
都道府県 施設名 職種 氏名
看護師 阿部　友里
看護師 香川　敦子
薬剤師 森瀬　佳奈

札幌徳洲会病院 看護師 竹田　久恵
（医）真駒内キッズクリニック 看護師 大竹 由香穂
もみの木アレルギー科こども医院 看護師 村田　久実子
（株）和商水島薬局3・10店 薬剤師 新敷　祐士

岩手県 もりおかこども病院 管理栄養士 村里　智子
山形県 米沢市立病院 管理栄養士 佐藤　直美

看護師 鈴木　千鶴
看護師
管理栄養士 四竈　美帆

森川小児科アレルギー科クリニック 看護師 高橋　育子
福島県 竹田綜合病院 管理栄養士 良田　千秋

たけい小児科・アレルギー科 看護師 武井　広美
看護師
看護師

国立病院機構　栃木医療センター 看護師 田野井　寛子
日本赤十字社　芳賀赤十字病院 看護師 深谷　亜矢
獨協医科大学　看護学部 看護師 玉村　尚子
グリムこどもとアレルギーのクリニック 看護師 高野　清美

看護師 豊田　絵美
看護師 笛木　展枝

（有）ふれあい薬局 薬剤師 生井　栄佑
（株）リーフ　くまのこ薬局 薬剤師 小松　孝紀

看護師 森下　梨絵
管理栄養士 加藤　かな江

村立東海病院 薬剤師 株本　紀子
看護師 遠藤　麻里子
看護師 高橋　直美
薬剤師 岡野　知子
薬剤師 鈴木　久恵
看護師 嶋村　実咲
看護師 森茂　亮一
看護師 谷田部　良美

さいたま市立病院 看護師 鈴木　愛
埼玉医科大学総合医療センター 看護師 佐藤　栄美子

看護師 大塚　砂織
管理栄養士 関澤　藍
看護師 神田　彰子
薬剤師 櫻井　理恵子

戸田中央総合病院 看護師 塩沢　美紀
プラーナクリニック 薬剤師 逸見　和範
国立病院機構　西埼玉中央病院 管理栄養士 村田　祥子
（医）さいわいこどもクリニック 看護師 塚本　佐知子
（医）樹の実会　あきのこどもクリニック 看護師 佐藤　晶代
昭和大学病院 看護師 川村　和司
みくりキッズくりにっく 看護師 吉野　友美

看護師 中出　昌代
看護師 山沢　妙子

（医）めぐみ会　自由が丘メディカルプラザ2 看護師 荻谷　茜
看護師 石坂　加奈子
看護師 市川　めい
看護師 井上　三奈枝
看護師 折原　翔子
看護師 河村　麻耶
看護師 新海　玲菜
看護師 末﨑　めぐみ
看護師 堀口　穂波
看護師 益子　育代

日本大学病院 看護師 菊池　眞純
慶應義塾大学病院 看護師 山本　綾子
おくさわキッズクリニック 看護師 前川　祐美子

看護師 青木　絵美
看護師 阿部　麻子
看護師 志鎌　奈々恵
管理栄養士 村田　里佳

宮城県

茨城県

茨城県立こども病院　

筑波メディカルセンター病院

ひまわりこどもクリニック

埼玉県

さいたま市民医療センター

埼玉医科大学病院

北里大学メディカルセンター

（医）永生会　南多摩病院

東京都立小児総合医療センター

ときわ台はしもと小児科アレルギー科

栃木県

北海道

KKR札幌医療センター

宮城県立こども病院

群馬県
（医）小泉重田小児科

公立昭和病院

東京都



都道府県 施設名 職種 氏名
東京家政大学 看護師 及川　郁子
練馬区立関町第二保育園 看護師 米山　あけみ

看護師 原口　純
看護師 福島　加奈子
看護師 山野　織江
薬剤師 齋藤　裕里奈

太陽こども病院 看護師 伊与田　直美
武蔵村山病院 看護師 須藤　小絵
いしがき医院 看護師 中村　朋子
うめはらこどもクリニック 看護師 藤宮　菜摘美
千秋双葉会東京シティクリニック三田 看護師 山岸　茜子
（医）謝三会　まつもと小児・アレルギークリニック 看護師 松本　雅子
都立駒込病院 薬剤師 大村　由紀子
昭和薬科大学　臨床薬学教育研究センター 薬剤師 神林　弾
昭和大学医学部小児科学講座 管理栄養士 長谷川　実穂
東京逓信病院 管理栄養士 高橋　由美
つばきこどもクリニック 看護師 宮島　環

