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日本肝臓学会肝臓専門医一覧 

関東甲信越地区 

平成 22 年 5 月 1日現在 

※印は認定施設・＊印は関連施設 ・アンダーラインは指導医 

 

＜  施  設  名  ＞ ＜  肝  臓  専  門  医  ＞ 

茨城県  

 水戸市  

※ 相川内科病院 相川達也、小島眞樹 

 飯田内科クリニック 飯田 宏 

※ 水戸済生会総合病院 仁平 武、平井 太、渡辺孝治、浅野康治郎 

 松本クリニック 松本尚志 

 水戸赤十字病院 竹中能文 

 打越内科クリニック 打越康郎 

 医療法人笠原中央クリニック 大久保秀樹 

 宮川内科クリニック 宮川隆敏 

 茨城大学保健管理センター 宮川八平 

 坂本内科医院 富田慎二 

 石岡市  
 石岡第一病院 生天目信之 

 稲敷市  
 宮本病院 白鳥康史 

 牛久市  

 ひたち野内科クリニック 芳賀真司 

 笠間市  
 茨城県立中央病院 荒木眞裕 

 鹿嶋市  

※ 医療法人社団善仁会小山記念病院 田中直見、池田和穂、若山真理子 

 神栖市  

 神栖済生会病院 長野具雄 

 社会福祉法人白十字総合病院 吉田知永 

 下妻市  
 湖南病院 長戸孝道 

 高萩市  
 石医院 小島敏明 

 古河市  

 古河赤十字病院 冨山 剛 

 西村外科 西村泰彦 

 筑西市  
 協和中央病院 佐藤直毅 
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 幸坂内科クリニック 幸坂宣俊 

 医療法人加納内科胃腸科 加納 隆 

 つくば市  

※ 筑波大学附属病院 正田純一、安部井誠人、須磨崎亮、瀬尾恵美子、 

兵頭一之介、福田邦明 

※ 筑波メディカルセンター病院 石川詔雄、杉谷武彦、西 雅明、谷仲一郎 

 医療法人社団新岳会研究学園クリニック 新澤 岳 

 筑波学園病院 松木康彦 

 筑波記念病院 坂本俊樹 

 北條医院 北條一夫 

 宮本内科クリニック 宮本正俊 

 北茨城市  

 北茨城市立総合病院 藤枝 毅 

 土浦市  

 国立病院機構霞ヶ浦医療センター 金子光太郎 

※ 土浦協同病院 田沢潤一、酒井義法、草野史彦 

 取手市  

 取手協同病院 服部光治、湊 志仁 

 取手北相馬保健医療センター医師会病院 岩埼正彦 

 行方市  

 なめがた地域総合病院 永山和宜 

 日立市  

※ ㈱日立製作所日立総合病院 岡 裕爾、石川晶久、丸山常彦、上田和光、新島光起、 

鴨志田敏郎 

 医療法人愛宣会秦病院 石原 明 

 常陸太田市  

 医療法人成仁会渡辺医院 平山 殖 

 結城市  

 城西病院 岩村健一郎 

 龍ヶ崎市  

 竜ヶ崎医院 佐藤一美 

 竜ヶ崎済生会病院 佐藤巳喜夫 

 稲敷郡阿見町  

※ 東京医科大学茨城医療センター 松﨑靖司、齋藤吉史、本多 彰、伊藤進一、平山 剛、 

池上 正、伊藤真典 

 東茨城郡茨城町  

※ 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 山口高史、小﨑浩一、石田博保、吉田茂正 

 その他 袴田 拓 
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栃木県  

 宇都宮市  

 宇都宮社会保険病院 篠﨑 聡 

 済生会宇都宮病院 大塚秋二郎、塩崎裕士 

 国立病院機構栃木病院 上原慶太 

 医療法人北斗会宇都宮東病院 尾崎史郎 

 伊藤内科医院 伊藤泰昭 

 メディケア宇都宮倉井清彦内科医院 倉井清彦 

 桜井消化器科・内科 桜井誠司 

 ひろたクリニック 廣田勝太郎 

 足利市  

 小野内科消化器科医院 小野和則 

 筑波医院 吉益 均 

 平沢内科医院 平澤雄一 

 大田原市  

※ 大田原赤十字病院 佐藤 隆、小島正夫、屋代祥子 

 国際医療福祉大学クリニック 原田 尚 

 医療法人亮仁会那須中央病院 上野尚之 

 小山市  

 小山市民病院 田野茂夫 

 小山中央病院 山中桓夫 

 おやま城北クリニック 森山貴志 

 鹿沼市  

※ 上都賀総合病院 品川 孝、一戸 彰 

 けやき坂クリニック 竹田佳子 

 那須塩原市  

 特定医療法人菅間記念病院 鈴木正徳 

 佐野市  

 佐野市民病院 神坂和明 

 小島内科医院 小島 亨 

 日光市  

 獨協医科大学日光医療センター 松本和則 

 栃木市  
 ＪＡ栃木厚生連下都賀総合病院 大塚雅昭、森本直樹、砂田富美子 

 下野市  

※ 自治医科大学附属病院 礒田憲夫、長嶺伸彦、安田是和、穂積正則、東澤俊彦、 

大竹俊哉、津久井舞未子 

 自治医科大学先端医療技術開発センター 藤本康弘 

 医療法人南河内診療所 荒井博義 

 佐藤内科 佐藤 慎 
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 しもつけクリニック 井戸健一 

 河内郡上三川町  

 日産自動車健康保険組合栃木地区診療所 石野祐三子 

 下都賀郡壬生町  

※ 獨協医科大学病院 平石秀幸、玉野正也、室久俊光、飯島 誠、大類方巳、 

寺野 彰、田嶋章弘 

 那須郡那珂川町  

 医療法人慈仁会飯塚病院 木村 透 

   

群馬県  

 前橋市  

※ 群馬大学医学部附属病院 長嶺竹明、小暮公孝、柿崎 暁、佐藤 賢、市川 武、 

小曽根隆、堀口昇男、大山達也、滝澤大地、中島良実、 

松崎 豊、山﨑勇一、鈴木秀樹、須納瀬 豊 

※ 前橋赤十字病院 阿部毅彦、新井弘隆、高山 尚、豊田満夫 

※ 群馬県済生会前橋病院 矢田 豊 

 群馬中央総合病院 湯浅和久 

 上武呼吸器科内科医院 中島弘明 

 専泉会せせらぎ病院附属しらかわ診療所 蘇原直人 

 下田内科医院 下田隆也 

 もてぎ内科医院 茂木一通 

 安中市  

 くろさわ医院 水原裕治 

 伊勢崎市  

 山田内科クリニック 山田俊彦 

 太田市  

 総合太田病院 濱田哲也 

 桐生市  

＊ 桐生厚生総合病院 細沼賢一 

 小島内科医院 小島 明 

 三丸医院 三丸 修 

 佐久市  

 佐久平ファミリークリニック 木村雅樹 

 渋川市  

＊ 国立病院機構西群馬病院 大塚敏之 

 齋藤内科外科クリニック 齋藤修一 

 湯浅内科クリニック 湯浅圭一朗 

 高崎市  

※ 国立病院機構高崎総合医療センター 高木 均、長沼 篤 

 高崎中央病院 矢島義昭 
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 医療法人むつみ会うえはらクリニック 植原政弘 

