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施設名 責任医師
医療法人社団　糖友会　栗原内科 栗原　義夫
忠類診療所 塩塚　実
医療法人社団　柴田内科循環器科 柴田　真吾
医療法人社団　自由が丘横山内科クリニック 横山　宏樹
医療法人恒伸会　しんとみ内科クリニック 鈴木　恒仁
あとう内科クリニック 網頭　慶太
医療法人社団　くがはら内科クリニック 久我原　明朗
医療法人社団　井門内科医院 井門　明
松田内科循環器クリニック 松田　勝浩
医療法人社団　光星メディカルクリニック 平岡　智哉
青木内科クリニック 青木　伸
医療法人社団　エリヤ会　北五条医院 佐藤　巌
横山内科消化器科 横山　浩二
はくま内科・呼吸器内科クリニック 白間　信行
なかむら内科・消化器内科クリニック 中村　雄一
医療法人社団　沙流都外来 五十嵐　雅哉
上砂川町立診療所 越智　勝治
たに内科クリニック 谷　光憲
医療法人社団はしづめクリニック 橋爪　弘敬
医療法人啓眞会　くにちか内科クリニック 國近　啓三
医療法人社団みどり会　たぐち内科クリニック 田口　浩之
名寄市風連国民健康保険診療所 松本　晋一郎
医療法人社団杏仁会　近内科クリニック 近　祐次郎
医療法人社団　岡本内科クリニック 岡本　敏哉
医療法人社団琴清会　すどう内科クリニック 須藤　賢一
おがわ循環器内科クリニック 小川　崇徳
ふるげん内科・循環器クリニック 古堅　宗範
医療法人正衛会　しいき循環器科内科医院 椎木　衛
医療法人K&K　ほろむいクリニック 小林　悟
千歳しなの内科 網塚　久人
ひろ内科循環器科クリニック 首藤　寛
医療法人社団エタニィティ　芦野クリニック 髙橋　忠良
医療法人社団　さかじり内科医院 山縣　一夫
医療法人社団　大庭医院 大庭　滋理
医療法人社団　髙村内科医院 髙村　一郎
医療法人社団糖翠会　はせがわ内科クリニック 長谷川　敦
自由が丘山田内科クリニック　 山田　大志郎
医療法人社団　和久屋　美里クリニック 石井　正憲
医療法人社団北碩会　北の台クリニック 辻田　孝輔
浦河町立荻伏診療所 矢満田　健
医療法人あかり会　あさひまちクリニック 若林　義規
医療法人社団　新琴似ファミリークリニック 中澤　文朗
国民健康保険　東川町立診療所 中田　宏志
医療法人社団啓昌会　おおしま内科 大島　英二
内科・胃腸科クリニック　長尾医院 長尾　眞幸
医療法人社団弘誓会　菊地内科・呼吸器科 菊地　弘毅
医療法人社団　滝山内科医院 滝山　義之
市立旭川病院 宮本　義博
国家公務員共済組合連合会　斗南病院 木島　弘道
北海道大学病院 三好　秀明
医療法人社団慶北会　花田病院 花田　太郎
北海道厚生農業協同組合連合会　帯広厚生病院 越谷　剛
医療法人社団慶友会　吉田病院 岡田　瑞穂
独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター 井上　仁喜
市立根室病院 東浦　勝浩
医療法人アンリー・デュナン会　深川第一病院 粂井　康孝
医療法人讃生会　宮の森記念病院 前田　至
根室共立病院 杉木　博幸
社会医療法人延山会　西成病院　 澤田　亨
医療法人樹恵会　石田病院 石田　康雄
天塩町立国民健康保険病院 林　修也
社会医療法人　鳩仁会　札幌中央病院 平井　愛見子
医療法人社団エス・エス・ジェイ　札幌整形循環器病院 尾崎　威文
こいし内科クリニック 小石　陽一
青山胃腸科内科クリニック 青山　仁志
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むらさわ内科クリニック 村澤　正実
医療法人社団　クロース・トゥ・ユー 角田　悟
中園内科クリニック 中園　誠
とわだ循環器内科 藤原　崇之
たく内科クリニック 渡邉　拓
社団法人慈恵会　青森慈恵会病院 冨永　竜
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
メディカルコート八戸西病院

石亀　昌幸

公立七戸病院開設者中部上北広域事業組合 福島　一郎
青森保健生活協同組合 あおもり協立病院 佐々木　洸太
杉江内科クリニック 杉江　尚
ちとせ医院 菊池　ちとせ
後藤泌尿器科皮膚科医院 後藤　康樹
内科クリニックすずき 鈴木　康之
医療法人糖友会　金子胃腸科内科 金子　博純
おおどおり鎌田内科クリニック 鎌田　潤也
姉体診療所 千葉　英俊
川守田医院 川守田　安彦
さとう内科クリニック 佐藤　彰宏
カシオペア医院 肥田　憲彦
堀江医院 堀江　圭
医療法人桜心会　おりそ内科・循環器クリニック 折祖　清蔵
医療法人社団恵仁会　三愛病院 山内　文俊
岩手医科大学 石垣　泰
医療法人社団　千葉医院 齋藤　順子
松尾けんこうクリニック 松尾　兼幸
まるき内科クリニック 鈴木　慎二
かんのリズムハートクリニック 菅野　裕幸
医療法人星陵会　仙台星陵クリニック 山口　龍生
医療法人社団洞口会　名取中央クリニック 洞口　淳
岩切中央クリニック 根本　忠義
医療法人尚仁会　森田医院 森田　潔
医療法人中真会　木村貞之進記念　まひと内科クリニック 木村　真人
桂島いずみクリニック 助川　泉
おのだクリニック 三浦　洋
学校法人東北医科薬科大学若林病院 佐藤　譲
医療法人寶樹会仙塩総合病院 佐藤　一俊
医療法人財団明理会　イムス明理会仙台総合病院 齋藤　真一郎
医療法人盟陽会　富谷中央病院 角川　智子
大崎市民病院本院 薄井　正寛
みやぎ県南中核病院 近藤　敬一
医療法人章進会　加賀医院 加賀　豊章
鈴木一郎医院 鈴木　一郎
あい内科クリニック日の出 伊藤　博彰
医療法人淞秋会　おのば腎泌尿器科クリニック 佐藤　良延
くらみつ内科クリニック 倉光　智之
あさのクリニック 浅野　晴彦
医療法人白鳳会　石田脳神経外科クリニック 石田　恭央
仙北市国民健康保険神代診療所 嘉陽　毅
医療法人　道真会　太田診療所　 阿部　道浩
伊藤内科医院 伊藤　隆唯
こにし胃腸内科 小西　永晃
片岡内科医院 片岡　英
山﨑医院分院 山﨑　幸雄
医療法人義業会　曽根医院 曽根　純之
松ヶ崎診療所 嵯峨　泰治
さくら内科・糖尿病クリニック 粟﨑　博
大館市立総合病院 池島　進
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
秋田県厚生農業協同組合連合会　由利組合総合病院 黒木　淳
羽後町立羽後病院 田畑　裕太
医療法人永井医院 永井　俊一
二瓶内科クリニック 二瓶　邦信
医療法人宗寿会　阿部医院　 真島　英太
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やまのべ藤田クリニック 藤田　登志也
小田消化器科内科クリニック 小田　聡二
医療法人　石橋医院 石橋　正道
宇賀神内科クリニック 宇賀神　智
あきばクリニック 秋葉　春彦
山形大学医学部附属病院　 諏佐　真治
社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 大泉　俊英
特定医療法人　舟山病院 舟山　哲
山形市立病院済生館 五十嵐　雅彦
公立高畠病院 神部　裕美
せいの内科クリニック 清野　弘明
手塚クリニック 手塚　徹
医療法人癒水会　会津クリニック 玉木　信
みずの内科クリニック 水野　兼志
にいつま内科・循環器科クリニック 新妻　一夫
鈴木医院 鈴木　進一
医療法人　もり医院 森　一弥
医療法人　味原医院 味原　隆
医療法人　洋向台クリニック 上野　博
馬場医院 小鹿山　博之
医療法人佑和会　雷クリニック 雷　毅
公立岩瀬病院 大谷　弘
福島県厚生農業協同組合連合会　白河厚生総合病院 草野　良郎
則武内科クリニック 則武　昌之
医療法人健清会　那珂記念クリニック 遅野井　健
南平台メディカルクリニック 春日　哲也
やまき内科クリニック 山木　万里郎
いいたけ内科クリニック 飯竹　千恵
医療法人　さくらみちクリニック 高橋　卓夫
いわき内科クリニック 岩城　祥樹
おみたまクリニック 根本　一宏
医療法人　佐々木胃腸科外科 佐々木　栄一
医療法人宏千会　秋本脳神経外科 秋本　学
なかむらクリニック 中村　欣久
天王前クリニック 曽原　義顕
医療法人社団仁二会　高橋医院 許斐　康司
医療法人恵樹会　いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック 板橋　直樹
医療法人社団弘明会　さとう内科・脳神経外科クリニック 佐藤　弘茂
守谷メディカルクリニック 塚越　芳久
岩本医院 岩本　康人
医療法人　中川医院 中川　晴夫
医療法人ひばりの会　もりもとクリニック 森本　裕明
医療法人誠順会　クリニック健康の杜 細田　弥太郎
医療法人玉心会　鹿嶋ハートクリニック 黄　恬瑩
宮崎クリニック 宮崎　三弘
ひたち太田家庭医療診療所 栗原　宏
こじま内科クリニック 小島　眞樹
医療法人社団　三輪会　山手医院 三輪谷　博史
あいん常澄医院 出口　葉子
飯野クリニック 小林　和人
医療法人社団春望会　椎貝クリニック 椎貝　達夫
医療法人隆志会　斎藤クリニック 斎藤　隆晴
医療法人社団康生会　飯泉内科クリニック 飯泉　智弘
千葉クリニック 千葉　一博
見和中央クリニック 阿久津　泰典
おかざき内科クリニック 岡﨑　洋雄
