msugai69@yahoo.co.jp
tel:0154-38-0005


Web 受付のほか、Web 問診やアプリも使用しています。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

北海道 03： 

本間靖啓 カリンバこどもクリニック  

https://karinba-kids.com/ 

〒061-1409 北海道恵庭市黄金南５丁目３－８ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

埼玉 01：  

原 朋邦 医療法人社団皆誠会 はらこどもクリニック  

http://www.newton-dr.com/0429264333 

 〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町２丁目１３７９番地  

e-mail：to.hara@nifty.com TEL:04-2926-4333 FAX:04-2920-2055 

条件 1）コメディカルも可 2）～4）話し合いの上で 

 

 最寄り駅；西武池袋線小手指（北口より徒歩１０分、タクシー７１０円） 池袋ー小手指（特

急は停まりません、急行で３０分くらい） 診療は月ー土（毎日行っています。木曜日午後

は健康外来中心） 希望者はメールかお電話を下さい 当方の特徴は健康外来と一般外来、感

染外来の入り口を３つに分けているところです。駐車場 は１９台あります。都会ではとれ

ないスペースが田舎ゆえにとれています。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

埼玉 02： 

 井上亮 井上小児科皮膚科 

 http://www.yumenowakai.or.jp 

 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西 1-5-6  

e-mail：ino.ryo@nifty.com  FAX:0480-33-8691 （ＦＡＸ希望） 

条 件  1 ） コ メ デ ィ カ ル も 可  2 ） 相 談 の 上  3 ） 相 談 の 上  4 ） 複 数 日 も 可 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

埼玉 03： 

平井克明 平井こどもクリニック  

http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirai-kodomo/index.html  

〒333-0801 川口市東川口５－３０－６ 

e-mail：katsy@dab.hi-ho.ne.jp TEL:048-290-4155 FAX:048-290-4157 

 （ご連絡は Fax もしくはメールが助かります。） 

条件 １）コメディカルの方も OK ですが、喫煙者はご遠慮ください。 ２）診療している

日（月、火、木、金、土）が助かります。 ３）診療時間内と、診療終了後がいいです。 ４）

複数日でも良いですが、それほど見る所はありませんので、１日で十分だと思います。 

https://karinba-kids.com/
http://www.newton-dr.com/0429264333
mailto:to.hara@nifty.com
tel:04-2926-4333
http://www.yumenowakai.or.jp/
mailto:ino.ryo@nifty.com
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirai-kodomo/index.html
mailto:katsy@dab.hi-ho.ne.jp
tel:048-290-4155


 

アピールしたい点は、ワクチン室です。入口、受付、うつ部屋が完全に別になっており、感

染症の方との接触なしに、随時うてるようにしています。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

千葉 01： 

 黒木春郎 医療法人嗣業の会 外房こどもクリニック 

 http://www.sotobo-child.com/ 

 〒299-4503 千葉県いすみ市岬町和泉 1880-4  

FAX:0470-80-2633  

条件 1）コメディカルも可。どのような職種の方でも結構です。 2） 3）いつでも対応いた

します。 4）複数日も可です。 

 