看護師 浅沼　愛弥
看護師 深水　きよみ
看護師 吉永　直子
看護師
看護師
看護師 吉田　奈都子
薬剤師 石黒　奈緒

そうごう薬局流山おおたかの森店 薬剤師 石黒　奈緒
千葉県こども病院 看護師

看護師 遠藤　健司
看護師 中嶋　隆裕
看護師 湯口　梓

東京ベイ浦安市川医療センター 看護師 土井　美幸
永松整形外科 看護師 荒井　良子
川崎幸クリニック 看護師 望月　勢津子

看護師 佐藤　栞
看護師 平野　由加里
看護師 大橋　若奈
看護師 川辺　厚子
看護師 佐藤　陽子
看護師 鷹野　惠
看護師 田阪　祐子
看護師 吉井　真郁美

神奈川県立循環器呼吸器病センター 管理栄養士 磯部　宏子
看護師 秋葉　由紀
看護師 井富　真紀
看護師 武田　浩子
看護師 羽切　理恵

横浜市立みなと赤十字病院 看護師 上原　直子
済生会横浜市東部病院 看護師 大石　直之
中野こどもクリニック 看護師 小林　敬

看護師 押見　美穂
看護師 吉田　玲子
看護師 内山　あやな
看護師 若生　百合子

ミューザ川崎こどもクリニック 看護師 佐々木　成美
看護師 勝田　かおり
看護師 松島　由子

おださが小児アレルギー科 看護師 徳永　美由紀
長後中央医院 看護師 徳永　美由紀
大和市立病院 看護師 木村　あさ子
川崎市立多摩病院 看護師 橋井　知子
（学）聖マリアンナ医科大学 看護師 橋井　知子
横浜市立北方小学校 看護師 幾世橋　桂
あおば薬局 薬剤師 齋藤　栄二
（福）十愛療育会　横浜医療福祉センター港南 管理栄養士 内島　純代
神奈川県立足柄上病院 管理栄養士 中村　祥子

国立病院機構　横浜医療センター

国立病院機構　相模原病院

相模原協同病院

神奈川県

千葉大学医学部附属病院

国立成育医療研究センター

東京都

湘南藤沢徳洲会病院

海老名総合病院　

神奈川県立こども医療センター

千葉県

国立病院機構　下志津病院

千葉愛友会記念病院



都道府県 施設名 職種 氏名
看護師 伊東　淳子
看護師 南波　円
看護師 長谷川　美佐子

立川綜合病院 看護師 吉田　幸恵
新潟県立吉田病院 看護師 三富　誉子
石川調剤薬局 薬剤師 五十嵐　丈二
厚生連高岡病院 看護師 中才　奈津美
むらかみ小児科アレルギークリニック 看護師 上田　詠子

石川県 金沢医科大学病院 看護師 横山　裕介
看護師 飯田　悠希子
看護師 北川　礼奈
看護師 加賀田　真寿美
看護師 篠澤　さおり
看護師 林　麻紗美
看護師 春名　洋子
看護師 百瀬　麻未

伊那中央病院 看護師 矢野　仁美
みやばやし小児科アレルギー科 看護師
岐阜大学医学部看護学科 看護師 杉浦　太一

看護師 水野　由加里
看護師 服部　翔太
看護師 久保　麻美
看護師 坂本　智恵
看護師 川田　みゆき
看護師 平田　佐規子
看護師 佐藤　明子
看護師 水野　絹代
看護師 山内　里紗
看護師 石井　道子
看護師 笹岡　真弓