医療法人砂沼桜会　砂沼湖畔クリニック 鈴木　裕磨
株式会社日立製作所　多賀総合病院 堀田　総一
医療法人社団愛和会　前田病院 前田　伸樹
医療法人晴生会　鹿島神宮前病院 小林　隆之
医療法人恒貴会　協和中央病院 玉野　雅裕
社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部　茨城県済生会　常陸大宮済生会病院 田尻　和子
小山イーストクリニック 大橋　博
医療法人紫苑会　阿久津医院 安濃　隆
医療法人寿朋会　高田クリニック 高田　良久
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医療法人　仲嶋医院 仲嶋　秀文
医療法人共愛会　小山中央医院 中山　桓夫
福島クリニック 福島　由紀夫
医療法人社団しののめ　さいとうクリニック 齋藤　聡
医療法人関湊記念会　グリーンクリニック 黒田　久元
南河内診療所 荒井　博義
箕輪内科 箕輪　均
うえのクリニック 上野　修市
医療法人社団竹山会　青木医院 青木　浩義
医療法人あゆら　かわしま循環器内科 川島　章浩
ちばクリニック 千葉　英男
獨協医科大学病院 麻生　好正
医療法人　永島内科医院 登田　久子
川田クリニック 川田　敏夫
原内科クリニック 原　永庫
医療法人　木暮医院 木暮　正美
医療法人社団吉田会　吉田内科 吉田　秀忠
うめだ内科クリニック 梅田　遵
下田内科医院 下田　隆也
川島内科クリニック 川島　崇
小泉医院 小泉　幸彦
上原内科医院 上原　啓吾
平成クリニック 石井　弘子
若宮内科 山田　邦子
富士クリニックペインクリニック 増尾　富士雄
医療法人社団　もりむら内科 森村　匡志
あづまクリニック 我妻　通明
はしづめ診療所 橋爪　洋明
医療法人社団　小児科小川醫院 小川　竜
医療法人　石澤医院 佐々木　豊志
医療法人順愛会 　角田外科医院 林　秀彦
橘内科医院 橘　正道
あかぼり高橋内科 高橋　洋樹
医療法人真康会　大沢医院 大澤　真悟
医療法人社団松寿会　松山医院 松山　淳
中田クリニック 中田　裕一
医療法人社団優仁会　こだまクリニック 小玉　仁
医療法人緑晋会　細谷医院 細谷　剛
医療法人社団皆成会　中野医院 中野　正幸
医療法人社団　醫光会　赤城クリニック 清水　幸博
さこだクリニック 迫田　洋人
医療法人あすなろ会　家崎医院 家崎　桂吾
やまぐち内科医院 山口　悦男
さかいのクリニック 阿部　篤朗
小島医院 小島　正人
医療法人　秀クリニック 坂本　泰秀
内科　おかじょうクリニック 岡上　準
医療法人宏愛会　宏愛会第一病院 角野　博之
下仁田厚生病院 正田　純史
独立行政法人国立病院機構　高崎総合医療センター 静　毅人
医療法人安和会　石丸安世記念　熊谷ディアベテスクリニック 石丸　安明
医療法人けやき医院 川口　里江子
医療法人川田会　川田胃腸科外科 川田　裕一
医療法人社団裕恵会　浅野内科クリニック 石井　秀人
医療法人社団げんき会　あゆみクリニック 藤川　万規子
朝霞台クリニック 中村　仁
医療法人社団ふさの会　しみずクリニックふさ 清水　縁
医療法人社団　薫風会　坂戸内科医院 千田　宣克
駒橋内科医院 駒橋　邦睦　
ハラクリニック 原　直
医療法人社団創友会　丸山クリニック 丸山　茂
陽だまりの丘クリニック 瀧口　博司
長澤クリニック 長澤　逸人
医療法人社団　慶全会　新座クリニック 内田　修
富永クリニック 富永　一則
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医療法人千清會　鈴木脳神経外科 鈴木　千尋
医療法人　仲田内科 大村　延博
皆川医院 皆川　真哉
医療法人社団コスモス会　あおぞらトータルクリニック 塚崎　富雄
富士見町さくら内科クリニック 山下　三朗
医療法人エレソル　たにぐちファミリークリニック 谷口　聡
まみ内科クリニック 宮地　真由美
大城クリニック 大城　裕明
医療法人社団蓮誓会　レン・ファミリークリニック 横山　晃貴
沢近医院 沢近　実
植村内科クリニック 植村　直樹
医療法人博樹会　ひらの内科胃腸科 平野　博之
医療法人社団誠眞会　眞弓循環器科クリニック 眞弓　久則
医療法人修幸会　中村クリニック 中村　靖幸
坂本内科医院 坂本　孝一
医療法人社団　ともさと会　かくたクリニック 角田　令子
医療法人社団医心会　はたなかクリニック 畑中　宏之
さぐち医院 佐口　盛人
むらのひがしクリニック 村岡　東子
医療法人社団健生会　とね川医院 利根川　洋二
医療法人社団緑恵会　森田クリニック 森田　淳一
医療法人　浜崎医院 浜崎　卓
医療法人健秀会　荒舩医院 荒舩　丈一
医療法人康潤会　センチュリーシティ内科クリニック 渡辺　潤
医療法人社団　たがやクリニック 田ケ谷　哲夫
医療法人社団三友会　彩のクリニック 杉本　秀芳
医療法人　関根内科医院 関根　紀世
医療法人基信会　池畑クリニック 池畑　信正
医療法人　関根外科医院　はにぽんクリニック 関根　正幸
塚越内科小児科 塚越　茂
まつもと糖尿病クリニック 松本　壮一
石塚内科胃腸科医院 石塚　大輔
医療法人社団桜花会　鈴木内科 鈴木　淳
有馬内科 有馬　健
太田医院 太田　眞夫
あきもと内科クリニック 秋元　肇
医療法人　保木診療所　 保木　利文
医療法人　うえむらクリニック 植村　均
医療法人社団圭仁会　ぎんなんクリニック 染村　圭一
医療法人社団埼忠禎会　埼葛クリニック 小笠原　忠彦
須田整形外科 須田　義朗
つのだ内科糖尿病クリニック 角田　哲治
ゆり内科クリニック 新妻　ゆり子
医療法人孝仁会　鈴木内科医院 鈴木　仁
医療法人社団恵正会　田中医院 田中　正彦
医療法人社団長生会　小暮医院 小暮　久也
医療法人須賀医院 須賀　幾
鈴木医院 鈴木　義信
医療法人社団笑仁会　和田クリニック 和田　修
医療法人　いしい内科クリニック 石井　宏幸
弥栄医院 朴　宗晋
しおや消化器内科クリニック 塩屋　雄史
かわかみクリニック 川上　高幸
医療法人社団健祐会　こんどう内科 近藤　一彦
医療法人三療会　たけうちクリニック 竹内　幾也
まきの消化器内科・外科クリニック 牧野　博司
関山医院 関山　裕士
医療法人社団　蒲生東診療所 井関　正和
医療法人社団　岩井クリニック 岩井　壽生
医療法人わかば医院 澁谷　浩一
みさか内科クリニック 三坂　昌温
医療法人財団健和会みさと健和病院 宮崎　康
医療法人社団東光会　戸田中央総合病院 中村　毅
蕨市立病院 鷲見　禎仁
医療法人社団幸正会　岩槻南病院 丸山　泰幸
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医療法人社団協友会　東川口病院
医療法人　熊谷福島病院 尾見　秀敏
独立行政法人地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター 神子　一成
医療法人　瀬川病院 瀬川　豊
医療法人社団明芳会　イムス三芳総合病院 今井　健太
自治医科大学附属さいたま医療センター 原　一雄
医療法人社団　三咲内科クリニック 栗林　伸一
国保直営総合病院　君津中央病院 石橋　亮一
医療法人社団DM会　成田センタークリニック 安　徳純
医療法人社団石誠会　さくらクリニック 石代　誠
秋山ハートクリニック 金　載英
医療法人社団ほたるの博優会　ほたるのセントラル内科 内田　大学
医療法人社団　心の翼　ライフガーデン中央クリニック 冨岡　恵
篠クリニック 篠　諭司
医療法人社団　いとうクリニック 伊藤　加寿子
医療法人社団煌和会　國分クリニック 國分　和司
医療法人社団健恵生会　酒井医院 酒井　裕司
一般社団法人市原市医師会　坂本脳神経外科クリニック 坂本　道雄
医療法人社団　悠光会　いんざいクリニック 清水　浩一
医療法人社団恵昭会　千葉駅前クリニック 井出　圭一
医療法人社団慧友会　こしべクリニック 越部　融
医療法人社団健貴会　菊間クリニック 山内　健嗣
医療法人社団紫翆会　神谷内科クリニック 神谷　尚志
小林医院 小林　靖幸
高根木戸診療所 渡邊　良彦
医療法人社団白藤会　伊藤診療所 伊藤　和彦
医療法人社団広泰会　本中山クリニック 小島　広成
愛心クリニック 谷口　稔弥
医療法人社団鐘韻会　まきた内科医院 蒔田　隆二
せきぐちクリニック 関口　直哉
市川駅前おがわ内科 小川　健夫
ひらの医院 平野　和美
志津さくら内科クリニック 青木　博
医療法人社団至峰会　千草台なかむらクリニック 中村　貢
ふじせ内科クリニック　 藤瀬　清隆
医療法人社団ケア・ユニティふるがき糖尿病循環器クリニック 海和　靖昌
船橋駅前内科クリニック　 篠田　暁与
医療法人社団誠徹会　千葉北総内科クリニック 松信　精一
北松戸ぽぷらクリニック　 馬場　敦
医療法人社団敬和会　木村内科 平　晃一
医療法人社団樹和会　いとう内科循環器科 伊藤　高史
医療法人社団　やまぐち内科クリニック 山口　敏広
太田山クリニック 中村　晋
医療法人社団順聖会　ワイスクリニック 横須賀　亮
香取内科クリニック 香取　登久江
医療法人社団慈雅会　柏ハートクリニック 日下　雅文
医療法人社団福徳会　福王台外科内科 吉田　行男
医療法人社団　明竹会　竹内基クリニック 竹内　基
八千代西クリニック 熊野　裕司
ひさきファミリークリニック 久木　良平