 当院では小児プライマリ・ケアを基盤とした地域医療、臨床研究を行っています。主要に

は以 下のような内容です。 1. 気道感染症の臨床研究 (ア) 迅速、確実な気道感染症起因

菌検索体制の確立 (イ) 臨床研究の成果を論文化 (ウ) 臨床治験の実績 2. 漢方薬を取り

入れた治療 (ア) 感染症への治療 (イ) 便秘、夜泣きなどを対象に。 (ウ) 成果は論文、発

表 3. 看護スタッフによる指導 (ア) 医師の診断とは独立して、アトピー性皮膚炎のスキン

ケア、保育不安への哺乳指導・保育 支援など患児とその家族への個別の指導を行う。 また、

当院スタッフを中心に当地域での、福祉、保健関係者との研究会などのネットワーク を運

営しています。 当院は医療過疎地域において、大学医局とは独立した、複数医師による診

療体制を有しており ます。診療所の運営として、医師の就業形態のモデルのひとつとして

ご覧いただければと思いま す。 さらに、医療現場からの医療政策提言のための独立系・民

間医療政策シンクタンク「医療構想・ 千葉（代表 竜崇正 千葉県がんセンター・センター

長）」に参加しています。 小児地域医療の運営のひとつの方法としてご参考にしていただけ

れば幸いです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

東京 01：  

山口乙丸 山口小児クリニック  

http://www.yama-ped.jp  

〒195-0063 東京都町田市野津田 1364 

e-mail：doctor@yama-ped.jp  FAX:042-734-9009  

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）相談の上 4）複数日も可  

 

私のクリニックにおいでになった方は皆さん、その小ささにビックリします。 待合室は 10 

人入れるかどうかの狭さです。感染症は裏から入り 1 組ずつパーテーションで区切 って 

2 人までです。 診察はインターネットからの予約が０９％であり、予約のアドレスで患者

http://www.sotobo-child.com/
http://www.yama-ped.jp/
mailto:doctor@yama-ped.jp


さんへのお知らせ、患 者さんからの質問等もできるようにしてます。 小さな診療所で効率

の良い診療を考えておいでの方は何時でもおいでください。  （2011 年 8 月更新） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

東京 02： 

杉原 桂 多摩ガーデンクリニック小児科 

 http://tama-garden.com/  

〒206-0033 東京都多摩市落合１－３５ ライオンズプラザ多摩３F 

e-mail：garden.cl@gol.com ＦＡＸ：042-357-3673 (メール希望)  

条件 1)コメディカルも歓迎 2)平日でも休日でも 3)時間はいつでも 4)１日でも、複数日で

も 

 

 複数人数によるチーム医療で 365 日、地域医療を守ります． 大学病院を医療崩壊から守

ります． これからはチーム医療の時代です！  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

東京 03：  

松永貞一 永寿堂医院  

〒125-0061 東京都葛飾区亀有 3-43-5 

 ＦＡＸ：03-3604-2103  

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）相談の上  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

東京 04： 

 崎山弘 崎山小児科  

〒183-0042 東京都府中市武蔵台 3-2-2 

e-mail：sakiyama@af.wakwak.com FAX:042-325-5540 (FAX 希望)  

条件： 1）コメディカルも可 2）平日のみ 3）時間内のみ 4）1 日のみ  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

神奈川 01： 

 山中龍宏 緑園こどもクリニック  

〒245-0002 横浜市泉区緑園 2-1-6-201  

e-mail：tatsuhiro-yamanaka@nifty.com FAX:045-810-0571 (メール希望)  

条件 1）医師のみ 2）平日のみ 3）時間内のみ 4）複数日も可  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―― 神奈川 02：  

横田俊一郎 横田小児科医院  

http://www.ycc.or.jp  

〒250-0051 小田原市北窪 515-3 

http://tama-garden.com/
mailto:garden.cl@gol.com
mailto:sakiyama@af.wakwak.com
mailto:tatsuhiro-yamanaka@nifty.com
http://www.ycc.or.jp/


e-mail：syokota@ycc.or.jp  FAX:0465-35-0756 (メールまたはＦＡＸ) 

 条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）相談の上 4）1 日のみ  

 

小田原市郊外の北のはずれにある郊外型のクリニックです。平成 5 年に父の後を継いで開

業し ました。 乳幼児健診と予防接種に力を注いでいます。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

神奈川 03：  

佐藤和人 上大岡こどもクリニック 

 http://www.kamio-kodomo.com/  

横浜市港南区上大岡西 1-15-1 カミオ 404-2  

e-mail：kami-kodo@minos.ocn.ne.jp FAX：045-846-8742 （メール希望）  

条件 1）限定なし 2）相談の上 3）相談の上 4）複数日可 

 