 医療法人大久保医院 大久保斎 

 館林市  

 医療法人海宝会海宝病院 佐久間 敦 

 宇沢整形外科内科 鵜飼晴美 

 富岡市  

 公立七日市病院 金古美恵子、竹原 健 

 沼田市  

 利根中央病院 萩原 聡 

 藤岡市  

 やまうち内科 山内雄介 

 三思会くすの木病院 堀内克彦、壁谷建志 

 みどり市  
 松井内科医院 松井正之 

 吾妻郡東吾妻町  

※ 原町赤十字病院 山田昇司、竹澤二郎、鈴木秀行 

 邑楽郡大泉町  

 三洋電機産業保健センター 新井孝之 

   

埼玉県  

 さいたま市  

 医療法人三慶会指扇療養病院 結束敬基、勝原徳道 

 岩﨑内科クリニック 岩﨑至利 

 大石医院 大石 均 

 至誠堂冨田病院 内藤嘉彦 

 石井内科医院 石井俊也 

 こようクリニック 古要俊也 

 さいたま市立病院 金田浩幸 

 さいたま市民医療センター 中島嘉之 

※ 自治医科大学附属さいたま医療センター 尾本きよか、浅野岳晴、野田弘志、宮谷博幸 

 指扇療養病院 勝原徳道 

 川村医院 川村央信 

 関山医院 関山達也 

 西部総合病院 鎗水 隆 

 牧野医院 牧野隆光 

 北浜会三好医院 三好和夫 

 さいたま赤十字病院 甲嶋洋平 

 大宮シティクリニック 森山 優、小椋真佐子 

 東大宮総合病院 神田大輔 

 人間総合科学大学 苅部ひとみ 



 - 6 - 

 上尾市  

※ 上尾中央総合病院 西川 稿、山中正巳、笹本貴広、陳 孟鳳、丸茂達之 

 上平内科クリニック 上平晶一 

 榎本外科医院 榎本信行 

 朝霞市  

 朝霞台中央総合病院 島田昌彦 

 医療法人山柳会塩味病院 塩味正雄 

 入間市  

 豊岡クリニック 下地克典 

 山岸内科クリニック 山岸業弘 

 春日部市  

 梅原病院 梅原松臣 

 ふじクリニック 柿沼 徹 

 川口市  

※ 埼玉県済生会川口総合病院 関根忠一、松井 茂、目時 亮 

 奥秋内科 奥秋 靖 

 石井医院 石井秀夫 

 岩下医院 岩下貞厚 

 かいわ内科 渡辺文時 

 医療法人社団協友会東川口病院 成田 亨 

 川越市  

※ 埼玉医科大学総合医療センター 山本龍一 

 北本市  

 北本共立診療所 青山邦夫 

 北里研究所メディカルセンター病院 横森弘昭、金子文彦 

 久喜市  

 新井病院 吉田葉子 

 鴻巣市  

 ふたむら内科クリニック 二村 貢 

 熊谷市  

 よしおか内科こどもクリニック 吉岡 久 

 越谷市  

※ 獨協医科大学越谷病院 鈴木壱知、高田 洋 

 花田内科クリニック 今村隆明 

 幸手市  

 埼玉県厚生連幸手総合病院 渡辺恒家、植松武史 

 いいじまクリニック 飯嶋淳滋 

 狭山市  

 至聖病院 松井 淳 
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 草加市  

 草加市立病院 矢内常人、井津井康浩 

 ハーモネスタワークリニック 高良哲郎 

 鶴ヶ島市  

 大西内科 大西久仁彦 

 関越クリニック 中島俊之 

 所沢市  

※ 防衛医科大学校病院 三浦総一郎、永尾重昭、中村光康、中島弘幸、穂苅量太 

 医療法人社団風韻会デルタクリニック 日野邦彦 

※ 国立病院機構西埼玉中央病院 竿代丈夫、齋藤 晃 

 所沢中央病院 本橋洋一 

 戸田市  

 啓明会中島医院 細井 仁 

 戸田中央病院 原田容治 

 秩父市  

 秩父病院 船生純志 

 鳩ヶ谷市  

 小谷野医院 石黒典子 

 はとがや緑内科クリニック 藪 剛爾 

 飯能市  

 国民健康保険飯能市立病院 合原進二 

 橘会飯能中央病院 中西弘有 

 医療法人徳明会小室内科消化器科クリニック 小室 理 

 東松山市  

 シャローム鋤柄医院 鋤柄 稔 

 日高市  

※ 埼玉医科大学国際医療センター 喜多宏人、中尾将光、合川公康 

 深谷市  

 斎藤内科医院 斎藤 敦 

 清水外科医院 清水敏弘 

 深谷赤十字病院 伊藤 博 

 ふじみの市  

 はたクリニック 秦 堅佐工 

 本庄市  

 青木病院 橋本良明 

 山田内科医院 山田伸夫 

 八潮市  

 八潮駅前内科こどもクリニック 稲村健太郎 

 軽部クリニック 軽部真明 
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 入間郡毛呂山町  

※ 埼玉医科大学病院 持田 智、名越澄子、稲生実枝、戸嶋啓子、中島美智子、

山岡美穂、中山伸朗、濱岡和宏、齊藤詠子、菅原通子、 

中尾雅美、安藤さつき、水野芳枝 

 入間郡三芳町  

 富士内科クリニック 吉田直哉 

 北足立郡伊奈町  

 埼玉県立がんセンター 坂本裕彦、網倉克己 

 北葛飾郡栗橋町  

 済生会栗橋病院 成冨琢磨 

 北葛飾郡杉戸町  

 東埼玉総合病院 大西敏樹 

 北葛飾郡松伏町  

 埼玉野村病院 河野信博 

 児玉郡美里町  

 美里クリニック 富田 潤 

 南埼玉郡白岡町  

 大林内科 大林日出雄 

 比企郡ときがわ町  

 医療法人よし乃会たまがわクリニック 朝倉 泰 

   