医療法人社団　朗真会　四ツ谷医院 四ツ谷　敏朗
緑が丘クリニック 釜野　安昭
蔵波台ハートクリニック 徐　基源
医療法人社団　工藤外科内科 工藤　秀徳
医療法人社団博優会　大野内科循環器科医院 大野　安彦
すげのやクリニック 菅谷　義範
仁天堂医院 三橋　京子
医療法人社団三東会　竹内医院 竹内　修
鬼倉循環器内科クリニック 鬼倉　基之
医療法人社団爽風会　木刈クリニック 小林　重芳
医療法人社団芳英会　吉野内科・神経内科医院 吉野　英
山田医院 山田　昌彦
市原健康クリニック 小椋　健司
医療法人社団希会　にしむら内科クリニック 西村　正悟
医療法人社団俊景会　前原医院 鶴岡　明



2018年3月1日作成

7/24

施設名 責任医師
医療法人社団　伊藤医院 伊藤　真典
医療法人社団桐佑会　藤島クリニック 藤島　知則
船橋行田クリニック 杉本　克己
帝京大学ちば総合医療センター第三内科 岡崎　亮
医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 佐藤　英一
東京女子医科大学　八千代医療センター 橋本　尚武
医療法人社団圭寿会　兒玉病院 兒玉　晃昌
独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 三村　正裕
医療法人社団平静会　大村病院 高柳　尚子
医療法人SHIODA　塩田病院 野村　浩一
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 徳山　権一
公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター 伊藤　慎介
独立行政法人　地域医療機能推進機構　千葉病院 水間　洋
医療法人社団糖和会　近藤医院 近藤　弘子
医療法人社団船山会　船山内科 船山　秀昭
高村内科クリニック 高村　宏
医療法人社団弘健会　菅原医院 菅原　正弘
医療法人社団　桜舞会　井関内科 井関　恵子
医療法人社団益生会　神保町代謝クリニック 益子　茂
医療法人社団ユスタヴィア　多摩センタークリニックみらい 藤井　仁美
染谷クリニック 染谷　泰寿
伊藤内科小児科クリニック 伊藤　景樹
医療法人社団石川記念会　新宿石川クリニック 三浦　順子
三軒茶屋はやかわクリニック 早川　明子
大河原森本医院 森本　晋
医療法人社団昭生会　井上医院 小沼　心
かわさき内科糖尿病クリニック 河﨑　孝弘
医療法人社団ライフスタイル　ともながクリニック糖尿病・生活習慣病センター 朝長　修
医療法人社団健立会　倉井内科医院 倉井　亮
渡邉医院 渡邉　慶太
医療法人社団瑞生会　蔵前内科クリニック 曽　振武
医療法人社団廣和会　藤本クリニック 池田　春樹
協和医院 厳　俊
医療法人社団健心会　みなみ野循環器病院 幡　芳樹
メラクリニック 米良　文彦
五の橋タワークリニック 大塚　聡子
中島医院 中島　慶子
大生医院 小林　潔正
ダイナメディカル根津クリニック 菅原　正史
伊藤内科小児科クリニック 伊藤　眞一
医療法人社団　鎌田医院 鎌田　文隆
更家内科クリニック 更家　英雄
所澤クリニック 所澤　安展
医療法人社団健風会　奥田クリニック 奥田　武志
おぎくぼ内科クリニック 岩科　將虎
岡部クリニック 岡部　正
医療法人社団旭和会　東京駅センタービルクリニック 清末　有宏
はるクリニック西小山 飛川　浩治
吉祥寺藤田クリニック 藤田　進彦
一般財団法人松翁会　松翁会診療所 海老原　良典
桜木内科クリニック 関　博之
医療法人社団　泰山会　赤坂中央クリニック 日高　雄二
中居町クリニック 都築　秀至
医療法人財団健康文化会　坂下診療所 菅原　正史
西小岩ファミリークリニック 永妻　啓介
お茶の水内科 五十嵐　健祐
近藤クリニック 近藤　高志
駅前つのだクリニック 角田　圭子
医療法人社団健隆会　石橋医院 石橋　健一
医療法人社団千緑会　神楽坂医院 安部　通
社会医療法人社団　順江会　東京綾瀬腎クリニック 長田　しをり
医療法人社団安井会　セザイ皮フ科・しゅういち内科 瀬在　秀一
医療法人社団近良会　新小岩内科診療所 川上　訓
平和台クリニック 千葉井　基㤗
上落合真クリニック 實重　真吾
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医療法人社団桂晶会　ささもとクリニック 笹本　牧子
医療法人社団孝慈会　中台医院 小川　隆
梅沢医院 梅沢　卓也
医療法人社団永研会　永研会クリニック 羽田　哲也
医療法人社団ユークレイジア会　小山クリニック 小山　寿雄
医療法人社団錦生会　和光医院 林　北辰
助川クリニック 助川　敦子
医療法人社団裕健会　神田クリニック 馬渕　浩輔
医療法人社団　小島医院 橋田　恭子
道玄坂平賀クリニック 平賀　勝利
熊倉医院 熊倉　淳
小松川診療所 本谷　廣栄
駒崎医院 駒崎　敏昭
ゆきさだ内科 行定　公彦
五反田内科糖尿病クリニック 伊藤　静夫
医療法人社団健督会　かぶらきクリニック 鏑木　與善
内科小久保医院 小久保　麻子
医療法人社団愛智会　抜弁天クリニック 菊池　智津
医療法人社団英泉会　佐伯医院 佐伯　有泉
医療法人社団健咲樹会　熊野前にしむら内科クリニック 西村　英樹
医療法人社団慈弘会　古坂医院 古坂　明弘
春日駅前内科クリニック 立松　覚
アイメディカルクリニック 新田　愛
松坂医院 松坂　聡
石沢クリニック 石沢　和敬
医療法人社団健稜会　みなみ野シティクリニック 上田　泰明
西銀座診療所 隈部　時雄
まつもとメディカルクリニック 松本　佐保姫
医療法人社団　かみやま内科クリニック 神山　俊典
文京動坂診療所 五藤　忠
医療法人社団めぐみ会　杉並堀ノ内クリニック 守屋　由紀
はすね駅西口内科 尾添　明之
保元クリニック 保元　明彦
医療法人社団かわうち幸生会　西尾久クリニック 川内　喜代隆
吉澤内科クリニック 吉澤　海
山王クリニック品川 山王　直子
東立石内科クリニック 浪川　進
笹塚井上クリニック 井上　雅寛
石田医院 石田　哲朗
医療法人社団銀陽会　丸茂医院 丸茂　恒二
四谷内科 横山　貴博
あいらんどクリニック 島　芳憲
医療法人社団あすは会　東伊興クリニック 髙本　雄幸
医療法人社団三健会　渡辺整形外科内科医院 上野　高浩
医療法人社団厚生会　栗原医院 栗原　玄浩
さとう内科医院 佐藤　元
医療法人永和会　東十条さかい糖尿病・内科クリニック 堺　弘治
昭島リウマチ膠原病内科 吉岡　拓也
みやざきRCクリニック 宮崎　雅樹
かしわぎクリニック 柏木　明
高山クリニック 高山　昇
医療法人社団頌和会　村田医院 村田　昌隆
医療法人社団健成会　小林内科クリニック 小林　健嗣
医療法人社団　細田診療所 赤畑　正樹
クリニックヨコヤマ 横山　敏男
えびすハートクリニック 林　雅道
共立診療所 三島　協二
医療法人社団駿和会　みやもと医院 宮本　俊哉
サン・キタノクリニック 北野　裕巳
山口内科・呼吸器科クリニック 山口　規夫
医療法人社団健悠会　井上内科クリニック 井上　玄
医療法人社団　山内クリニック 山内　健義
医療法人社団　山口医院 山口　博明
野方駅内科　 新田　宗也
医療法人社団あんず会　いしい内科クリニック 石井　史
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こんどう医院 近藤　俊彦
東京女子医科大学病院 馬場園　哲也
国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 小川　佳宏
一般社団法人衛生文化協会城西病院 笠原　督
日本医科大学付属病院　 宮本　正章
東京医療生活協同組合　新渡戸記念中野総合病院 融　衆太
東邦大学医療センター　大橋病院 岡畑　純江
社会医療法人社団順江会　江東病院 高部　智哲
医療法人財団　暁　あきる台病院 永井　信也
杏林大学医学部付属病院 保坂　利男　
医療法人社団成和会　西新井病院附属成和クリニック 杉浦　立
地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター 荒木　厚
医療法人社団レニア会武谷ピニロピ記念　きよせの森コミュニティクリニック 風間　広仁
医療法人社団明芳会　板橋中央総合病院 鶴田　信慈
医療法人社団大坪会　東都文京病院 齊藤　博紀
医療法人社団共済会　共済会櫻井病院 櫻井　誠
日本大学病院 松本　直也
医療法人社団昌医会　葛西昌医会病院 大野　篤行
医療法人社団じうんどう　慈雲堂病院 皿谷　健
医療法人社団　大坪会　東和病院 鈴木　剛
公益財団法人　東京都保健医療公社　大久保病院 足立　淳一郎
社会医療法人財団石心会　川崎幸クリニック 安島　美保
松葉医院 松葉　育郎
医療法人社団　武田クリニック 武田　浩
医療法人社団　間中医院 大木　正人
医療法人社団優久会　向ヶ丘久保田内科 久保田　章
三浦中央医院 瀧端　正博
医療法人創光会　松浦内科 松浦　秀光
緑園都市耳鼻咽喉科　酒井医院 酒井　隆慈
医療法人みなとみらい　浦舟金沢内科クリニック 淡野　宏輔
医療法人社団恵正会　薩田内科クリニック 薩田　正之
クリニックやまだ 山田　行雄
鶴井医院 高岸　泰
医療法人　優雅　鶴間かねしろ内科クリニック 朝倉　太郎