 駅前の商業ビル内テナント、2 件の立ち上げ実績？あり、失敗談苦労談お伝えできます。 

ORCA+FC21 ですが紙カルテ併用、ヘリオス予約システム、血算ＣＲＰ院内迅速活用 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

神奈川 04： 

片岡 正 かたおか小児科クリニック  

http://kataoka-cl.com/  

〒213-0015 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 3-7-28-101 

e-mail：admin@kataoka-cl.com TEL: 044-860-1101 FAX:044-860-1102 （メールでの連

絡を希望） 

条件  1）医師限定、コメディカルともに可 2）平日のみ 土曜は可 3）診療時間内のみ 4）

1 日のみでも複数日でも可 

 

 Macintosh を使った電子カルテシステム WINE Style が稼働してい ます。 カルテ開示を

行っています。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

静岡 01：  

犬飼和久 いぬかい小児科  

http://www.inukaisyonika.jp  

浜松市東区和田 920-1 

e-mail： GCE02624@nifty.ne.jp  FAX:053-468-7517 (いずれも可)  

条件 １)コメディカルも可 2）相談の上 3）相談の上 4）複数日も可  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

mailto:syokota@ycc.or.jp
http://www.kamio-kodomo.com/
mailto:kami-kodo@minos.ocn.ne.jp
http://kataoka-cl.com/
mailto:admin@kataoka-cl.com
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mailto:GCE02624@nifty.ne.jp


愛知 01： 

 荻野高敏 ニコニコこどもクリニック 

 http://www.nikoniko-kodomo.jp/pc/  

名古屋市中村区上石川町 3-10 

e-mail：ogn212tak@mbe.nifty.com  FAX 052-419-1488  

条件 1） 医師のみ 2） 相談の上 3）相談の上 4）1 日のみ  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

愛知 02：  

鈴木信子 若葉台クリニック  

http://www.wakabadai-clinic.or.jp/  

〒465-0015 名古屋市名東区若葉台 502  

e-mail：nobuko@wakabadai-clinic.or.jp  FAX:052-775-8679  

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）相談の上 4）1 日のみ  

 

20 年前に開業（無床）し、小児科と産婦人科（主人）をしています。16 年前より予約制診

療を しています。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

石川 01：  

武藤一彦 むとう小児科医院  

http://mutopchp.jp  

〒924-0016 石川県白山市宮永市町 65-2  

e-mail：kaz22621@karatsu.ne.jp  FAX:076-274-8155   

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）相談の上 4）複数日も可  

 

各医院の良い所をとり入れる事は大変よいことと思います。子ども達が来院しやすい医院

作りをめざしましょう。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

福井 01： 

土田晋也 つちだ小児科  

〒910-0372 福井県坂井市丸岡町吉政  

http://www.pediatric.jp/  

e-mail：tsuchidas@nifty.com ＦＡＸ：0776-67-8380 （メール希望）  

条件 1）３名までなら誰でも可 2）都合がつけばいつでも可 3）都合がつけばいつでも可 

4）都合がつけばいつでも可  

 

中耳炎診療を見ていただきご批判いただきたいです。 03 年に開業しました。 小児科医は

http://www.nikoniko-kodomo.jp/pc/
mailto:ogn212tak@mbe.nifty.com
http://www.wakabadai-clinic.or.jp/
mailto:nobuko@wakabadai-clinic.or.jp
http://mutopchp.jp/
mailto:kaz22621@karatsu.ne.jp
http://www.pediatric.jp/
mailto:tsuchidas@nifty.com


