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医療機関名 研究責任医師名
岩見沢市立総合病院 吉村　治彦
市立旭川病院 宮本　義博
医療法人桃実会　にわ糖尿病・内科クリニック 丹羽　祐勝
医療法人社団エタニティ　芦野クリニック 高橋　忠良
医療法人社団　糖友会　栗原内科 栗原　義夫
医療法人北晨会恵み野病院 森合　哲也
社会福祉法人函館厚生院　函館中央病院 坂口　大輔
国立大学法人弘前大学医学部附属病院 内分泌・代謝・感染症内科 村上　宏
大館市立総合病院 池島　進
やまだ糖尿病・胃腸内科クリニック 山田　暢夫
北秋田市立米内沢診療所 高橋　賢郎
東北医科薬科大学若林病院 佐藤　譲
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 赤井　裕輝
せいの内科クリニック 清野　弘明
山形大学医学部附属病院　第三内科 大泉　俊英
医療法人　宮原病院 長島　早苗
北村山公立病院 佐伯　和則
日本赤十字社秋田赤十字病院 後藤　尚
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 山田　祐一郎
東京女子医科大学 三浦　順之助
東邦大学医療センター大森病院　糖尿病・代謝・内分泌センター 宮城　匡彦
昭和大学附属東病院　 平野　勉
日本大学医学部附属板橋病院 石原　寿光
日本赤十字社医療センター 日吉　徹
医療法人財団荻窪病院 笠谷　知宏
医療法人社団　順江会　江東病院 海老原　功
伊藤内科小児科クリニック 伊藤　眞一
ともながクリニック 朝長　修
多摩センタークリニックみらい 藤井　仁美
埼玉医科大学病院 栗原　進
東邦大学医療センター佐倉病院　糖尿病内分泌代謝センター 佐藤　悠太
医療法人社団 誠馨会　千葉中央メディカルセンター 金塚　東
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 住吉　良太
東京女子医科大学八千代医療センター 橋本　尚武
医療法人　直心会　帯津三敬病院 佐々木　正美
医療法人　東明会　原田病院 小野　啓
医療法人社団　有相会　最成病院 伊藤　浩子
国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　国府台病院 栁内　秀勝
横浜市立大学附属病院 寺内　康夫
川崎市立井田病院 半田　みち子
独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 浜野　久美子
日本医科大学武蔵小杉病院 南　史朗
済生会横浜市東部病院 大内　博美
医療法人社団　武田クリニック 武田　浩
たくま幸クリニック 詫摩　哲郎
利根保健生活協同組合　利根中央病院 中原　理恵子
医療法人社団憩樹会　則武内科クリニック 則武　昌之
医療法人虹嶺会　土浦べリルクリニック 小髙　以直
医療法人社団康生会飯泉内科クリニック 飯泉　智弘
いわき内科クリニック 岩城　祥樹
医療法人　健清会　那珂記念クリニック 遅野井　健
自治医科大学附属病院 倉科　智行
新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター 冨井　亜佐子　
医療法人　伍良会　金丸内科クリニック 金丸　良文
独立行政法人労働者健康安全機構　中部ろうさい病院　 中島　英太郎
日本赤十字社　静岡赤十字病院 村上　雅子
岐阜大学医学部附属病院 諏訪　哲也
三重大学医学部附属病院 矢野　裕
独立行政法人国立病院機構　三重中央医療センター 田中　剛史
公立大学法人　名古屋市立大学大学院医学研究科 今枝　憲郎
朝日大学歯学部附属村上記念病院 佐々木　昭彦
日本赤十字社　伊勢赤十字病院 村田　和也
社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会静岡済生会総合病院 稲葉　直之
JA岐阜厚生連　東濃厚生病院 安藤　操
社会医療法人宏潤会　大同病院 寺島　康博
浜松医療センター 長山　浩士
医療法人 宝美会　総合青山病院 織田　直久
医療法人社団盛翔会　浜松北病院 沢田　健
近江八幡市立総合医療センター 中村　高秋
社会医療法人　誠光会　草津総合病院 巖西　真規
国立大学法人　福井大学医学部附属病院 此下　忠志
医療法人　初生会　福井中央クリニック 笈田　耕治
関西電力病院 矢部　大介
公益社団法人　地域医療振興協会　市立奈良病院 藪田　又弘
関西医科大学附属滝井病院 野村　惠巳子
独立行政法人労働者健康安全機構　和歌山労災病院 中　啓吾
西日本電信電話株式会社　大阪病院 橋本　久仁彦
恩賜財団済生会奈良病院 藤岡　伸啓
公益財団法人　天理よろづ相談所病院 林野　泰明
医療法人社団栄宏会　栄宏会小野病院 門脇　誠三
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特定医療法人 誠仁会　大久保病院 稲本　忠之
独立行政法人　国立病院機構　姫路医療センター 畑尾　満佐子
医療法人協和会　協立病院 田野　伸雄
社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 宮岡　弘明