医療法人　優雅　東林間かねしろ内科クリニック 金城　瑞樹
芝山内科 芝山　幸久
医療法人社団誠友会さつき台診療所 井上　明美
ほしの内科クリニック 星野　和彦
原クリニック 原　眞一
愛川つつじ内科 足立　博紀
さわ内科糖尿病クリニック 沢　丞
医療法人社団相光会　湘南グリーンクリニック 永井　肇
港南台内科クリニック 篠田　和明
もみの木医院 斉藤　清一
三宅クリニック 三宅　省吾
つるや内科クリニック 鶴谷　孝
医療法人社団　永和会　沢野クリニック 澤野　眞人
医療法人恵秀会　佐々木医院 佐々木　秀哲
医療法人社団昌慶会　小野田医院 小野田　恵一郎
佐藤医院 佐藤　聡一郎
しまむらクリニック 嶌村　健
医療法人みなとみらい　辻堂金沢内科クリニック 平林　良樹
医療法人社団ユニメディコ　さとう内科クリニック 佐藤　尚太郎
押切糖尿病内科クリニック 押切　甲子郎
医療法人健人会　鶴見中央クリニック 西村　正人
医療法人社団明珠会　若葉台クリニック 蒲田　英明
医療法人　たいクリニック 田井　重行
医療法人秀悠会　きくち医院 菊地　秀樹
善行団地石川医院 石川　範和
ことり内科クリニック 天門　淳子
はせがわ内科クリニック　 長谷川　慎一
医療法人郁史会　由井クリニック 由井　史樹
山岸クリニック　相模大野 山岸　貴洋
大船　睡眠・糖尿病内科 高橋　正典
横濱おなか診療所 若林　峰生
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林糖尿病内科クリニック 林　勉
医療法人社団赤門会　赤門医院 尾崎　直
湘南藤沢心臓血管クリニック　 安西　兼丈
東扇島診療所 新井　理之
医療法人　宮本内科小児科 宮本　正彦
下倉田ハートクリニック 悦田　浩邦
たくま幸クリニック 詫摩　哲郎
医療法人みどり会　おおはし内科 大橋　人士
荒田内科クリニック 荒田　浩久
医療法人社団愛の翼　ひろせクリニック 鈴村　健太
おおぐり医院 大栗　治彦
医療法人社団誠成会　寒川駅前クリニック 豊島　光男
うめぞの内科クリニック 梅園　朋也
医大前内科クリニック 山田　正道
明神台クリニック 地口　学
医療法人真正会　新妻クリニック 新妻　正道
新井医院 新井　裕二
海老名西口糖尿病クリニック 田中　栄太郎
窪田医院 窪田　隆浩
伊藤医院 伊藤　博
みやうち内科糖尿病クリニック 宮内　雅晃
西川クリニック 西川　哲男
医療法人社団青世会　きたがわ内科クリニック 北川　雅稔
国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院 山口　実菜　
藤沢市民病院 高野　達朗
社会福祉法人恩賜財団　済生会横浜市南部病院 長田　潤
国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院 吉井大司
独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院 鶴谷　悠也
国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院 山田　昌代
横浜市立大学附属市民総合医療センター　内分泌・糖尿病内科 山川　正
独立行政法人　国立病院機構　横浜医療センター 宇治原　誠
日本赤十字社神奈川県支部　相模原赤十字病院 伊藤　俊
公益社団法人地域医療振興協会　横須賀市立市民病院 土屋　博久
昭和大学横浜市北部病院 朝倉　慶
聖マリアンナ医科大学病院 田中　逸
社会福祉法人　恩賜財団　済生会横浜市東部病院 一城　貴政
地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立循環器呼吸器病センター 濵井　順子
医療法人財団俊陽会　古川病院 古川　健太郎
川崎市立　川崎病院 津村　和大
独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜保土ケ谷中央病院 岡本　芳久
医療法人社団緑成会　横浜総合病院 佐田　幸由
神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院 高野　靖悟
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院　循環器内科 青木　元
横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター 岩橋　徳明
川端内科消化器科医院 川端　英博
医療法人社団　内山医院 内山　一晃
医療法人社団　本町クリニック 高橋　修一
高橋医院 高橋　慶一
森田内科医院 森田　幸裕
医療法人社団　石曽根医院 金子　洋
医療法人社団　ひらの内科医院 平野　鉄雄
医療法人社団紅鶴会　片貝医院 根本　忠
社会福祉法人新潟慈恵会　東大通内科クリニック 荒井　康弘
城北クリニック 樋口　健一
さかつめ内科 坂爪　実
金子医院 金子　義伸
医療法人社団　片桐医院 鈴木　俊太郎
万代内科クリニック 田村　紀子
医療法人ラサ内科皮膚科クリニック 諸橋　弘子
医療法人社団　井上内科医院 井上　正則
医療法人社団　広沢医院 広沢　秀夫
西新発田クリニック 飯塚　正仁
医療法人社団六泉会　五泉六島クリニック 木村　勝哉
医療法人社団　大谷内科医院 大谷　余志
上原消化器内科クリニック 上原　一浩
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大日方医院 大日方　一夫
新潟大学大学院医歯学総合研究科 曽根　博仁
医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院 佐藤　貴雄
越野医院 大野　太郎
医療法人社団富山健生会　吉田内科クリニック 吉田　雅一
医療法人社団嘉奉会　城端理休クリニック 松　智彦
高岡内科クリニック 宮腰　英和
月岡クリニック 桜井　潤司
青空クリニック 村石　康博
あまつぶ内科クリニック 滝林　正浩
水野クリニック 水野　一郎
医療法人社団　柴田内科クリニック　 柴田　修
富山赤十字病院 平岩　善雄
かみいち総合病院 浦風　雅春
しおのやクリニック 塩谷　隆策
医療法人社団　村田医院 村田　健
平場内科クリニック 平場　吉治
医療法人社団　わかさ内科クリニック 若狭　豊
あずきさわ内科クリニック 小豆沢　定秀
医療法人社団三恵会　的場医院 的場　宗敏
医療法人社団　中藤クリニック 中藤　秀明
オリベ内科医院 織部　芳隆
安原医院 安原　稔
医療法人社団　谷クリニック 谷　吉雄
医療法人社団　角田医院 角田　弘一
ちくだ医院 筑田　正史
御経塚クリニック　 龍村　俊樹
志賀町立志賀クリニック 中野　茂
医療法人社団　長土塀クリニック 金　昌基
医療法人社団翆光会　春藤医院 春藤　俊一郎
医療法人社団　米島医院 米島　正廣
尾張循環器・糖尿病内科クリニック 尾張　祐樹
医療法人社団ヤベツ会　金澤なかでクリニック 齋藤　麗奈
町立富来病院 朝倉　大貴
四位例内科クリニック 四位例　靖
医療法人社団慈豊会　久藤総合病院 出口　康
国立大学法人　金沢大学 篁　俊成
医療法人初生会　福井中央クリニック 笈田　耕治
ドクター・ズー 清水　元茂
あらい内科クリニック 新井　芳行
医療法人明和会　吉村医院 吉村　信
森瀬クリニック 森瀬　敏夫
本馬医院 本馬　徳人
向坂内科医院 向坂　憲悟
藤井医院 藤井　秀一郎
医療法人明峰会　明峰クリニック 木村　晃朗
医療法人孝和会　三﨑胃腸科クリニック 三﨑　明孝
医療法人悠尚会　まつだ内科クリニック 松田　尚登
福井県立病院 勝田　裕子
一般財団法人　今立中央病院 髙間　俊夫
坂井市立三国病院 宇隨　弘泰
医療法人帝昌会　井上内科小児科医院 井上　利男
中小河原ひろクリニック 髙橋　章弘
黒田医院 黒田　政彦
一般財団法人山梨整肢更生会　中村外科医院 中村　士郎
小舘クリニック 小舘　秀介
きたむらクリニック 北村　敬利
磯山医院 磯山　藍
横山内科医院 横山　鐡夫
医療法人昭伊会　まるやまファミリークリニック 丸山　哲弘
医療法人仁聖会　宜保内科　消化器・肝臓内科クリニック 宜保　行雄
医療法人　花岡医院 花岡　淳一
医療法人時修会　木村内科医院 木村　純
長谷川クリニック 長谷川　悟
医療法人　新田内科クリニック 新田　政男
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医療法人　天祐堂松林医院 松林　祐司
大門東クリニック 山口　裕通
高須医院 高須　政夫
金木内科クリニック 金木　利通
医療法人　松本医院 松本　宙明
こやま内科クリニック 小山　関哉
医療法人　市川医院 市川　卓郎
鈴木医院 鈴木　杏奈
品川内科医院 品川　千
医療法人清心会　中山医院 中山　栄治
村山内科医院 沖野　知範
すずき内科クリニック 鈴木　尚美
北島医院 北島　敦
はたクリニック 羽田　原之
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院附属豊殿診療所 戸兵　周一
山浦内科クリニック 山浦　修一
医療法人泉会　穂高ハートクリニック 太田　敬三
医療法人　篠﨑医院 篠﨑　隆
伊那中央行政組合　伊那中央病院 佐久間　孝弘