怖がらずにもっと耳・鼻を診察して欲しいと思っています。 マクロビューを使えばお金も

場所も現状のままで中耳炎診療できます。 今年（2011 年）から病児保育も始めました。定

員 12 名のゆったりとした保育施設も合わせてご らんください。 興味のある方、どうぞご

連絡下さい。 （2011 年 8 月更新） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

岐阜 01： 

矢嶋茂裕  矢嶋小児科小児循環器クリニック  

岐阜市日野南 7-10-7  

e-mail：yyy@ip.mirai.ne.jp ＴＥＬ：058-240-5666  

条件 １） 医師、スタッフ制限なし ２） 平日が望ましいです ３） 9:00～12:00 または 

15:00～17:00 ４） 1 日で十分と思います。 

 

 2001 年開業、小児科単科でしたが、2019 年から児童精神科医を雇用して 小児科、児童

精神科、と病児保育、医療型短期入所など、やや多角経営です。 通常の小児科外来に加え

て、エコーは心臓、腹部、股関節をみています。 渡航外来では多数の輸入ワクチンを揃え

て毎週、複数の接種希望者が来院されます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

奈良 01： 

高田慶応 たかだこどもクリニック  

https://takada-kodomo.com/ 

〒630-0252 奈良県生駒市山崎町 21-28  

e-mail：takada@takada-kodomo.com TEL:0743-72-1661  FAX:0743-72-1662 

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上、可 3）相談の上、可 4）複数日も可 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

大阪 01： 

 藤岡雅司 ふじおか小児科 

http://www.shujii.com/288671/i/ 

〒584-0074 大阪府富田林市久野喜台 2-15-26 

e-mail：fjok@silver.ocn.ne.jp ＦＡＸ：0721-28-8675（メール希望） 

 条件 1) 医師のみ 2) 相談の上 3) 相談の上 4) 1 日のみ  

 

普通の小児科クリニックです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

大阪 02： 

川崎康寛 川崎こどもクリニック 

https://www.kawasaki-kc.jp 

mailto:yyy@ip.mirai.ne.jp
https://takada-kodomo.com/
mailto:takada@takada-kodomo.com
tel:0743-72-1661
http://www.shujii.com/288671/i/
mailto:fjok@silver.ocn.ne.jp
https://www.kawasaki-kc.jp/


〒597-0102 大阪府貝塚市木積 656-7  

e-mail：kawasaki@kawasaki-kc.jp ＦＡＸ：072-421-2036 （メール希望） 

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）時間外も可 4）複数日も可 

 

高速インター出口料金所から１分足らずでクリニック到着です。車でお気軽に お越しくだ

さい。 併設の病児保育室も見学いただけます。（2011 年 8 月更新） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

兵庫 01：  

松浦伸郎 松浦診療所 

 姫路市夢前町宮置 232-7  

e-mail：matsuura@ca.mbn.or.jp  FAX:079-335-0140 （連絡はメールで） 

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）相談の上 4）複数日も可  

 

田舎ですのでいろいろな種類の患者さんが来られます。 交通手段は姫路駅からバスで 40 

分バスは数時間に 1 本です。移動は車がないと不可能です。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

山口 01：  

谷村聡 たにむら小児科  

山口県周南市川手 1-7-13  

e-mail：tanchan@m2.ccsnet.ne.jp FAX:0834-61-1444   

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）相談の上 4）複数日も可 

 

 絵本をたくさん置いています。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

高知 01：  

田村保憲 田村こどもクリニック 

 http://www.inforyoma.or.jp/tamkocli/ 

〒783-0006 高知市南国市篠原 1459-1  

e-mail：tamkocli@mb.inforyoma.or.jp  FAX:088-864-3745 (メール希望)  

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）時間内のみ 4）複数日も可  

 

助産師と母乳育児相談をしています。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

熊本 01： 

 島田 康 しまだ小児科 

http://shimada-children-clinic.net/index.php 

mailto:kawasaki@kawasaki-kc.jp
mailto:matsuura@ca.mbn.or.jp
mailto:tanchan@m2.ccsnet.ne.jp
http://www.inforyoma.or.jp/tamkocli/
mailto:tamkocli@mb.inforyoma.or.jp
http://shimada-children-clinic.net/index.php