エス薬局ひくま店 薬剤師 武内　里紗
（株）杏林堂薬局 薬剤師 青野　珠可

看護師 舟木　由乙世
管理栄養士 井関　夏実

名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻 看護師 浅野　みどり
名鉄病院 看護師 附田　舞
あま市民病院 看護師 田中　礼子
愛知県厚生連江南厚生病院 看護師 肱岡　理恵
名古屋市立西部医療センター 看護師
かんどこどものアレルギークリニック 看護師 泉田　純子

看護師 伊藤　亜希
看護師 伊藤　貴子
看護師 田中　昌美
看護師 若林　由花
薬剤師 平林　裕美

リョウこどもとアレルギークリニック 看護師 松田　教子
公立陶生病院 看護師 米田　朋子
中部大学 看護師 石井　真
中部大学生命健康科学部保健看護学科 看護師 山田　知子
てらだアレルギーこどもクリニック 看護師 長岡　直美
トヨタ記念病院 看護師 市川　昌代

看護師 柏原　一水
薬剤師
看護師
薬剤師 近藤　佳代子

スギヤマ調剤薬局 御器所店 薬剤師 藤堂　恭正
看護師 西尾　淳子
薬剤師 宇野　浩生

春日井市民病院 愛知県 樋口　かおり
豊川市民病院 薬剤師 森　吉寛
国立病院機構　豊橋医療センター 薬剤師 細江　慎吾
蒲郡市民病院　 管理栄養士
なるせこどもアレルギークリニック 管理栄養士 島崎　道代
うりすクリニック 管理栄養士 島崎　道代

管理栄養士 上田　由美
管理栄養士 岡田　恵利
管理栄養士 仲　佳代

岐阜県

福井県 福井大学医学部附属病院

長野県立こども病院

愛知県

長野県

佐久総合病院佐久医療センター

岐阜大学医学部附属病院

静岡県

かわだ小児科アレルギークリニック

高山赤十字病院

ひばりがおかこどもとアレルギーのクリニック

NPO法人アレルギー支援ネットワーク

わんぱくキッズクリニック

伊東こどもクリニック

新潟県

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院

富山県

聖霊病院

（医）財団新和会八千代病院

中東遠総合医療センター

あいち小児保健医療総合センター



都道府県 施設名 職種 氏名
看護師 笹畑　美佐子
看護師 吉弘　径示

長浜赤十字病院 看護師 折中　ゆかり
栗東よしおか小児科 看護師 菅沼　幸子
大津赤十字志賀病院 看護師 田中　久美
市立大津市民病院 看護師 西村　百里
西藤小児科こどもの呼吸器・アレルギークリニック 薬剤師 西藤　由美子

看護師 田所　英恵
看護師 水谷　和代
看護師 若林　弘美

国立病院機構　三重病院 看護師 益川　薫
すずらん調剤薬局 薬剤師 上荷　裕広

看護師 木寺　さやか
管理栄養士 森川　久恵
看護師 二宮　和代
看護師 村井　富美代

京都府 （学）京都育英館　京都看護大学 看護師 徳田　葉子
こどもクリニックまえの 看護師 糸谷　真紀

看護師 渡木　綾子
管理栄養士 赤沢　尚美

（医）梅華会グループ 神戸本山うめはなこどもクリニック 看護師 櫻井　裕美
 久保みずきレディースクリニック菅原記念診療所 看護師 石塚　由賀

梶山小児科・アレルギー科 看護師 植松　女久美
神戸市立友生支援学校 看護師 三軒　麻実
神戸女子大学 看護師 吉竹　佐江子
（株）神戸医薬研究所　東神戸薬局ひかり店 薬剤師 下浦　志織