伊南行政組合昭和伊南総合病院 内田　三四郎
長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院 大橋　正明
国立大学法人信州大学　医学部附属病院 大久保　洋輔
医療法人　公仁会　前澤病院 前澤　毅
医療法人研成会　諏訪湖畔病院 稲村　俊一
医療法人元山会　中村病院 浦山　弘明
安曇野赤十字病院 石井　宏明
国立大学法人信州大学　医学部附属病院　循環器内科 元木　博彦
こじま内科クリニック 小島　敏弘
医療法人誠和会　加藤内科クリニック 小林　浩之
みずほクリニック 木村　敦
医療法人聡仁会　酒井クリニック 酒井　聡
むとうクリニック 武藤　利茂
加納内科リウマチ科・糖尿病内科クリニック 加納　克徳
東濃中央クリニック 大林　浩幸
医療法人慈光会　水野生々堂医院 水野　智一
あさの内科 浅野　昇悟
西田醫院 西田　佳央
竹田クリニック 竹田　智雄
吉田胃腸科 吉田　篤生
竹中医院 加藤　悟司
坂井クリニック 坂井　直司
医療法人社団　のぎもりクリニック 野木森　一博
医療法人　ひらの内科クリニック 平野　良尚
かわさきクリニック 野々村　修
医療法人社団　北田内科クリニック 北田　雅久
医療法人　梅田クリニック 梅田　正五
伊東内科クリニック 伊東　祐二
恵那医院 古栄　美佳　
不破医院 不破　義之
医療法人悠愛会　堀部医院 堀部　尚久
佐分利クリニック 佐分利　良公
赤座医院　上印食診療所 赤座　壽
六条わたなべ内科 渡邉　正喜
医療法人真心会　さくらクリニック 佐竹　真一
かんべ内科クリニック 神戸　栄喜
医療法人社団　新美クリニック 新美　次男
あらいクリニック 新井　正
大久保医院 高橋　治樹
竹中胃腸科 竹中　清之
医療法人信慎会　阿部医院 阿部　親司
北村医院 北村　賢文
たなかクリニック 田中　真司
医療法人社団　本巣内科クリニック 黒川　昌栄
なかしま医院 中島　和也
山田医院 山田　達治



2018年3月1日作成

13/24

施設名 責任医師
岐阜大学医学部附属病院 諏訪　哲也
地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター 大洞　尚司
おぜきクリニック 尾関　茂彦
岐阜県厚生農業協同組合連合会　西美濃厚生病院 前田　晃男
医療法人社団厚洋会　垣内病院 垣内　孝史
JA岐阜厚生連揖斐厚生病院 水草　貴久
公立学校共済組合　東海中央病院 小川　昭三
地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター　内科・総合診療科 宇野　嘉弘
一般社団法人　海津市医師会　海津市医師会病院 黒田　英嗣
医療法人社団青葉会　吉見内科クリニック 小澤　恵
小松クリニック 小松　勝利
医療法人社団康寿会加藤内科医院 加藤　寿夫
医療法人社団梨慶会　するがクリニック 山内　晃
くしま内科医院 九島　昌彦
呉服町土屋内科 土屋　厚
あそうクリニック 麻生　克己
岡本内科医院 井村　満男
プルメリア糖尿病内科クリニック 平澤　陽子
高桑医院　岩波診療所 高桑　博
医療法人社団富井医院 富井　明望
近藤医院 近藤　泰
鎌田医院 鎌田　光裕
医療法人社団大龍会　八木医院 八木　龍夫
羽切医院 羽切　眞澄
医療法人社団弘芳会　天間クリニック 渡辺　孝芳
片岡医院 片岡　英樹
松原医院 松原　正典
中川クリニック 中川　明彦
医療法人医心会　せのお内科消化器科 瀬野尾　一孝
シモタクリニック 霜多　広
医療法人社団　小松診療所 小林　正人
医療法人社団糖和会　きくち内科クリニック 菊池　範行
医療法人社団　慈生会　梅園ヘルスケアクリニック 太田　正保
鮒橋医院 鮒橋　研一
加藤医院 加藤　一晴
前嶋内科 前嶋　満弘
医療法人社団イーエム倶楽部　えんどう内科クリニック 遠藤　茂樹
医療法人社団康裕会　ワタセクリニック 小池　康崇
医療法人社団圭友会　渡辺病院　浜松オンコロジーセンター 橋本　卓也
医療法人社団明仁会　水谷痛みのクリニック 水谷　彰仁
脇理一郎クリニック 脇　理一郎
医療法人社団セナ　小澤内科胃腸科 小澤　達雄
いわせ医院 岩瀬　宗司
こんどうクリニック 近藤　哲矢
森岡内科クリニック 森岡　哲
榎本内科クリニック 榎本　哲也
医療法人慶真会　宮下内科クリニック 宮下　豊
とやまクリニック 外山　英志
医療法人社団　大岩内科医院 大岩　健満
柴田医院 柴田　正純
おのえクリニック 尾上　明
阪部　循環器内科・内科　婦人科　クリニック 阪部　優夫
医療法人社団　ひなたクリニック 日向　真一
医療法人社団三島　山口医院 山口　晶久
医療法人社団長栄会　小長谷内科消化器科医院 小長谷　稔
医療法人社団　紀真会　服部医院 服部　真紀
吉田クリニック 吉田　守
八木循環器内科 八木　秀樹
医療法人社団　北島クリニック 北島　和登
医療法人社団　大久保医院 大久保　明
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 井上　達秀
浜松北病院 澤田　健
日本赤十字社　静岡赤十字病院 村上　雅子
羽賀糖尿病内科 羽賀　達也
医療法人社団健翔会わたなべ内科クリニック 渡邊　源市
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田中クリニック 田中　博之
小笠原クリニック 小笠原　誠
杉本クリニック 杉本　雅一
松原クリニック 松原　俊樹
医療法人　雄仁会　石黒クリニック 石黒　裕規
つしまセントラルクリニック 佐藤　隆一
ハートクリニックさわだ 澤田　敬久
なりたクリニック 成田　亨
石川橋クリニック 村松　博文
星合クリニック 星合　充基
医療法人逢和会　逢妻クリニック 都築　基弘
岩井内科クリニック 岩井　彰
きくちメンタルクリニック 菊池　勤
医療法人静晴会金子内科 金子　晴生
のもと内科・小児科 野本　茂
医療法人栄真会伊藤医院 伊藤　之一
医療法人仁心会　加藤クリニック 加藤　元久
かつし家庭医療医院 渡辺　勝志
庄南内科 金森　寛幸
石川内科クリニック 石川　進
医療法人勝心会　芳賀クリニック 芳賀　勝
鈴木クリニック 鈴木　章古
医療法人樹敬会　うめもとクリニック 梅本　雅也
岡島内科 岡島　由樹
医療法人久保田内科産科婦人科クリニック 久保田　稔
渡辺クリニック 渡辺　成行
梶原クリニック 梶原　顕彦
山田ファミリークリニック 山田　泰之
医療法人桜遊会　墨俣医院 熊﨑　俊樹
医療法人　ふくとみクリニック 福富　達也
名草クリニック 日比野　充伸
浅井外科 浅井雅則
今井医院 今井　英夫
安藤クリニック 安藤　白二
医療法人　美月会　前後整形外科内科クリニック 嘉戸　竜一
いながきクリニック 稲垣　均
医療法人欅の森　かとう医院 加藤　眞司
医療法人植谷医院 植谷　忠之
医療法人深見十全会　深見クリニック 深見　正明
中野医院 菅　桂子
山内ファミリークリニック 山内　正樹
医療法人　古山医院 古山　明夫
畑川クリニック 河崎　能久
医療法人　ジュンクリニック 田中　純二
すずき内科クリニック 鈴木　智博　
医療法人　倫紀会　いぶき野クリニック 東　克謙
小林クリニック 鈴木　智博
いこま内科クリニック 生駒　善雄
医療法人竹内会　竹内内科小児科 竹内　進
山田ファミリークリニック 山田　高資
なでしこ内科クリニック 升川　浩子
医療法人晴優会　かじうらファミリークリニック 梶浦　元晴
竹内外科内科クリニック 竹内　啓
医療法人豊水会　みずのクリニック 水野　雅夫
医療法人山本会　ひでき・ゆかりクリニック 山本　ゆかり
医療法人静心会　おけはざまクリニック 山下　満
前田医院 前田　一之
医療法人　ゆたかクリニック 加藤　裕
内藤内科 内藤　耕太郎
神領ファミリークリニック 林　雄三
中井内科医院 中井　望
角鹿医院 角鹿　公一
三浦内科クリニック 三浦　悟
中井内科クリニック 中井　晃
やまだ形成外科　内分泌内科　クリニック 山田　ともこ
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吉田方クリニック 二宮　善弘
おかやま糖尿病・甲状腺クリニック 岡山　直司
医療法人明宣会　奥田内科クリニック 奥田　宣明
ふじしま内科 藤島　圭一郎
小林内科クリニック　 小林　正登
医療法人　平戸橋医院 近藤　貴史
すぎやま内科クリニック 杉山　正洋
医療法人　野々川内科 野々川　信
じこう医院 慈幸　弘樹
医療法人　榎本内科 榎本　康宏
医療法人　中島医院 中島　孝太郎
桶屋クリニック 桶屋　将之
医療法人誠泉会　こいえ内科 鯉江　伸
岡田クリニック　 岡田　耕治
医療法人　ふなとクリニック 船戸　善彦
みやがわクリニック 宮川　浩一
アガペクリニック 伊藤　志門
医療法人仁泉会　池浦クリニック 川久保　明利
加藤内科クリニック 加藤　久視
わかば内科 恒川　卓
医療法人宝珠会　尾張旭クリニック 小島　智花
やすい医院 安井　洋二
すみれクリニック 小久保　公人
西大須　伊藤内科・血液内科 伊藤　達也
医療法人松風会　蒲郡クリニック 村上　和隆
医療法人糖生会　桝永医院 桝永　留美
医療法人TDE　糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 戸崎　貴博