千葉県  

 千葉市  

 稲毛区  

 山王病院 夏木 豊 

 中央区  

 いそむら内科 磯村伸治 

 井上記念病院 馬場 毅 

※ 千葉大学医学部附属病院 横須賀收、野村文夫、今関文夫、石原 武、神田達郎、 

平澤博之、深井健一、吉川正治、丸山紀史、新井誠人、 

千葉哲博、吉留博之、岡部真一郎、藤原慶一、金井文彦、

大塚将之、加藤 厚、清水宏明、多田素久、髙屋敷吏、 

石橋啓如、中本晋吾、藤本竜也、吉川真太郎 

※ 国立病院機構千葉医療センター 杉浦信之、金田 暁、阿部朝美、斉藤正明、伊藤健治 

 国立病院機構千葉東病院 丸山通広、小島広成、大月和宣、浅野武秀 

 和田病院 原 輝彦 

 千葉社会保険病院 金 晋年 

 医療法人グリーンエミネンス介護老人保健施設うらら 御園生正紀 

 花見川区  

 千葉健生病院 小野 智 
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 美浜区  

 千葉県立衛生短期大学 松谷正一 

 若葉区  
 高圓内科医院 高圓博文 

 医療法人社団中山クリニック 中山隆雅 

 千葉中央メディカルセンター 須永雅彦 

 みつわ台総合病院 窪田信行 

 旭市  

 総合病院国保旭中央病院 田中信孝、三瀬祥弘 

 我孫子市  

 医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院 田中康夫 

 市川市  

※ 国立国際医療センター国府台病院 溝上雅史、正木尚彦、伊藤清顕、村田一素、今村雅俊、 

樋上勝也 

 行徳総合病院 榛沢 隆、仲吉 健 

 東京歯科大学市川総合病院 森下鉄夫、西田次郎、市川仁志 

 高柳病院 新井もとえ 

 労働者健康福祉機構千葉労災病院 菰田文武 

 南大野クリニック 渡邊 勇 

 ㈶化学療法研究会化学療法研究所附属病院 税所宏光、本告成淳、山口峰一 

 市原市  

 帝京大学ちば総合医療センター 安田秀喜、東郷剛一、佐藤新平 

 浦安市  

※ 順天堂大学医学部附属浦安病院 北村庸雄、金子和弘 

 波多野内科クリニック 波多野等 

 神谷内科クリニック 神谷尚志 

 柏市  

※ 東京慈恵会医科大学附属柏病院 遠山洋一、大草敏史、佐藤憲一、馬場 仁、小林 進、 

大谷 圭、坪田昭人、天野克之、伊藤周二 

 柏市立柏病院 酒井英樹 

 国立がんセンター東病院 石井 浩、池田公史 

 新谷医院 新谷 稔 

 辻仲病院柏の葉 木場崇剛 

 ふじせ内科クリニック 藤瀬清隆 

 柏厚生クリニック 細井克美 

 北柏リハビリ総合病院 前山史朗 

 森医院 森容一郎 

 鴨川市  

＊ 鉄蕉会亀田総合病院 平田信人、大森 淳 

 東条病院 相 正人 
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 鎌ヶ谷市  

 社団一心会初富保健病院 小渋陽一、藤野信之 

 木更津市  

※ 国保直営総合病院君津中央病院 福山悦男、佐藤恒信、海保 隆、大部誠道、吉田 有 

 医療法人社団マグノリア会よこすか医院 横須賀甫 

 はやさかクリニック 早坂 章 

 佐倉市  

 東邦大学医療センター佐倉病院 髙田伸夫 

 聖隷佐倉市民病院 佐藤慎一、齋藤敬一 

 日産厚生会佐倉厚生園 遠山正博、鈴木利也 

 香取市  

 坂本医院 坂本文夫 

 館山市  

 医療法人社団豊翔会天野クリニック 天野 晋 

 館山病院 山田真和 

 館山ケアセンター夢くらぶ 松永真美子 

 東金市  

 千葉県立東金病院 三上直登 

 流山市  

 東京勤労者医療会東葛病院 片岡優子 

 東医院 東 大介 

 すずき内科クリニック 鈴木憲治 

 流山総合病院 田中 武 

 西村内科胃腸科医院 西村正信 

 習志野市  

※ 千葉県済生会習志野病院 隆 元英、林 伸一、阿部径和、岡屋智久、黒田泰久 

 習志野第一病院 三橋 登 

 谷津保健病院 春山航一 

 成田市  

 成田赤十字病院 伊藤勝彦 

 野田市  

 小張総合病院 小西明美、小林 直 

※ キッコーマン総合病院 三上 繁 

 大槻医院 大槻俊夫 

 富津市  

 東病院 川口哲也 

 船橋市  

※ 社会保険船橋中央病院 木村道雄、加藤佳瑞紀、白井嘉彦 

 遠藤医院 遠藤恒宏 

 千葉徳洲会病院 高森 繁 
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 成春会北習志野花輪病院 伴野昌厚、木下榮一 

