
【令和３年12月末現在】

1 広島市立舟入市民病院（小児科） 全医師が対応 730-0844 広島市中区舟入幸町14-11 082-232-6195 可能な限りすべて
●一度外来受診していただき診察後に日程を調整しま
す。原則日帰り入院での検査を行っています。

2 広島市立広島市民病院（小児科）
吉川　知伸
(日本アレルギー学会
専門医)

730-8518 広島市中区基町７－33 082-221-2291 可能な食品すべて

●外来受診時に負荷食品，負荷量を相談させていただき
ます。
●負荷試験は日帰り入院で実施しています。
●アナフィラキシーの既往がある症例の負荷試験も可能
です。

3 広島赤十字原爆病院（小児科）
村上　洋子
樋口　公章

730-8619 広島市中区千田町１丁目9-6 082-241-3111 全ての食物アレルゲン
●月，火，木，金の午前中
●紹介状なしの場合，選定療養費が必要です。

4 広島逓信病院（小児科）
川野　妙子
鎌田　研治

730-8798 広島市中区東白島町19番16号 082-224-5308 鶏卵，牛乳，小麦，魚，ピーナッツ，ゴマ等
●要予約
●入院負荷試験

5 広島中央通りこどもクリニック（小児科） 岡田　千鶴 730-0029 広島市中区三川町7-1香月メディカルビル3F 082-546-2558
可能な限り何でも行います。ただし，重篤な症状の既往
のある方については入院による負荷試験をおすすめす
る場合があります。

●要予約
●事前に診察・検査を行いますので，まずはその予約を
お願いします。（負荷試験の詳しい説明は，その際に。）

6
小児科/アレルギー科
すがいこどもクリニック

菅井　和子
（専門医）

730-0044 広島市中区宝町2-1　フジグラン広島4階 082-207-3888
原因と考えられる食品全て（ただし，ソバ，ピーナッツ，
ナッツ類でアナフィラキシーショックの既往のある方は原
則行いません）

●外来受診していただき，検査等行い，詳細説明の上負
荷試験の予約を取らせていただきます。
●乳児消化管アレルギー疑いで重い症状のある方は入
院施設のある専門病院へお願いすることがあります。

7 さかたに小児科 坂谷　達一郎 734-0004 広島市南区宇品神田五丁目26-17 082-251-0007 食物アレルゲン全て
●要予約
月～金可能

8 （医）おかはた小児科クリニック 岡畠　宏易
（小児アレルギー指導医）

732-0814 広島市南区段原南一丁目１－22 082-506-3223 卵白，小麦，ミルク
●要予約
水曜日午後

9 もり小児科
森　美喜夫
木下　義久

734-0005 広島市南区翠二丁目27-30 082-251-1717 卵，牛乳，小麦 ●当院かかりつけの児

広島大学病院（小児科） 益田　夏子
●受診可能日（火曜日）
●要予約

広島大学病院（アレルギー外来）
村上　洋子
（非常勤）

●受診可能日（火曜日）
●要予約

11 しらお小児科・アレルギー科クリニック 白尾　謙一郎 734-0023 広島市南区東雲本町二丁目６－32 082-281-3578

卵白，卵黄，牛乳，小麦，大豆，そば，エビ，カニ，イカ，
タコ，魚貝類全般，ピーナッツ，カシューナッツ，アーモン
ド，クルミ，種実類，果実類，エリスリトール，コチニール
などのレアなアレルゲン，可能な限りどんなものでも行い
ます。

●受診はいつでも可ですが，診察・検査などを経て負荷
試験にもっていきます。
●要予約

12 よしのこどもとアレルギーのクリニック 吉野　修司 733-0823 広島市西区庚午南1-30-13 082-208-5512 可能な限り何でも ●要予約

13 むらき小児科 村木　幸太郎 733-0821 広島市西区庚午北2-22-4 082-527-0215 卵，乳，小麦
●要予約
●月，火，水，金，土

14 広島共立病院（小児科） 731-0121 広島市安佐南区中須二丁目20-20 082-879-1111 牛乳，鶏卵，小麦 ●要予約

15 ひだまりこどもアレルギー科クリニック
平田　修
（小児科専門医）
（アレルギー専門医）

731-0138
広島市安佐南区祇園5-2-45
祇園クリニックビル204

082-832-3300 負荷試験が必要と思われるアレルゲン全て
●要予約
月AM １人
火・木・金AM２人

16 すがはら小児科アレルギー科クリニック 菅原　朋子 731-0113 広島市安佐南区西原８丁目1-13 082-850-2020 鶏卵，牛乳，小麦
●アレルギー診療（金曜日15時～18時）に予約して診察
の上，実施の判断します。