小寺医院 小寺　玲子
かとうファミリークリニック 加藤　孝記
稲沢市民病院 野村　由夫
医療法人社団以心会中野胃腸病院 深尾　俊一
フジイ医院 藤井　清史
長谷川医院 長谷川　由美
タチバナ病院 伊藤　文則
医療法人成信会さくら病院 長谷川　朋子
特定医療法人共生会　みどりの風　南知多病院 田中　孝
名古屋鉄道健康保険組合　名鉄病院 岡本　秀樹
医療法人社団同仁会　一里山・今井病院 今井　文博
医療法人社団医聖会　坂井橋クリニック 廣田　久佳
医療法人糖クリ　四日市糖尿病クリニック 水林　竜一
みえ消化器内科 垣内　雅彦
医療法人赤塚クリニック 赤塚　元
大西内科ハートクリニック 大西　勝也
いせはまごうくらた内科 倉田　好人
小西内科クリニック 小西　正芳
医療法人　世古口消化器内科なぎさまち診療所 世古口　健
ひがし胃腸科内科クリニック 東　泰行
たなか内科 田中　俊幸
亀谷内科胃腸科 亀谷　章
医療法人　鈴鹿クリニック 早川　弘輝
医療法人　小坂クリニック 小坂　篤
山本クリニック 山本　玲子
東医院 東　隆太郎
あずまクリニック 東　祟明　
あさひクリニック 井谷　俊夫
みやむらクリニック 宮村　俊行
かわいクリニック 河井　秀仁
佐々木クリニック 佐々木　良磨
寺本医院 寺本　誉男
ひらいファミリークリニック 平井　謙造
医療法人松徳会　松本クリニック 松本　和隆
市場内科医院 市場　文衛
医療法人　高野尾クリニック 東　良久
医療法人裕心会　上田内科クリニック 上田　裕司
内科MYクリニック 山舗　昌由
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医療法人　紀平医院 紀平　久和
刀根クリニック 刀根　幸夫
小野循環器科・内科 小野　直見
医療法人（社団）佐藤病院　さとう糖尿病・訪問診療クリニック 佐藤　沙未
医療法人　坂の上クリニック 黒田　久弥
別府内科クリニック 別府　徹也
国立大学法人　三重大学医学部附属病院 矢野　裕
日本赤十字社伊勢赤十字病院 村田　和也
地方独立行政法人桑名市総合医療センター　桑名東医療センター 堀田　康広
紀南病院組合立　紀南病院 髙司　智史
医療法人富田浜病院 井田　美貴男
独立行政法人地域医療機能推進機構　四日市羽津医療センター 三好　美穂
医療法人大高医院 大高　剛
医療法人久我内科医院 久我　正文
医療法人　徳田医院 徳田　康孝
医療法人　寺井医院 寺井　繁勝
やまもと内科・外科クリニック 山元　弘桜
医療法人柊英会　佐々木クリニック 佐々木　慶英
なかつか内科医院 中塚　貴之
しもいけメディカルクリニック 下池　仁志　
医療法人　安井医院 安井　一清
柴田クリニック 柴田　修行
やまもとクリニック 山本　拓実
金田医院 金田　吉正
医療法人　中西医院 中西　正喜
山口医院 山口　隆
堀江医院 堀江　元
つかだ内科クリニック 塚田　克之
医療法人いながきハートクリニック 稲垣　宏一
医療法人　本田医院 本田　亘
布引内科クリニック 山田　衆
大道医院 大道　信之
医療法人　水原医院 水原　寿夫
小川診療所 小川　勉
おおむら内科クリニック 大村　具子
かわひと内科クリニック 川人　浩之
医療法人湊心会　きづみのるクリニック 川會　順
えとうクリニック 衞藤　信之
医療法人　マキノ病院 山本　博文
近江八幡市立総合医療センター 中村　高秋
医療法人　ハートセンター 辻　貴史
市立長浜病院 森田　善方
医療法人弘英会　琵琶湖大橋病院 松尾　浩司
滋賀県病院事業庁（滋賀県立総合病院） 山本　泰三
大石内科クリニック 大石　まり子
和田内科医院 和田　成雄
竹中医院 竹中　健
ほそたにクリニック 細谷　泰久
内科・糖尿病　とよだ医院 豊田　健太郎
丹羽内科医院 丹羽　勇
林樫原診療所 林　一資
堺医院 堺　淳
医療法人信天翁会　澤田医院 澤田　信
医療法人三宝会　小笠原クリニック 小笠原　宏行
ちゅうしょクリニック 中所　英樹
医療法人　西川医院 西川　昌之
山本あつこクリニック 山本　暖子
一般財団法人　京都工場保健会診療所 武田　和夫
曽我内科医院 曽我　哲司
医療法人社団　斎藤医院 斎藤　隆道
医療法人　岡本診療所 岡本　吉将
はった医院 八田　佐知子
住田内科クリニック 住田　鋼一
こうクリニック 黄　堯範
小川クリニック 小川　一也
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医療法人社団　完岡医院 完岡　市雄
医療法人　岡林医院 岡林　秀興
山口医院 山口　泰司
佐治内科医院 佐治　一衛
医療法人　松森内科医院 松森　篤史
独立行政法人国立病院機構　京都医療センター 長谷川　浩二
京都府立医科大学附属病院 山﨑　真裕
京都第一赤十字病院 田中　亨
社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院 山野　言
医療法人社団淀さんせん会　金井病院 廣田　圭昭
医療法人　医仁会武田総合病院 東　信之
医療法人協和会　協立病院 田野　伸雄
明治国際医療大学附属病院 浅沼　博司
三菱京都病院 米田　紘子
社会福祉法人　恩賜財団　済生会京都府病院 中村　直登
公益財団法人　丹後中央病院 濵田　暁彦
医療法人幸生会　室町病院 西村　幸晴
京都第二赤十字病院 長谷川　剛二
医療法人 弘正会 西京都病院 藤井　寿人
医療法人弘正会　ふくだ内科クリニック 福田　正博
はまだ内科クリニック 濱田　洋一
医療法人　西村クリニック 西村　洋
医療法人　千里中央駅前クリニック 梶本　佳孝
ながや内科　循環器内科・呼吸器内科 永谷　憲歳
おおはしクリニック 大橋　紳一郎
村尾診療所 篠塚　知宏
良田医院 良田　雅紀
こすぎ内科クリニック 小杉　圭右
医療法人順専会　白藤診療所 白藤　達雄
前田クリニック 前田　和久
医療法人皆秀会　皆川クリニック 皆川　秀夫
医療法人医翔会　おがわクリニック 小川　修平
杉本医院 杉本　貴昭
坂口内科 坂口　博美
滝広内科医院 滝広　智春
医療法人杏山会　山北内科クリニック 山北　哲也
医療法人　松尾クリニック 松尾　美由起
笹尾医院 出雲谷　剛
健クリニック 三木　基子
正木クリニック 正木　初美
医療法人純和会　竹本診療所 八木　匠
医療法人弘清会　四ツ橋診療所 安井　潔
加納内科 加納　康至
医療法人　鈴木医院 鈴木　純二
医療法人旭友会　池田診療所 池田　一雄
医療法人俊英会　内田医院 内田　俊之
イークリニック 李　雲柱
ほんしょう内科クリニック 本庄　尚謙
香里ヶ丘大谷ハートクリニック 大谷　肇
医療法人三和会　わたなべ医院 渡邊　一三
医療法人　谷口内科 谷口　勝
医療法人庄豊会　飯尾クリニック　 飯尾　雅彦
医療法人永慶会　里神内科 里神　永一
うちやま内科クリニック 内山　幸司
医療法人　松若医院 松若　良介
医療法人　竹中消化器科外科クリニック　 竹中　正治
伊藤内科クリニック 伊藤　直人
医療法人誠仁会　清光クリニック 佐野　彰
医療法人　長谷川クリニック 長谷川　隆弥
医療法人南谷継風会　南谷クリニック 南谷　直人
医療法人嘉翔会　井上クリニック 井上　嘉一
かじもと内科　糖尿病・内分泌内科 梶本　忠史
永田内科クリニック 永田　就三
社会医療法人三宝会　南港クリニック 北野　昇一
医療法人　なかこうじ内科・循環器内科　 中小路　隆裕
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医療法人隆福会　福川内科クリニック 福川　隆
医療法人桂寿会　桂寿クリニック 西野　尚延
なかたクリニック 中田　信輔
西クリニック 西　真明
さの内科医院 佐野　徹明
医療法人聖心会　清水クリニック 清水　聖保
医療法人旭医道会　中村クリニック 中村　俊紀
白水内科 白水　勝人
陶山医院 陶山　勝郎
医療法人淡青山会　吉田クリニック 吉田　連
医療法人　慈恩会　森脇クリニック 森脇　信
医療法人虹緑会　岸田クリニック 岸田　堅
上田内科クリニック 上田　信行
筒井・宮城医院 宮城　健一
医療法人　高村医院 髙村　知諭
福田クリニック 福田　毅
さくらひかりクリニック 大上　啓樹
白井内科クリニック 白井　康博
医療法人俊仁会　きららファミリークリニック 吉良　俊彦
医療法人　木戸医院 真鍋　憲市
医療法人同愛会　新堂診療所 門阪　薫平
国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院 加藤　星河
国立循環器病研究センター 細田　公則
ベルランド総合病院 八木　稔人
医療法人日新会　日新会病院 新宮　良介
社会医療法人愛仁会　千船病院 田守　義和
医療法人恒昭会　藍野病院 吉田　麻美
関西電力病院 矢部　大介
矢田生活協同組合　矢田生協医療センター 木場　崇之

公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院
糖尿病内分泌センター（濱崎　暁洋）
心臓センター循環器内科（宮本 昌

社会医療法人きつこう会　多根総合病院 大谷　眞一郎
社会福祉法人　大阪福祉事業財団　すみれ病院 小西　俊彰
医療法人　青樹会　青樹会病院 福嶋　良志幸
医療法人桜希会　東朋八尾病院 西山　誠
医療法人津樹会　城東病院 松岡　徳浩