 船橋市立医療センター 水本英明、小林照宗 

 滝不動病院 今井康允 

 かわい内科クリニック 川居重信 

 高良消化器内科クリニック 高良健司、佐藤悟郎 

 ならしの内科 日野眞一 

 まる内科クリニック 丸 泰司 

 もとむら内科 本村八重子 

 松戸市  

※ 新松戸中央総合病院 戸田剛太郎、島田紀朋 

 医療法人社団山本病院 高木 優 

 そが内科クリニック 曽我 誠 

 医療法人社団皐月会ながと内科・皮膚科クリニック 長門義宣 

 西川内科医院 西川 弘 

 新東京病院 片山雅彦 

 松戸市立病院 江原正明、森居真史 

 ジーエムエス研究会 髙橋 陽 

 茂原市  

 山之内病院 前田昌利 

 八街市  

 八街総合病院 岩﨑直弥 

 八千代市  

 東京女子医科大学八千代医療センター 白戸美穂、矢後尋志 

 医療法人社団山﨑内科 山﨑康朗 

 四街道市  

※ 国立病院機構下志津病院 吉田孝宣、富澤 稔 

 印旛郡印旛村  

 日本医科大学付属千葉北総病院 真々田裕宏、吉岡正人、金子昌裕、厚川正則 

 山武郡大網白里町  

 大網白里町立国保大網病院 髙梨秀樹、佐久間郁行、志村賢範 

 山武郡九十九里町  

 九十九里病院 江上 格 

 長生郡一宮町  

 医療法人社団いちのみやクリニック 藤島知則 

 その他 井口清香 

   
東京都  

 足立区  

 医療法人社団苑田会苑田第一病院 渡邉善広 

 東川医院 東川泰之 
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 横井内科クリニック 横井幸男 

 博慈会記念総合病院 長田祐二、滝 保彦 

 ルミナス内科クリニック 齊藤貴秀 

 荒川区  

 老沼内科クリニック 老沼悟朗 

 藤寿会佐藤病院 多田教彦 

 くれ内科医院 呉 成哲 

 東京女子医科大学東医療センター 富松昌彦 

 山本医院 山本久文 

 板橋区  

※ 日本大学医学部附属板橋病院 森山光彦、中山壽之、高木恵子、松村 寛、関根直樹、 

楡井和重、小松直人、中村仁美、山崎慎太郎、山上浩晃、

松岡俊一、林 順平、岡田俊次、田村彰教 

※ 帝京大学医学部附属病院 滝川 一、寺本民生、田中 篤、木下 誠、三浦文彦、 

長町由紀子、山本貴嗣、相磯光彦、塙 直子、高森頼雪 

 板橋中央総合病院付属アイタワークリニック 今井政人 

 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 上垣佐登子、佐々木美奈、戸張真紀 

 東京武蔵野病院 泉 正樹 

※ ㈶東京都保健医療公社豊島病院 柴山隆男、菱木 智 

 医療法人社団宮下医院 宮下文平 

※ 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 山中太郎、田和良行、松野直徒 

 内田メディカルクリニック 飯沼眞理子 

 おおはし医院 大橋 薫 

 蓮根ロイヤルクリニック 喜連川恭子 

 上板橋病院 竹鼻明子 

 成増厚生病院附属東京アルコール医療総合センター 橋本健一 

 江戸川区  

 東京臨海病院 櫻井則男、松本浩次、山田俊夫 

 岩井整形外科内科病院 鯉田 勲 

 かとう内科クリニック 加藤博敏 

 葛西循環器脳神経外科病院 佐藤重信、山田雅哉 

 森内科クリニック 森 順子 

 同愛会病院 椿 浩司 

 福田クリニック 福田 徹 

 大田区  

※ 東邦大学医療センター大森病院 住野泰清、杉本元信、石井耕司、永井英成、笹尾佳奈美、

和久井紀貴、籾山浩一、岡野直樹、谷川佳世子、渡邉 学、

塩澤一恵、佐久間紀子、髙橋政義、中島早苗、藤田泰子 

 池上総合病院 稙田 充、加持順一郎、柴山泰久 

 大森赤十字病院 後藤 亨 
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 東京都保健医療公社荏原病院 船冨 等、小林秀規、佐々木勝己 

 労働者健康福祉機構東京労災病院 水口泰宏、皆川正己、西中川秀太 

 東急病院 筋野 甫、粟井俊成、梶原幹生、儘田幸貢 

 田島内科脳神経外科クリニック 田島純子 

 医療法人社団誠仁会北條医院 北條 誠 

 パナソニック東京健康管理センター 星野裕治、清水能一 

 牧田総合病院 藤岡稔洋 

 葛飾区  

 東京都済生会葛飾診療所 林 竜彦 

※ 東京慈恵会医科大学附属青戸病院 相澤良夫、安部 宏、須藤 訓、石黒晴哉、吉澤 海 

 金町第一病院 勝田悌実 

 平成立石病院 斉藤 整 

 医療法人社団智成会東金町内科クリニック 石垣 宏 

 医療法人山寿会大山クリニック 大山高令 

 東京都保健医療公社東部地域病院 二川俊二、北島政幸 

 北区  

 赤羽岩渕病院 井下達男 

 クリニック滝野川内科 吉川潤一郎 

 東京北社会保険病院 落合香織 

 東京女子医科大学東洋医学研究所 佐藤 弘 

 明理会中央総合病院 大山弘晃 

 吉本医院 安藤秀樹 

 (有)ステルスヘルスエージェント 佐藤逸朗 

 江東区  

 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 塚田重城、安達博保 

 昭和大学附属豊洲病院 久保定徳、野村憲弘 

 江東病院 黒田博之、加藤博久、林 賢 

 片山病院 原 輝彦 

 清澄白河ファミリークリニック 松村雅幸 

 医療法人社団修世会木場病院 蓮村 哲 

 医療法人桐和会東陽町駅前クリニック 山田泰司 

 東京都赤十字血液センター 本村光明 

 藤崎病院 藤崎 滋 

 みね内科・消化器科 峯 雅文 

 癌研有明病院 小倉真理子、松山眞人、行澤斉悟 

 品川区  

※ 昭和大学病院 井廻道夫、米山啓一郎、廣石和正、清水善徳、馬場俊之、

青木武士、伊藤敬義、新谷 隆、松村卓哉、村井紀元、 

柳川達郎、江口潤一、草間一成、平出綾子、柳川達郎、 

井口桃子、榎並延太、坂本 理 
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※ 東芝病院 太田裕彦、新井雅裕、星野和彦、金原 猛、手島一陽 