高知大学医学部附属病院 藤本　新平
愛媛大学大学院　消化器内分泌代謝内科学 日浅　陽一
社会医療法人　川島会　川島病院 宮　恵子
高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター 菅野　尚
ＪＲ西日本　広島鉄道病院 寺川　宏樹
医療法人社団　一陽会　原田病院 大下　加代　
内科（糖尿病）久安医院 大久保　雅通
広島市立安佐市民病院 志和　亜華
総合病院　岡山赤十字病院 宮下　雄博
鳥取市立病院                                                久代　昌彦
岡山大学病院 四方　賢一
医療法人グランドタワーメディカルコート　グランドタワーメディカルコートライフケアクリニック 藤川　るみ
NTT西日本　中国健康管理センタ 山根　公則
医療法人二田哲博クリニック 下野　大
福岡市医師会成人病センター 井上　智彰
おくの内科クリニック 奥野　信一郎
医療法人社団創平会くりや内科医院 厨　直美
医療法人清和会長田病院 於保　美千代
医療法人敬天会東和病院 松本　雅裕
大分大学医学部附属病院 柴田　洋孝
医療法人社団OKM　岡本内科クリニック 岡本　亜紀
医療法人　慈桜会　瀬戸病院 成宮　学
神田内科クリニック 川嶋　聡
田中内科クリニック 田中　新二
医療法人社団　自由が丘横山内科クリニック 横山　宏樹
国民健康保健　東川町立診療所 中田　宏志
国立病院機構　北海道がんセンター 井上　仁喜
医療法人芙蓉会村上病院 増田　光男
岩手県立江刺病院 石井　基嗣
社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院 山口　宏
医療法人社団　片平内科クリニック 片平　宏
五の橋タワークリニック 大塚　聡子
医療法人社団茜会西村記念病院 浅野　哲一
かさい糖クリニック 若尾　暢紀
医療法人社団養真会 上総記念病院 本吉　光隆
ふるがき糖尿病内科医院 古垣　斉拡
すずき糖尿病内科クリニック 鈴木　大輔
医療法人社団もくぼ内科クリニック 杢保　敦子
ほしの内科クリニック 星野　和彦
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 方波見　卓行
医療法人寿朋会　高田クリニック 髙田　良久
みやち内科 宮地　昇
髙遠内科クリニック 髙遠　哲也
医療法人松徳会　花の丘病院 松本　和隆
独立行政法人国立病院機構　三重病院 荒木　里香
平成クリニック 颯田　哲哉
夏目クリニック 夏目　秀彦
医療法人社団梨慶会するがクリニック 山内　晃
那智勝浦町立温泉病院 山本　康久
ふくだ内科クリニック 福田　正博
大阪府済生会中津病院 西村　治男
笹井内科 笹井　智令
公立那賀病院 中尾　大成
独立行政法人労働者健康安全機構　関西労災病院 山本　恒彦
社会医療法人財団大樹会　総合病院回生病院 桑島　正道
社会医療法人真泉会今治第一病院 藤田　博
社会医療法人恵愛会　大分中村病院 鎗水　浩治
医療法人　上田内科クリニック 上田　信行
渋谷内科クリニック 渋谷　孝裕
医療法人宝持会池田病院 松村　隆康
協和医院 厳　俊
南国いのうえクリニック 井上　眞理
社会福祉法人　恩賜財団　済生会今治病院 山口　朋孝
医療法人博愛会博愛茨木病院 巽　昭雄
中井内科医院 中井　望
小倉内科 小倉　良則
まつもと内科 松本　英作
医療法人社団雄美会　なかむら内科・消化器内科クリニック 中村　雄一
ひかりクリニック 細川　彰子
医療法人大石内科クリニック 大石　まり子
岩手医科大学 内科学講座 糖尿病代謝内科分野 石垣　泰
わかまつ内科クリニック 若松　秀樹
岡部内科クリニック 谷口　雅行
山本クリニック 山本　雅康
医療法人上町会ナベヤクリニック 鍋谷　登
にしかげ内科クリニック 西影　裕文
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三浦中央医院 瀧端　正博
医療法人社団眞洋会　佐久間医院 新田　愛
杉山内科クリニック 杉山　和彦
医療法人社団恵仁会なぎ辻病院 喜多村　あかね
医療法人松藤会 入江病院 清水　匡
医療法人ロコメディカル江口病院 黒木　茂高
小竹町立病院 加来　隆一郎
山浦内科クリニック 山浦　修一
医療法人　高橋内科 高橋　明
公立　玉名中央病院 松田　浩史
小舘クリニック 小舘　秀介
医療法人社団満寿会　鶴ヶ島在宅医療診療所 新井　尚之
医療法人寿会　富永病院 裴 紀堯
こうの内科耳鼻咽喉科 河野　光志
学校法人日本医科大学　日本医科大学付属病院 久保田　芳明
かるべクリニック 軽部　宏紀
東京医科大学八王子医療センター 松下　隆哉
プルメリア糖尿病内科クリニック 平澤　陽子
福外科病院 福　昭人
医療法人　三和会　東鷲宮病院 青木　博美
医療法人 糖励会 そね内科クリニック 曽根　恵児
三豊総合病院 藤川　達也
くず葉台病院附属 南口診療所 古木　隆元
社会医療法人財団 仁医会　牧田総合病院 小菅　恵一朗
呉服町土屋内科 土屋　厚
かつき内科 勝木　顕
医療法人社団　勝谷医院 勝谷　友宏
栄町クリニック 松浦　喜房
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