看護師 遠藤　香緖里
看護師 下出　由紀子

まきこどもクリニック　 看護師 中原　邦子
（医）にわ小児科 看護師 中野　美和

看護師 池尻　記子
看護師 吉田　直美
看護師 佐藤　公美
看護師 角森　明日香

松下記念病院 看護師 藤代　志保
看護師 関田　恵
看護師 田中　謙好
看護師 萩野　恵梨花
看護師 長谷川　美紀
看護師 盛光　涼子
薬剤師 嶋津　史恵
管理栄養士 猪飼　恵子
管理栄養士 西田　京子

大阪府済生会中津病院 看護師 林　奈津子
住友病院 看護師
箕面市立病院 看護師 藤﨑　功子

看護師 中田　敬介
管理栄養士 堂川　冴子
看護師 濵崎　小百合
看護師 宮本　真里

市立東大阪医療センター 看護師 森田　恵子
（株）ファーマシィ 薬剤師 中川　博之
水島協同病院 看護師 樋口　和美
笠岡第一病院 看護師 向江　和恵
国立病院機構　南岡山医療センター 看護師

島根県 島根大学医学・看護学系医学部臨床看護学講座 看護師 秋鹿　都子
国立病院機構　福山医療センター 看護師 東　朋美
小児科／アレルギー科すがいこどもクリニック 看護師 若葉　素子
（医）かとう小児科アレルギー科 看護師 細羽　早苗
オール薬局 西条店 薬剤師 樋口　真由美
山口県立総合医療センター 看護師 景山　佳子
アップル薬局 薬剤師 三浦　哲也

香川県 香川大学医学部附属病院 看護師 宮宇地　優子
看護師 川村　麻紀
管理栄養士

広島県

滋賀県

三重県

滋賀県立小児保健医療センター

（医）にしかわこどもクリニック

大阪はびきの医療センター

大阪赤十字病院

神戸市立医療センター西市民病院　

兵庫県

（医）熱田小児科クリニック

（公財）天理よろづ相談所病院

大阪府

高石市立診療センター

大阪南医療センター

奈良県
国保中央病院

近畿大学医学部附属病院

山口県

徳島県 山田こどもクリニック

岡山県



都道府県 施設名 職種 氏名
看護師 野村　裕子
看護師 横本　紀子

愛媛県立中央病院 薬剤師 原田　嵩大
ひまわり薬局 薬剤師 立川　登美子

看護師 石元　有弓
看護師 弘田　美智子
看護師 髙橋　真由
薬剤師 門田　亜紀

福岡女学院大学 看護師 森谷　由美子
看護師 池田　奈央
看護師 金子　恵美
看護師 新田　智大
看護師 林　真紀子
看護師 松田　有加

福岡大学病院 看護師 榊原　理恵
くみこキッズクリニック 看護師 田中　陽子
おかべアレルギークリニック 看護師 岩﨑　七々枝
さんはーと薬局 薬剤師 中島　亜希
アンデルセン薬局 薬剤師 坂井　麦子
国立病院機構　小倉医療センター 管理栄養士 貞島　詩織
九州栄養福祉大学 管理栄養士 池本　美智子
国立病院機構　大牟田病院 管理栄養士 上野　佳代子
国立病院機構　福岡東医療センター 管理栄養士 須加原　結乃
福岡市立こども病院 管理栄養士 伴　尚子

大分県 別府大学 管理栄養士 高松　伸枝
看護師 亀澤　泉
看護師 春田　みゆき
看護師 吉重　優子
看護師 伊波　由佳乃
看護師 川満　裕美
薬剤師 大久保　真理
薬剤師 國仲　翔子

沖縄協同病院 看護師 金城　祥子
看護師 古株　郁恵
看護師 胡麻　佳子
看護師 設樂　佳奈子
看護師 髙尾　佐知
看護師 竹内　ゆりか
看護師 高橋　友里絵
薬剤師 橘　優衣
管理栄養士 中村　早織

土佐市立土佐市民病院
高知県

高知大学医学部附属病院

沖縄県
（医）友愛会　豊見城中央病院

所属なし

国立病院機構　福岡病院

鹿児島県 （医）元洋会　あおぞら小児科

福岡県

愛媛県
愛媛県立新居浜病院