※ NTT 東日本関東病院 針原 康、久富勘太郎、寺谷卓馬 

 武越内科クリニック 武越 裕 

 いしい医院 石井 誠 

 石井診療所 石井邦彦 

 康済会病院 五十嵐省吾 

 JR 東日本健康推進センター 吉野 泉 

 さくらい消火器内科 櫻井幸弘 

 柴田内科･消化器科クリニック 柴田 実 

 めぐみクリニック目黒 酒井直美 

 渋谷区  

※ 東海大学医学部付属東京病院 西崎泰弘、塩澤宏和、松崎松平、茂出木成幸 

※ 日本赤十字社医療センター 中田 良、幕内雅敏、吉次通泰、谷口博順、吉田英雄、 

井上和人、光野雄三 

 東京女子医科大学附属成人医学センター 土谷まり子、加藤純子、古川みどり 

 東京都立広尾病院 中村篤志、藤澤信隆 

 JR 東京総合病院 平田 勝、山口尚子、赤松雅俊 

 PL 病院東京診療所 小林文徳 

 表参道内科胃腸科クリニック 大黒 学 

 広尾タワークリニック 西川文則 

 間宮胃腸クリニック 間宮康貴 

 新宿区  

※ 慶應義塾大学病院 加藤眞三、多田慎一郎、鈴木秀和、井上 詠、山岸由幸、

北村直人、朴沢重成、中本伸宏、海老沼浩利、福田 亮、

小無田美菜 

 聖母病院 松下昌直 

※ 東京厚生年金病院 佐藤芳之、新村和平、森下慎二、湯川明浩 

※ 東京医科大学病院 森安史典、中村郁夫、今井康晴、杉本勝俊、山田昌彦、 

遠藤光史、市村茂輝、宮田祐樹、山田幸太 

※ 東京女子医科大学病院 橋本悦子、斎藤明子、山内克巳、谷合麻紀子、徳重克年、

春田郁子、志賀智子、中村真一、鳥居信之、小島原典子、

千葉三千代、八辻 賢、大森 格、成冨里穂、樋口亮太 

※ 国立国際医療研究センター病院 柳瀬幹雄、酒匂赤人、枝元良広、野崎雄一 

 ㈶国際医学情報センター 朝倉 均 

※ 社会保険中央総合病院 山田春木、万代恭嗣、三浦英明 

 医療法人社団榊原厚生会新宿ＮＳクリニック 磯野悦子 

 三越厚生事業団三越総合健診センター 船津和夫 

 東京都予防医学協会保健会館クリニック 小野良樹 

 朝日生命成人病研究所 松村雄幸 

 大日本印刷健保組合 DNP メディカルセンター市谷診療所 根津佐江子 



 - 15 - 

 医療法人医食会新宿医院 柏木万寿男 

 国立感染症研究所 加藤孝宣、脇田隆字 

 東京都保健医療公社大久保病院 鈴木智彦、五十嵐裕章 

 東京都職員共済組合シティ･ホール診療所 木村恒夫 

 高橋医院 高橋秀和 

 杉並区  

＊ 医療法人社団静山会清川病院 安田清美 

※ 河北総合病院 尾形逸郎、中村 浩、山下浩子、佐藤裕二 

＊ 医療法人社団アドベンチスト会東京衛生病院 永川千晶 

 青山セントラル健康管理センター 本村光明 

 おおすが内科 大須賀勝 

 石沢クリニック 石沢和敬 

 城西病院 玉城成雄 

 墨田区  

 市川クリニック 市川栄基 

 黒沢内科胃腸科クリニック 黒沢俊介 

 東京都立墨東病院 浅野 徹、脊山泰治 

 宮田内科クリニック 宮田達也 

 世田谷区  

 板谷クリニック 板谷光慶 

 公立学校共済組合関東中央病院 小池幸宏 

 国立成育医療センター 松井 陽 

※ 自衛隊中央病院 近藤壽郎、藤岡高弘、村山道典、箱﨑幸也、佐々木善浩、

岡田千津子、河井敏宏 

 至誠会第二病院 小松仁美、梁 京賢、吉岡容子 

 成城木下病院 町井 彰 

 河﨑内科クリニック 河﨑恒久 

 唐沢内科医院 唐沢達信 

 木村内科胃腸科クリニック 木村 健 

 寺田医院 寺田 正 

 とよしまクリニック 松本秀平 

 中村内科クリニック 中村浩之 

 大坪会三軒茶屋病院 平野正憲、河田孝彦 

 ひかりクリニック 松本正廣、松本裕子 

 みくに内科眼科クリニック 三國盛夫 

 みずよしクリニック 水吉秀男 

 台東区  

 浅草病院 吉田範敏 

 永寿総合病院 堀江義則 

 区立台東病院 太田雅弘 



 - 16 - 

 谷口内科 谷口 誠 

 東京地下鉄㈱人事部保健医療センター 関谷祐之 

 中央区  

 国立がんセンター中央病院 高安賢一、津田南都子、渡邊清高 

 聖路加国際病院附属クリニック・予防医療センター 佐々木清寿、古川崇子、木村武志 

＊ 聖路加国際病院 石井直樹、世良俊樹 

 国際証券健康管理部センター 奈良成子 

 栗原クリニック東京・日本橋 栗原 毅 

 財団法人小松診療所 大林 明 

 中田診療所 西井京子 

 日本橋ハートクリニック 鵜沼直雄 

 医療法人社団ﾄﾗｽﾄﾒﾃﾞｨｽﾝハイメディッククリニックダイヤ 髙橋示人 

 古川内科クリニック 古川義之 

 聖路加看護大学 白木和夫 

 千代田区  

 医薬品医療機器総合機構 小倉孝氏 

 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 山根道雄 

 社会福祉法人三井記念病院 田川一海 

 霞ヶ関アーバンクリニック 中島正男 

 医療法人財団医親会海上ビル診療所 齋藤勝也 

 出版健康保険組合健康管理センター 坪井良眞 

 朝日生命成人病研究所 柳内綾子 

 住友信託銀行健康管理センター 宮入 守 

 駿河台診療所 板倉 勝 

※ 駿河台日本大学病院 田中直英、松田 年、山本敏樹、大城 周、松岡千花子、

天木秀一、小林眞広、中河原浩史、廣井喜一、竜崎仁美 

※ 東京都教職員互助会三楽病院 吉川雄二、和田友則 

※ 東京逓信病院 橋本直明、光井 洋、小林克也 

 出版健康保険組合診療所 須田都三男 

 遠藤康夫内科クリニック 遠藤康夫 

 丸の内クリニック 大竹寛雄 

 三井住友海上きらめき生命健康管理センター 石井裕正 

 三井生命健康管理室 岡野健一 

 医療法人亮及会大塩医院 大塩 力 

 保健同人診療所 田中照二 

 神田診療所 髙橋泰人 

 四谷メディカルキューブ 伊藤慎芳 

 三菱商事診療所 山田隆治 

 三菱診療所 池田有成 
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 豊島区  

 医療法人社団矢部クリニック 関口更一 

 荒木医院 荒木 崇 

 小林内科クリニック 小林裕太郎 

 巣鴨さかたクリニック 坂田徹悟 

 都立大塚病院 檀 直彰 

 東京簡易保険総合健診センター 秋元和子 

 平塚胃腸病院 三輪 亘、丁 守哲 

 中野区  

※ 東京警察病院 鈴木 剛、西村秀司、須山由紀 

 東京都情報サービス産業健康保険組合東中野保健センター 荒井 肇 

 東京医療生活協同組合中野総合病院 入江徹也、前 素直、植田江理 

 あけのほし内科クリニック 余 心漢 

 若宮診療所 遅塚修三 

 のがたクリニック 板橋浩一 

 練馬区  

※ 順天堂大学医学部附属練馬病院 宮崎招久、児島邦明、國分茂博、藤澤 稔、阿部 航、 

大久保裕直、霜島正城 

 日本大学医学部附属練馬光が丘病院 間﨑武郎 

 歌橋医院 歌橋和哉 

 大井手クリニック 大井手弘純 

 いずみ医療生活協同組合大泉クリニック 加藤和夫 

 春日町くりクリニック 栗原裕子 

 はせがわ内科クリニック 長谷川潔 

 中井医院 中井和彦 

 文京区  

※ 日本医科大学付属病院 田尻 孝、加藤俊二、里村克章、谷合信彦、川本智章、 

高橋秀実、中塚雄久、楢原義之、長戸孝道、坂東功一、 

木村 祐、川野陽一、峯田 章、小林玲樹、清水秀治 

※ 東京大学医学部附属病院 小池和彦、石川 隆、大西 真、金森 博、丸山稔之、 

吉田晴彦、藤江 肇、四柳 宏、國土典宏、川邊隆夫、 

多田 稔、中山利文、福神浩兼、新谷良澄、菅原寧彦、 

長谷川潔、森屋恭爾、和田郁雄、山敷宣代、五藤 忠、 

池田 均、椎名秀一朗、建石良介、堤 武也、青木 琢、

富谷智明、藤永秀剛、佐々木隆、近藤祐嗣、前田 愼、 

山科俊平、湯橋一仁、石沢武彰、井上博睦、池田真美、 

大塚基之、大友夏子、金子順一、中川勇人、西川尚子 

※ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 渡辺純夫、佐藤信紘、川崎誠治、別府倫兄、池嶋健一、 

鈴木聡子、清水秀剛、須郷広之、吉本次郎、板津智子、 

長田太郎、中嶋美香子、浅岡大介、崔 仁煥、原田 久、
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梶野一徳、澁谷智義、今 一義、今村 宏、塚田 暁、 