〒869-3601 熊本県上天草市大矢野町登立 191  

e-mail：shimaday@ac.mbn.or.jp FAX：0964-56-0115 （メール希望）  

条件 1) コメディカルも可 2) 平日のみ (休日は相談の上) 3) 時間内外は問いません 4) 

複数日も可  

 

健康外来を完全に分離した 2 階建ての構造にしています。従い まして、予防接種の予約も

原 則診療時間と同じ時間帯で出来ます。 外来数が少ない施設での一形態と考えます。 ま

た、入院室を設けていますので、Day Use の入院管理が可能 です。小児科を有する病院か 

ら比較的遠い地域(1 時間程度)での開業形態の一例をご覧戴ければと考えます。 入院室で

よろしければ、宿泊見学も可能です。また観光地ですの で、近くに素敵な旅館もあ ります。

夏でしたらイルカウォッチング も兼ねて家族旅行はいかがでしょうか。 地方での地域に

（行政などに）密着した、小児科の運営を検討してみませんか。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

熊本 02：  

池澤滋 いけざわこどもクリニック   

http://ikezawa.org 

熊本県合志市野の島 2461  

e-mail：shigeru.ikezawa@gmail.com FAX 096-242-6682 

 条件 1） コメディカルも可 2） 平日休日どちらでも基本的には可。相談の上 3） 時間内、

時間外どちらでも可。 相談の上 4） 複数日も可 

 

 熊本で 2002 年に開業しました。いろいろ考えることがあり、２００９年７月に新築移転

しまし た。 皆様にきていただくと、私も職員も勉強になります。 ぜひ、見に来ていただ

いて、ご感想をお聞かせ下さい。 よろしくお願いいたします。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

大分 01：  

藤本保 大分こども病院 

http://www.oita-kodomo.jp/  

〒870-0943 大分市片島 83-7 

e-mail：nikoniko@oita-kodomo.jp (代表) FAX：097-568-2970 （ＦＡＸ希望）  

条件 1）コメディカルも可 2）相談の上 3）相談の上 4)複数日も可  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

大分 02：  

松井祐治 松井小児科医院 

http://owl-c.com  

〒874-0848 大分県別府市大畑町 1-2  

mailto:shimaday@ac.mbn.or.jp
http://ikezawa.org/
mailto:shigeru.ikezawa@gmail.com
http://www.oita-kodomo.jp/
mailto:nikoniko@oita-kodomo.jp
http://owl-c.com/


e-mail：matuiiin@ctb.ne.jp TEL:0977-24-1911 FAX：0977-26-4132 (メールまたは電話

希望) 

条件 1）コメディカルも可 2）休日も場合によっては可 3）相談の上 4）複数日も可  

 

当院は一般の診察用以外に予防接種や健診専用の待合室＋診察室を設けており、また隔離 

室３部屋と点滴室（隔離室としても使用可）３部屋を設けています。そのためどうしても大

きくなってしまい延べ床面積１１５坪の２階建て医院です。診察室や隔離室を多く設けた

ことによる医師や職員の動線の問題とその対策など御参考になれば幸いです。電子カルテ

（ＦＣ２1 ワープ＋ＯＲＣＡ）を導入しており、一般用の診察室以外での診察（隔離室など）

では院内無線ＬＡＮ＋タブレットＰＣで 電子カルテ（FC21 ワープはキーボードレスで利

用可能な電子カルテです）を使っています。これも隔離室が多いことの対策の一つです。 ま

たほとんどすべての患者さんで鼓膜観察用にファイバーを用いて診察しています。実際に

ご覧いただければ、鼓膜観察にファイバーは非常に簡便で有用であることがご理解いただ

けると思います。ぜひご見学においでください 

mailto:matuiiin@ctb.ne.jp
tel:0977-24-1911