社会福祉法人　竹井病院 竹井　義純
社会医療法人ペガサス　馬場記念病院 山下　啓
医療法人恵生会　恵生会病院 塩田　修三
社会医療法人さくら会　さくら会病院 田中　敦子
山本医院 山本　博文
医療法人社団　中川クリニック 中川　浩二
稲垣クリニック 稲垣　雅彦
医療法人社団　兒玉内科醫院 兒玉　峰男
芦田クリニック 芦田　京子
中山寺いまいクリニック 今井　圓裕
岡野医院 岡野　亨
医療法人社団　福井内科医院 福井　威志
医療法人社団　岡田クリニック眼科 岡田　芳春
なかにしクリニック 中西　勝也
東条診療所 富本　忍
医療法人社団　森医院 森　和夫
あしだメディカルクリニック 芦田　孔
医療法人社団　柴本内科循環器科 柴本　茂樹
医療法人社団　ながお内科クリニック 長尾　宗彦
あずま糖尿病内科クリニック 東　大介
澤田肝臓・消化器内科クリニック 澤田　幸男
医療法人社団　寿徳会　藤本内科クリニック 藤本　俊
陰下内科 陰下　敏昭
大杉内科医院 大杉　幸男
医療法人社団光正会　前田医院 前田　正博
医療法人社団輝会　北村クリニック 北村　輝男
神沢医院 神澤　正三
医療法人社団　真志会　大岡クリニック 中村　剛之
医療法人社団　真志会　大岡内科医院 中村　剛之
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医療法人社団真心会　井上クリニック 井上　真也
川﨑医院 川﨑　史寛
医療法人社団　斎藤内科 斎藤　公明
小田内科　循環器内科 小田　成彦
医療法人社団　沢井クリニック 澤井　正光
大矢医院 大矢　浩之
中田医院 中田　邦也
医療法人芙翔会　姫路愛和病院 高宮　隆俊
地方独立行政法人神戸市民病院機構　神戸市立医療センター中央市民病院 岩倉　敏夫
医療法人社団　綱島会　厚生病院 野崎　晃
医療法人社団偕生会　偕生病院 松田　友和
医療法人社団関田会　ときわ病院 三村　文利
医療法人社団顕鐘会　神戸百年記念病院 黒木　康雄
やぐら歯科内科 矢倉　俊洋
豊原クリニック 豊原　眞久
医療法人　菊川内科医院 菊川　政次
医療法人康成会　星和台クリニック 堀井　康弘
まつたハートクリニック 松田　昌浩
医療法人社団清心会　桜井病院　 松岡　美佳子
医療法人平成会　森本医院 森本　善文
淀澤医院 淀澤　美樹子
医療法人　西浦内科クリニック 西浦　正芳
医療法人　小溝クリニック 小溝　芳美
松本内科クリニック 松本　啓希
医療法人淳誠会　北島橋クリニック 上田　淳一
さわ内科医院 澤　久
医療法人横山クリニック　横山内科 横山　申彦
公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院　紀北分院 佐々木　秀行
公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 松野　正平
公立那賀病院 近藤　溪
那智勝浦町立温泉病院 山本　康久
面谷内科・循環器内科クリニック 面谷　博紀
医療法人清和会　垣田病院 坂本　恵理
公益社団法人　鳥取県中部医師会立　三朝温泉病院 竹田　晴彦
大田シルバークリニック 岡田　和悟
本田医院 本田　正明
竹下内科医院 竹下　正弘
島根大学医学部附属病院 守田　美和
出雲市立総合医療センター 永井　智子
医療法人　慈誠会　山根病院 山根　雄幸
医療法人陶朋会　平成記念病院 陶山　紳一朗
医療法人みさお湯原内科医院 湯原　淳良
はいさ内科医院 羽井佐　茂　
あい内科・小児科クリニック 佐野　清
永瀬内科医院 永瀬　亮
医療法人俊医会　藤田医院 藤田　俊弘
おさふねクリニック 中村　明彦
安倍医院 安倍　憲二
前谷内科クリニック 前谷　繁
医療法人　河原内科医院 河原　伸
医療法人徳寿会　池田医院　 重松　照伸
医療法人　内田内科小児科医院 内田　耕三郎
医療法人　吉岡内科医院 吉岡　啓
医療法人孝秀会　パーク統合クリニック 廣澤　裕代
なかの内科クリニック 中野　正照
河合内科西口クリニック 河合　洋二郎
医療法人社団　康生会　大西内科消化器科医院 大西　康司
医療法人　福井医院 福井　祥二
医療法人社団　小坂田医院 小坂田　宗倫
医療法人経和会　難波医院 難波　経豊
さとうファミリークリニック 佐藤　佳弘
医療法人清藤会　芳賀佐山診療所 清藤　哲司
てぜん内科クリニック 手銭　高志
医療法人　中山医院 中山　桂
医療法人　川口内科　川口メディカルクリニック 川口　光彦
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公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 松岡　孝
岡山大学病院 江口　潤
医療法人誠誠会　西大寺中央病院 德毛　誠雄
医療法人薬師寺慈恵会　薬師寺慈恵病院 薬師寺　公一
医療法人社団清和会　笠岡第一病院 原田　和博
医療法人社団恵風会　宮本整形外科病院 石岡　達司
佐々木内科小児科クリニック 佐々木　元章
医療法人グランドタワーメディカルコート 伊藤　千賀子
医療法人社団みどり会　城谷内科医院 城谷　良文
西原なかむらクリニック 中村　洋
山肩内科クリニック 山肩　俊晴
平賀内科クリニック 平賀　正文
神安内科クリニック 神安　雅哉
医療法人　高杉外科整形外科医院 高杉　純好
医療法人木水会　田辺クリニック 田辺　泰登
谷本クリニック 谷本　雅伯
松野クリニック 松野　清
医療法人　中央内科クリニック 川合　徹
医療法人薫風会　田辺医院 田邉　賢
医療法人社団豊和会　豊田内科胃腸科 平田　真奈
医療法人翠明会　藤田医院　 藤田　豊明
医療法人社団緑樹会　佐々木内科 佐々木　伸彌
医療法人さつき会　井上内科医院 井上　忠雄
医療法人社団　おおうち総合健診所　くにき内科 國木　弘道
医療法人とまと会　津丸内科医院 津丸　周三
医療法人社団　古川医院 大谷　博正
医療法人社団　堀内医院 堀内　至
医療法人社団　瀬戸ハイム内科 河瀬　徹
宮島クリニック 尾形　徹
医療法人社団　竹中クリニック 竹中　正治
ひらお循環器消化器クリニック 平尾　秀和
医療法人　かいせいクリニック 海生　英二郎
医療法人社団康仁会　森原内科胃腸科医院 森原　正雄
医療法人好縁会　西原セントラルクリニック 日域　邦昭
マツダ株式会社　マツダ病院 辻　英之
独立行政法人国立病院機構　呉医療センター　中国がんセンター 久保田　益亘
医療法人社団　玉章会　力田病院 小野　広一
日本郵政株式会社　広島逓信病院 松尾　順子
国立大学法人広島大学　広島大学病院 田妻　進
独立行政法人　国立病院機構　福山医療センター 畑中　崇志
ざいつ内科クリニック 財津　謙
五十嵐内科 五十嵐　久人
医療法人社団藤本医院 藤本　繁樹
医療法人岸田医院会　岸田内科クリニック 岸田　健伸
医療法人　野田内科医院 野田　敏剛
医療法人浩堂会　松田内科クリニック 松田　彰史
医療法人　光恵会　光山医院　山口 北嶋　繁孝
医療法人　ひろやま内科 弘山　直滋
医療法人社団寛仁会　藤村内科クリニック 藤村　寛
医療法人社団民正会　たみたに内科循環器科 民谷　正彰
医療法人おぐらクリニック 小倉　寛
医療法人　あやめ内科 綾目　秀夫
医療法人成心会　ふじわら医院 藤原　敬且
医療法人　河野医院 河野　通裕
領家循環器内科 領家　勉
田辺内科 田邉　完
医療法人　おきの内科糖尿病クリニック 沖野　良介
医療法人社団　藤野内科 藤野　隆
山口大学医学部附属病院 秋山　優
三代内科循環器科 三代　裕一郎
医療法人慈友会　ライフクリニック　 岩浅　祐二郎
若槻クリニック　 若槻　真吾
矢野医院 矢野　弘史
医療法人　さくら診療所 松村　武史
医療法人応神クリニック 平井　勉
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医療法人博美会　大野病院 大野　ますみ
オリーブ高松メディカルクリニック　予防医療センタ 福井　敏樹
秋山医院 秋山　良則
医療法人社団十仁会　多田医院 多田　道彦
ましま内科・循環器内科クリニック 間島　圭一
医療法人社団琴佳会　中央クリニック 小野　克明
みつ内科・ハートクリニック 藤村　光則
医療法人社団健粋会　吉馴医院 吉馴　健太郎
医療法人ウェルネスサポート　高松紺屋町クリニック 佐用　義孝
医療法人社団吉田内科医院 吉田　和矢
医療法人社団　海部医院 海部　久美子
医療法人社団昭慈会　藤田脳神経外科医院 藤田　由美子
医療法人社団誠心会　さとう内科クリニック 佐藤　誠
よねいクリニック 米井　泰治
国立大学法人　香川大学医学部 村尾　孝児
香川県厚生農業協同組合連合会　屋島総合病院 阿河　直子
医療法人社団みどり会　加藤病院 三好　久昭
香川県立中央病院 高口　浩一
日本赤十字社　高松赤十字病院 大山　知代
医療法人　吉野内科 吉野　到
医療法人社団　矢野内科 矢野　誠
朝倉内科循環器科クリニック 北見　裕
ふるかわ内科クリニック 古川　恵理
にしだわたる糖尿病内科 西田　亙
一般財団法人永頼会松山市民病院 新谷　哲司
社会医療法人同心会西条中央病院 藤原　正純
医療法人　住友別子病院 中村　達
社会福祉法人　恩賜財団　済生会松山病院 宮岡　弘明
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 大澤　春彦