渡辺 心、北里憲司郎、栁沼礼子 

※ がん・感染症センター 都立駒込病院 林 星舟、佐伯俊一、木村公則 

※ 東京医科歯科大学医学部附属病院 佐藤千史、田中雄二郎, 坂本直哉、大岡真也、岡田英理子、

東 正新、中川美奈、筬島裕子、柿沼 晴、櫻井 幸、 

藤田めぐみ、田中真二、相澤摩周、鈴木伸治、幾世橋 圭

 東京都立駒込病院 今村 潤 

 東京日立病院 宮崎 純 

 相田医院 相田尚文 

 大橋内科クリニック 大橋 誠 

 グリーンコート内科クリニック 松田春甫 

 広岡医院 広岡 昇 

 港区  

 医療法人財団順和会山王病院 岡﨑 勲、寺田総一郎、近藤慎太郎 

※ 東京慈恵会医科大学附属病院 銭谷幹男、伊坪真理子、髙木一郎、高橋宏樹、矢永勝彦、

北 嘉昭、石川智久、小池和彦、穂苅厚史、本間 定、 

植松幹雄、松浦知和、加藤智弘、脇山茂樹、髙原映崇、 

猿田雅之、佐伯千里、瀬嵐康之、永妻啓介、二上敏樹、 

小田木 勲、北原拓也、久保恭仁、小山里香子、田中 賢、

中野真範、松平 浩、松永和大、百瀬邦雄 

※ 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 池田健次、荒瀬康司、竹内和男、橋本雅司、松田正道,  

渡辺悟朗、瀬崎ひとみ、森 奈美、川村祐介 

※ 北里大学北里研究所病院 土本寛二、熊谷直樹、常松 令、冨田謙吾 

 慶應義塾大学薬学部 齋藤英胤 

※ 国際医療福祉大学三田病院 奥田博明、堀部俊哉、釜本寛之、小山秀彦 

※ 東京都済生会中央病院 塚田信廣、林 竜彦、前田憲男 

 東京女子医科大学附属青山自然医療研究所クリニック 班目健夫 

 東京女子医科大学附属青山病院 長原 光 

 東芝株式会社保健センター 岩田滉一郎 

 今井内科医院 今井 深 

 昭和シェル石油株式会社医務室 岡田吉博 

 天宣会汐留健診クリニック 寺田秀人 

 蔵本内科クリニック 蔵本 暁 

※ せんぽ東京高輪病院 與芝眞彰、前川久登、吉汲宏毅 

 ふなきクリニック 船木直也 

※ 東京大学医科学研究所付属病院 加藤直也、大野秀樹 

 医療法人社団麻布医院 髙橋 弘 

 目黒区  

 東邦大学医学部付属大橋病院 小澤政成 

 東京共済病院 小林博之、菅原和彦 
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※ 国家公務員共済組合連合会三宿病院  村島直哉、時田 元、中山 聡 

※ 国立病院機構東京医療センター 高橋正彦、金子 博、田中 伸、西澤俊宏 

 河井クリニック 河井博明 

 医療法人社団藤田医院 藤田実彦 

 厚生中央病院 服部克哉 

 あきる野市  

 公立阿伎留医療センター 荒川泰行 

 稲城市  

 稲城市立病院 栗原英二、武藤英知、齋藤光浩 

 青梅市  

 青梅市立総合病院 野口 修、濱野耕靖 

 大河原森本医院 森本 晉 

 医療法人社団青梅三慶病院 加藤ルミ子、中島さやか 

 清瀬市  

※ 国立病院機構東京病院 矢倉道泰、上司裕史、田中晃久 

 織本病院 岡田仁史 

 ㈶結核予防会複十字病院 井利雅信 

 小金井市  

 武蔵小金井クリニック 松本智子 

 小平市  

※ 公立昭和病院 野内俊彦、小野圭一、小島 茂 

 まちだケアクリニック 町田彰男 

 古坂医院 古坂明弘 

 狛江市  

※ 東京慈恵会医科大学附属第三病院 中島尚登、小野田泰、平本 淳、伏谷 直、木下晃吉、 

益井芳文、宮川佳也、松藤民子、及川恒一 

 水口内科皮膚科 水口明洋 

 立川市  
 川野病院 小田浩之 

 立川中央病院附属健康クリニック 田中照二 

 国家公務員共済組合連合会立川病院 柏崎一男 

※ 国立病院機構災害医療センター 林 茂樹、平田啓一、青木 優 

 多摩市  
※ ㈶東京都保健医療公社多摩南部地域病院 杉浦克明、桂川秀雄 

 井上内科クリニック 井上智雄 

 田村クリニック 三浦崇幣 

 日本医科大学多摩永山病院 吉田 寛、津久井拓、平方敦史 

 国士舘大学スポーツ医科学 山口嘉和 

 調布市  
 調布東山病院 大野明彦 
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 わかば町クリニック 栗栖寛子 