17 広島市立安佐市民病院（小児科） 吉光　哲大 731-0293
広島市安佐北区可部南二丁目1-1
（令和４年５月より）
広島市安佐北区亀山南一丁目2-1

082-815-5211 可能な限り何でも
●要予約
●受診可能日（月・水の午前外来）
●負荷試験は，１泊２日検査入院で行っています。

18 はだ小児科 羽田　聡
（小児科専門医）

731-5135 広島市佐伯区楽々園5-9-5 082-208-5285 卵など ●要予約

19
広
島
西

厚生連廣島総合病院（小児科） 外来担当医 738-8503 廿日市市地御前一丁目３－３ 0829-36-3111 全て ●要予約

20
独立行政法人国立病院機構呉医療センター（小児
科）

外来担当医 737-0023 呉市青山町３－１ 0823-22-3111 卵，小麦，乳製品等
●要予約
●一度受診してから予定
●負荷試験実施日（水曜日の午後のみ）

21 中国労災病院 外来担当医 737-0193 呉市多賀谷1丁目5番1号 0823-72-7171 卵，小麦，乳製品など
●要紹介状
●要予約
（一度受診してから予約）

22 神垣小児科 神垣　昌人 737-0131 呉市広中町12-14 0823-71-3400 卵白，牛乳，小麦，その他 ●外来通院にて必要性，可能かどうか判断します。

23 東広島医療センター 外来担当医 739-0041 東広島市西条町寺家513 082-423-2176 卵，小麦，牛乳，大豆，その他可能な限り（要相談）
●要予約
●一度外来を受診して頂くようにお願いしています。

24
医療法人社団こどもクリニック八本松（小児科，アレ
ルギー科）

アレルギー専門医

杉原　雄三
739-0144 東広島市八本松南二丁目４-15 082-428-1150

卵，牛乳，小麦，大豆，ピーナッツ，ナッツ類，可能な限り
対応

●要予約
●一度受診にて詳細な問診の上，負荷試験実施

25 医療法人社団まきだクリニック（小児科）
槇田　向子
槇田　隆二

739-2125 東広島市高屋町中島31-17 082-491-1751 卵，牛乳，小麦
●要予約
●当院受診中の患者に限ります

26 医療法人かとう小児科アレルギー科 加藤　恭博 739-0007 東広島市西条土与丸五丁目９－６ 082-421-5522 可能な限り何でも ●要予約（１週間前までに）

27 くぼにし小児科・内科クリニック 久保西　榮 739-0034 東広島市西条町大沢98-１ 082-420-2222 卵，牛乳，大豆，小麦，果物，魚介類，ナッツ類
●要予約
●受診の上，予定を組みます。

28 ＪＡ尾道総合病院（小児科） 岩瀧　真一郎 722-8508 尾道市平原一丁目10－23 0848-22-8111 全て（要相談）
●要予約
●一度受診してから予定

29 総合病院三原赤十字病院（小児科） 小児科専門医 723-8512 三原市東町二丁目７－１ 0848-64-8111 卵，牛乳，小麦，その他（必要に応じて） ●要予約

30 医療法人社団ミドリ会さいとう小児科 齋藤　洋 720-0045 福山市宝町５－24 084-924-4150 制限なし
●不可予定アレルゲンでアナフィラキシーを発症したこと
がある方は対象外です。
●当院で食物アレルギー治療中の方が対象となります。

31 福山医療センター（小児科）
藤原　倫昌
（専門医）

720-8520 福山市沖野上町四丁目14－17 084-922-0001 全て
●要予約
（事前に外来受診が必要です）

32 日本鋼管福山病院（小児科）
関本　員裕
板野　稔子

721-0927 福山市大門町津之下1844 084-945-3106 可能なら何でも ●要予約

33 福山市民病院（小児科）
藤井　洋輔
桜井　百子
津下　充

721-8511 福山市蔵王町5-23-1 084-941-5151 全て
●全例入院
●要予約
●水・木曜日のみ

34 木村小児科 木村　眞人 721-0973 福山市南蔵王町６丁目20-10 084-943-7117 相談の上決定 ●要予約

35 市立三次中央病院（小児科） 下薗　広行 728-8502 三次市東酒屋町10531 0824-65-0101 卵，牛乳，小麦他 ●予約制になっています。一度外来を受診してください。

36
総合病院
庄原赤十字病院

小野　泰輔
熊田　寛子

727-0013 庄原市西本町２丁目7番10号 0824-72-3111
牛乳，卵，大豆等，ご要望の食品について可能な限り実
施します。

●要予約
●受信可能日（火曜日）
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10 734-8551 広島市南区霞一丁目２－３ 082-257-5555 可能なもの全て

電　　話
実施している
アレルゲン

その他

食物負荷試験実施医療機関（小児科）一覧

食物負荷試験を受ける場合は，あらかじめ受診先の医療機関へ連絡し，予約の要否や診察・検査の流れなどについて確認するようにしてください。
多くの医療機関では，初診時に検査の内容等について説明を受けたのちに検査の予約をし，後日改めて検査を受けることになります。
また，検査機関によっては，検査を受けるまでに数日かかる場合もあります。

圏域 医療機関名（診療科） 担当医 郵便番号 住　　所