愛媛県立中央病院 戎井　理
高知大学医学部附属病院 藤本　新平
医療法人互光会　長浜病院 濱口　正章
医療法人　清悠会　松谷病院 中田　収作
医療法人山村会　山村病院 宗石　秀典
特定医療法人　長生会　大井田病院 松本　竜季
医療法人　南　昌江内科クリニック 南　昌江
医療法人　いのくち医院 猪口　哲彰
医療法人　田中内科クリニック 田中　弘吉
医療法人　つのだ内科循環器科クリニック 角田　稔
医療法人　二田哲博クリニック　姪浜 下野　大
山本内科・糖尿病内科 山本　操
医療法人　入江内科医院 入江　東吾
医療法人順心会　中村循環器科心臓外科医院 中村　祐一郎
医療法人　健誠会　ゆめタウン総合クリニック 八木　誠司
小林内科小児科医院 小林　研次
香住ヶ丘うちだクリニック 内田　立生
医療法人　宮脇クリニック 宮脇　仁
こうせい内科クリニック 丸岡　新子
かわなみ内科 川浪　憲一
医療法人成志会　長澤医院 長澤　一成
医療法人　緒方内科医院 緒方　秀昭
あらまき内科クリニック 荒牧　昌信
医療法人藤誠会　後藤クリニック 後藤　誠一
医療法人悠帆会古前まつお医院 松尾　武徳　
医療法人今光会　今光ホームケアクリニック　 小山　倫浩
乙成内科医院 乙成　孝俊
なかの麻酔科・内科クリニック 中野　健児
やまじ内科クリニック 山路　浩三郎
医療法人福筑会　三好内科・循環器内科クリニック 三好　恵
ながた内科クリニック 永田　一彦
医療法人　吉田胃腸科内科医院 吉田　隆亮
クリニック高木 高木　忠博
医療法人　まつおか内科クリニック 松岡　博文
かじわらクリニック 梶原　英二
医療法人ちふみ会　やまもと消化器内科 山本　智文
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医療法人　二見医院 二見　玄次郎
医療法人翔山会　やまもと内科循環器科医院 山本　喜一郎
西原内科医院 西原　貫二
たなか内科クリニック 田中　浩稔
医療法人　原クリニック 原　裕介
松本内科胃腸科 松本　新一
しらかわクリニック 白川　一幸
つかもと内科 塚本　雅俊
あさかわ整形外科クリニック 浅川　康司
迎内科クリニック 迎　徳範
医療法人　川上醫院 川上　治
山下司内科クリニック 山下　司
かくたクリニック 角田　恭治
ふくだ内科 福田　敏郎
あけだ内科医院 明田　憲昌
医療法人　林外科医院 林　裕章
貞元内科医院 貞元　健一
医療法人岩見医院　いわみハートクリニック 岩見　元照
医療法人　二田哲博クリニック　天神 佐藤　秀一
九州総合診療クリニック 岡田　享子
医療法人相生会　ピーエスクリニック 小河　一彦
医療法人　さいとう&さめしまクリニック 斎藤　猛彦
博多の森内科クリニック 金本　陽子
医療法人大北内科循環器科医院 大北　卓
さわやま内科・総合診療クリニック 澤山　泰典
はやしだ内科クリニック 林田　英一
医療法人桂雅会　毛利外科医院 毛利　雅彦
医療法人　いのくち内科クリニック 井口　信夫
くさば内科クリニック 草場　信秀
医療法人　やぎゅうクリニック 栁生　岳志
医療法人千歳会　田中まさはるクリニック 田中　政治
まえだ平和内科クリニック 前田　浩和
竹田津医院 竹田津　宏子
北九州市立八幡病院 中村　寛
社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院 布井　清秀
産業医科大学病院 岡田　洋右
社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部　済生会飯塚嘉穂病院 迫　康博
医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院 二宮　寛
医療法人社団　誠和会　牟田病院 藤原　裕矢
社会医療法人財団白十字会　白十字病院 岩瀬　正典
医療法人永眞会　青葉台病院 永田　貴久
公立八女総合病院 鶴田　宗久
久留米大学　医療センター　内分泌代謝内科 廣松　雄治
医療法人洗心会　児嶋病院 兒嶋　良太
久留米大学　医療センター　循環器内科 甲斐　久史
福岡大学筑紫病院　内分泌・糖尿病内科 小林　邦久
福岡大学筑紫病院　循環器内科 浦田　秀則
独立行政法人　国立病院機構　九州医療センター 多田隈　博
医療法人文佑会　原病院 二宮　寛
社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部　福岡県済生会二日市病院 門上　俊明
医療法人シーエムエス　杉循環器科内科病院 香月　与志夫
国家公務員共済組合連合会　千早病院 荻本　昌郎
社会医療法人天神会　新古賀病院 川﨑　英二
国立大学法人　九州大学 中村　宇大
医療法人　たけお内科医院 東　義規
内藤医院北山診療所 内藤　博文
医療法人　太田医院 太田　春彦
あおぞらクリニック 今村　洋一
医療法人春陽会　野口内科 野口　晶数
ひかり医院 有吉　輝
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 吉村　達
独立行政法人国立病院機構　東佐賀病院 和泉　賢一
医療法人幸善会　前田病院 前田　麻木
医療法人ロコメディカル　江口病院 黒木　茂高
医療法人社団如水会　今村病院 堺　孝明



2018年3月1日作成

23/24

施設名 責任医師
伊万里有田共立病院 松永　和雄
医療法人社団創平会　くりや内科医院 厨　直美
いとう内科医院 伊東　昭郎
おくの内科クリニック 奥野　信一郎
さくらクリニック 石田　賢二
山下医院　 山下　直博
医療法人恵愛会　ヨゼフクリニック 高木　正剛
すぎやま内科 杉山　啓一
医療法人真鮭会　えぐち内科ステーションクリニック 江口　圭介
医療法人秀和会　もりハートクリニック 森　秀樹
特定医療法人昭和会　恵美須町病院 鈴木　伸
医療法人　雄人会　三川内病院 岩下　徹二
医療法人わかば会　俵町浜野病院 浜野　裕
社会医療法人玄州会　光武内科循環器科病院 空閑　毅
医療法人社団英紘会　水前寺内科循環器科 山口　英治
医療法人社団城山会　池田内科医院 池田　俊
医療法人順徳会　松元整形・外科 松元　敬
下田クリニック 下田　幸嗣
泰泉堂牟田医院 牟田　龍史
さとう総合内科クリニック 佐藤　章
医療法人社団泰照会　せきがみ内科・糖尿病内科 関上　泰二
医療法人社団秀洋会　市川内科クリニック 市川　洋一郎
グレースメディカルクリニック 伊藤　信久
医療法人深水医院 深水　良
医療法人社団愛天会　やまうち医院 山内　穣滋
医療法人坂梨ハート会　坂梨ハートクリニック 坂梨　剛史
医療法人葦原会　あしはら医院 葦原　建一
ひがし成人・循環器内科クリニック 東　隆行
国保水俣市立総合医療センター 藤澤　和夫
公立玉名中央病院 松田　浩史
医療法人潤心会　熊本セントラル病院
古国府クリニック 伊東　康子
医療法人芙岳会　渡辺医院 帆足　茂久
馬場内科クリニック 馬場　嘉美
医療法人厚明会　おの内科クリニック 小野　哲男
医療法人和紘会　すみ循環器内科クリニック 隅　廣邦
医療法人明石会　曽根病院 阿南　公展
医療法人岡仁会　大分共立病院 岡　真一郎
大分市医師会立　アルメイダ病院 葛城　功
医療法人社団　昇陽会　たまきクリニック 玉置　昇
医療法人憲優会　オーシャンクリニック 北村　儀雄
医療法人　大西医院 大西　雄二
木下内科医院 木下　浩
医療法人慶和会　河野医院 河野　秀一
大森内科医院 大森　史彦
大橋クリニック 大橋　剛
医療法人社団友愛会　上原内科 上原　大輔
花山手内科クリニック 中間　哲文
医療法人　えびのセントロクリニック 長井　章
医療法人みぞくち医院 溝口　直樹
医療法人　くろき胃腸科・内科 黒木　文敏
医療法人社団敬愛会　三嶋内科 三嶋　孝雄
都城市郡医師会病院 中津留　邦展
医療法人社団　慶城会　瀧井病院 瀧井　優
宮崎県立延岡病院 山本　展誉
医療法人柏木会　福元医院 福元　良英
医療法人友志会　くわはたクリニック 桑波田　隆志
うえの内科循環器内科クリニック 上野　博史
山口浩士クリニック 山口　浩士
医療法人恵愛会　しもぞのクリニック 下園　勇人
平川外科内科医院 平川　信之
社会福祉法人内之浦会　吉重クリニック 吉重　幸一
医療法人　ヲサメ内科クリニック 納　啓一郎
医療法人きぼう　木之下クリニック 木之下　藤郎
医療法人健仁会　市来内科 萩原　隆朗
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医療法人至誠会　中村温泉病院 中村　嘉彦
医療法人大誠会　若松記念病院 帖佐　理子
医療法人桑江の棟　こばし内科クリニック 小橋川　啓
具志堅循環器・内科 具志堅　政道
医療法人社団泰山会　まつしまクリニック 松嶋　顕介
医療法人ファミリークリニック　玉城ファミリークリニック 玉城　修
医療法人安心会　愛聖クリニック 中田　安彦
やまだクリニック 山田　護
医療法人清心会　徳山クリニック 徳山　清之
医療法人真徳会　あがりはまクリニック 湧上　民雄
医療法人　おくまクリニック 奥間　裕次
医療法人翔南会　翔南病院 仲地　健
医療法人おもと会　大浜第一病院 河野　誠一
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