 八王子市  
 東海大学医学部付属八王子病院 渡辺勲史、白石光一 

※ 東京医科大学八王子医療センター 葦沢龍人、島津元秀、岩本 整 

 鵬友会協和病院 矢嶋真弓 

 仁和会総合病院 長尾 桓、江畑 明 

 永生クリニック 金子弥樹 

 綜合臨床ホールディングス臨床薬理センター 池上文詔 

 西東京市  
 下田内科クリニック 下田 敦 

 西東京中央総合病院 水村泰夫 

 東大和市  
 東大和病院 大村孝志 

 府中市  
 東京都立多摩総合医療センター 小倉祐紀、唐鎌優子、並木 伸 

 みね内科クリニック 峯 佳毅 

 日野市  
 日野市立病院 堂脇昌一、金森英彬 

 花輪病院 石塚英夫 

 福生市  
 公立福生病院 妻神重彦 

 町田市  
 飯田内科クリニック 飯田吉隆 

 こばやしクリニック 大山徳成 

 町田市民病院 金崎 章 

 南町田病院 空 利之 

 三鷹市  
※ 杏林大学医学部付属病院 髙橋信一、森 秀明、川村直弘、佐藤悦久、松岡弘泰、 

中村一久、古瀬純司、西川かおり、山口康晴、奥山秀平、

中村健二、蓮江智彦、本田普久 

 うちはら内科クリニック 内原正勝 

 武蔵野市  
※ 武蔵野赤十字病院 泉 並木、朝比奈靖浩、黒崎雅之、岡庭真理子、土谷 薫、

中西裕之、板倉 潤、高橋有香、葛谷貞二 

 日本赤十字武蔵野短期大学 堺 隆弘 

 吉祥寺榊原クリニック 今村真紀子 

 かみやま内科クリニック 神山俊典 

 武蔵村山市  

 医療法人財団大和会武蔵村山病院 髙橋 毅 

 その他 金澤信彦、松丸俊哉、丸本芳雄 
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神奈川県  

 横浜市  
 青葉区  
 医療法人社団博慈会さわい病院 仲吉昭夫 

※ 昭和大学藤が丘病院 井上和明、渡邊綱正 

 医療法人社団横浜総合病院 関山和彦 

 吉田内科クリニック 吉田秀樹 

 旭 区  
※ 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 佐藤 明、石井俊哉、小林 稔 

 石田クリニック 石田久人 

 神奈川県立がんセンター 大川伸一 

 たらお内科・消化器科 多羅尾和郎 

 二俣川消化器・内科 水野 博 

 横浜旭中央総合病院 渡邊光行 

 横浜鶴ヶ峰病院 松村堅二 

 泉 区  
 医療法人社団鵬友会湘南泉病院 末盛彰一 

 塩田病院 塩田淳朗 

 国際親善総合病院 近藤正晃 

 磯子区  
 医療法人社団永井医院 永井一毅 

 神奈川区  
 横浜逓信病院 津田 寛 

 金沢区  
※ 横浜市立大学附属病院 上野規男、斉藤 聡、中島 淳、原 浩二、桐越博之、 

小林規俊、米田正人、嶌村 健、藤田浩司 

 横浜南共済病院 岡崎 博 

 金沢白百合クリニック 平出 明 

＊ 済生会若草病院 西尾泰信、神谷知至 

 すがの内科クリニック 菅野茂男 

 港南区  
 医療法人裕徳会港南台病院 萩原 魏 

 医療法人社団岡メディカル岡内科クリニック 岡 正直 

 白土クリニック 白土一人 

※ 恩賜財団済生会横浜市南部病院 保坂洋夫、高橋 裕、池原 孝 

 諸井クリニック 諸井球樹 

 古家内科医院 田中範子 

 港北区  
 菊名記念病院 中山宏幸 

※ 労働者健康福祉機構横浜労災病院 藤原研司、川名憲一、篠籐浩一、永瀬 肇 
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 栄区  
 前田医院 前田 大 

 都筑区  
 昭和大学横浜市北部病院 伊東友弘、永島美樹、西脇裕高 

 内科･消化器科 林医院 林  毅 

 センターみなみアイクリニック 杉安孝徳 

 山本記念病院 望月順子 

 鶴見区  
※ 済生会横浜市東部病院 山室 渡、藤澤知雄、乾あやの、十河 剛、小松陽樹 

 医療法人平和会平和病院 高橋 修、大久保雄介 

 汐田総合病院 菊池嘉一郎 

 医療法人畑医院 畑 宗一郎 

 戸塚区  
 国立病院機構横浜医療センター 松島昭三、小松達司、関戸 仁 

 日立製作所日立横浜病院 三輪 健 

 戸塚共立第一病院 三木谷孝誠 

 中 区  
 横浜市救急医療センター 天川孝則 

 横浜掖済会病院 長倉靖彦、北村剛彦 

 うしくぼ消化器・内科クリニック 牛窪利明 

 社会保険横浜中央病院 藤川博敏 

 西 区  
 神奈川県警友会けいゆう病院 水城 啓、永田博司、冨永友也、中下 学、西村 健 

 医療法人博友会進藤医院 進藤邦彦 

 医療法人社団木曜社平沼クリニック 大畑 充 

 富田内科クリニック 富田尚彦 

 ヘルチェックレディース横浜 久野興子 

 総合検診センターヘルチェックファーストプレイス横浜 波多のぞみ 

 保土ヶ谷区  
 横浜市立市民病院 小松弘一 

 小泉内科・胃腸科クリニック 小泉和彦 

 聖隷横浜病院 清水一郎、片倉芳樹 

 緑 区  
 ししど内科クリニック 宍戸敏浩 

 南 区  
※ 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 田中克明、森本 学、杉森一哉、野﨑昭人、永野靖彦 

 医療法人佐藤病院 毛利克弘 

 大久保医院 大久保仁 

 厚木市  
※ 医療法人社団三思会東名厚木病院 山田拓司、桐山誠一、中野敦史 



 - 23 - 

 池田クリニック 池田正信 

 厚木市立病院 鳥巣勇一 

 伊勢原市  
※ 東海大学医学部付属病院 峯 徹哉、加川建弘、稲垣 豊、中郡聡夫、渡辺 哲、 

川口義明、小嶋清一郎、静間 徹、三上健一郎、小川真実

 ひまわりクリニック 杉山和子 

 松木内科消化器科クリニック 松木茂樹 

 伊勢原石田内科クリニック 藩 活寛 

 海老名市  
 海老名総合病院 内山喜一郎 

 小田原市  
 国立病院機構箱根病院 内海勝夫 

 医療法人社団帰陽会丹羽病院 吉田友彦 

 鎌倉市  
 大船中央病院 岩渕省吾 

 いろでん内科胃腸科クリニック 飯領田久巳男 

 湘南鎌倉総合病院 賀古 眞 

 川崎市  
 麻生区  
 麻生病院 志澤喜久 

 池内クリニック 池内孝夫 

 総生会麻生病院 加藤行雄 

 渡辺医院 渡辺義郎 

 幸 区  
 石心会川崎幸クリニック  小林 直 

 髙取内科医院  髙取正雄 

 川崎区  
※ こうかん会日本鋼管病院 水野嘉夫、稲垣恭孝、鈴木 修、高橋 伸、増田哲也 

 川崎社会保険病院 高野 進、加藤 暁 

 川崎市立川崎病院 玉井博修 

 川崎臨港病院 森野文敏 

 高津区  
※ 帝京大学医学部附属溝口病院 菊池健太郎、宮川 浩、速水絵里子、川島由美、緑川 泰、

守時由起 

※ 共済組合連合会虎の門病院分院 熊田博光、斎藤 聡、鈴木義之、鈴木文孝、小林正宏、 

保坂哲也、八辻寛美、芥田憲夫 

 京葉保健衛生協会 河原弘規 

 つるや内科クリニック 鶴谷 孝 

 そめや内科クリニック 染谷貴志 
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 多摩区  
※ 川崎市立多摩病院 鈴木通博、長瀬良彦、中澤 緑、福田安伸 

 電元社製作所医務室 山崎俊幸 

 中原区  
※ 労働者健康福祉機構関東労災病院 佐藤 譲、石丸正寛、平山雄一 

 澤口内科クリニック 澤口健太郎 

 日本医科大学武蔵小杉病院 尾形昌男 

 石心会川崎幸病院中原分院 石丸博明 

 愛成会京浜総合病院 永井孝三 

 元住吉クリニック 中園尚子 

 宮前区  
※ 聖マリアンナ医科大学病院 奥瀬千晃、安田 宏、髙橋秀明、松本伸行、松永光太郎、

池田裕喜 

 宮前つばさクリニック 杉村香織 

 座間市  

 相武台病院 小川弘道 

 相模原市  
※ 北里大学病院 渋谷明隆、島田 謙、渡辺真彰 

※ 北里大学東病院 古田一徳、樋口勝彦、中澤貴秀、日高 央、奥脇裕介 

※ 国立病院機構相模原病院 渡部幸夫、中村陽子  

 あさば内科･消化器科クリニック 浅葉宣之 

 つちはしクリニック 土橋 健 

 東芝林間病院 青木いづみ 

 山内クリニック 山内 浩 

 JA 神奈川県厚生連相模原協同病院 河野 悟 

 茅ヶ崎市  
 医療法人社団康心会湘南健康管理センター 村上武司 

 茅ヶ崎市立病院 秦 康夫  

 老人保健施設茅ヶ崎浜之郷 山崎善弥 

 秦野市  
 鶴巻温泉病院 遠藤 博 

 医療法人鈴木会鈴木クリニック 鈴木弘治 

 平塚市  
 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 山﨑好喜 

※ 平塚市民病院 高橋久雄、厚川和裕、坂口 隆、赤津知孝、野中 敬 

 医療法人社団梶原医院 梶原光令 

 藤沢市  
 湘南斉藤クリニック 宮崎卓哉 

 藤沢内科消化器科クリニック 針金三弥 

 藤沢市民病院 簾田康一郎、岩瀬 滋、髙 蓮浩 
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 大和市  
 大和市立病院 山本和寿 

 哺育会桜ヶ丘中央病院 高島良樹 

 高田消化器・内科クリニック 高田雅博 

 横須賀市  
※ 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 池田隆明、長堀 薫、田邊陽子、小林史枝、渡辺秀樹 

 国立病院機構久里浜アルコール症センター 丸山勝也、森 朱夏 

 黒沢クリニック 黒沢治樹 

 坂本内科クリニック 坂本 龍 

 住友重機械浦賀病院 越川尚男、奥野厚志 

 うざわクリニック 鵜澤眞宏 

 とづか内科クリニック 戸塚慎一 

 やまうち内科クリニック 山内眞義 

 日本医療伝道会総合病院衣笠病院 鈴木 博 

 医療法人社団小磯診療所 磯崎哲男 

 足柄下郡湯河原町  
 湯河原厚生年金病院 井野元勤 

 中郡大磯町  
 東海大学大磯病院 大谷泰雄、高清水眞二、小笠原総 

   

山梨県  

 甲府市  
 市立甲府病院 巾 芳昭 

 国立病院機構甲府病院 鈴木哲也 

 うえむらクリニック 植村一幸 

 桜林内科消化器科医院 桜林 忍 

 山梨県立中央病院 小俣政男、細田和彦 

 わかみや内科クリニック 若宮 稔 

 富士吉田市  
 富士吉田市立病院 高橋正一郎、山本泰漢 

 笛吹市  
 甲州リハビリテーション病院 宮崎吉規 

 中巨摩郡昭和町  
 あいのた内科消化器科クリニック 相野田隆雄 

 南アルプス市  
 竹川内科クリニック 竹川正純 

 巨摩共立病院 上所 洋 

 山梨市  
 山梨厚生病院 斉藤晴久 
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 中央市  
※ 山梨大学医学部附属病院 榎本信幸、岡田俊一、坂本 穰、松田政徳、前川伸哉、 

北村敬利、河野 寛、雨宮史武、井上泰輔、雨宮秀武、 

門倉 信、小馬瀬一樹 

 南巨摩郡南部町  
 南部町国民健康保険診療所 佐野主一 

 南巨摩郡鰍沢町  
 鰍沢病院 小林正史 

   

長野県  

 長野市  

※ 長野赤十字病院 清澤研道、和田秀一、森 宏光 

 NTT 東日本長野病院 依田英俊 

 医療法人愛和会愛和病院 須原 聡 

 川中島クリニック 小池ゆり子 

 高須医院 高須政夫 

 金木内科クリニック 金木利通 

 飯田市  

 健和会病院 北原明倫 

 伊那市  

 伊那中央病院 丸山敦史 

 上田市  

 沖山医院 沖山 洋 

 大町市  
 市立大町総合病院 赤羽賢浩 

 駒ヶ根市  

 こまちや東内科クリニック 山浦高裕 

 佐久市  

 医療法人三世会金沢病院 金沢秀典 

 佐久市立浅間総合病院 塩原栄一 

※ JA 長野厚生連佐久総合病院 高松正人、古武昌幸 

 髙柳クリニック 髙柳安紀 

 諏訪市  

 諏訪赤十字病院 山村伸吉、三原基弘 

 千曲市  

 千曲中央病院 宮林千春 

 中野市  

 北信総合病院 田尻和男、山本 力 

 松本市  

※ 信州大学医学部附属病院 田中栄司、吉澤 要、一條哲也、池上俊彦、小林 聡、 
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松本晶博、梅村武司、三輪史郎、城下 智、長屋匡信 

※ 国立病院機構まつもと医療センター松本病院 古田 清、小林正和 

 相澤病院 薄田誠一 

 宜保消化器科内科クリニック 宜保行雄 

 中野内科消化器科医院 中野義之 

 木曽郡木曽町  

 長野県立木曽病院 飯嶌章博 

 上伊那郡辰野町  

 町営辰野総合病院 漆原昭彦 

 下伊那郡阿南町  

 長野県立阿南病院 温田信夫 

 小県郡長和町  

 国保依田窪病院 今井明彦 

   

新潟県  

 新潟市  

 斎藤内科・消化器科医院 斎藤征史 

 健康医学予防協会 石原 清 

※ 新潟大学医歯学総合病院 青柳 豊、野本 実、松田康伸、須田剛士、川合弘一、 

佐藤好信、山際 訓、髙村昌昭、上村顕也、田村 康、 

大越章吾、土屋淳紀 

 新潟県立がんセンタ－新潟病院 加藤俊幸、栗田 聡 

 新潟市民病院 五十嵐健太郎、古川浩一、和栗暢生、杉村一仁 

※ 日本歯科大学医科病院 柴崎浩一、曽我憲二、渡辺卓也 

 新潟県保健衛生センター 酒井一也 

※ 済生会新潟第二病院 上村朝輝、石川 達 

 桑名病院 鈴木健太 

 新潟こばり病院 髙橋澄雄 

 新潟臨港病院 上原一浩、風間咲美 

 尾崎クリニック 尾崎俊彦 

 樋口内科･消化器科医院 樋口庄市 

 広川医院 黒田 兼 

 前田内科クリニック 前田裕伸 

＊ 新潟医療生活協同組合木戸病院 佐藤秀一 

 阿賀野市  

 水原郷病院 内田守昭 

 糸魚川市  

※ 新潟県厚生連糸魚川総合病院 樋口清博、月城孝志、康山俊学、野々目和信 

 しまだ医院 島田長樹 
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 柏崎市  

 稲田医院 稲田勢介 

 三条市  

 坪井内科 坪井康紀 

 内科･消化器科わたなべ医院 渡辺俊明 

 新発田市  

 城北クリニック 樋口健一 

 新潟県立新発田病院 杉山幹也、渡辺雅史 

 原消化器内科医院 原 秀範 

 上越市  

 新潟県立中央病院 平野正明 

＊ 労働者健康福祉機構新潟労災病院 太幡敬洋、前川 智 

 十日町市  

 新潟県立十日町病院 塚田芳久 

 燕市  

※ 労働者健康福祉機構燕労災病院 小方則夫 

 長岡市  

※ 長岡赤十字病院 髙橋 達、柳 雅彦 

＊ 新潟県厚生連長岡中央綜合病院 渡辺庄治、佐藤知巳 

＊ 立川メディカルセンター立川綜合病院 杉谷想一、小林由夏 

 大貫内科医院 大貫啓三 

 栃尾郷病院 小島秀男 

 村上市  

※ 新潟県厚生連村上総合病院 清水武昭、岩松 宏、太田宏信 

 五泉市  

 たけだ内科クリニック 武田康男 

 


