
認定医氏名 勤務先（所属） 住所

ワコウクリニック（開業） 千葉県八千代市大和田496-21　ワコウクリニック　2F 047-484-1338
　 【　勤務先　・　自宅　】
青山整形外科 秋田県秋田市広面字蓮沼84－1 018－836－0360
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
島根県庁内診療所 島根県出雲市今市町北本町4－6－11 0853－22－1132

【　勤務先　・　自宅　】
明穂整形外科（開業） 鳥取県鳥取市馬場町37－5 0857－37－1313
院長 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人見松会 長崎県諫早市城見町43－1 0957-22-2370
あきやま病院（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
安部第一医院（開業） 大分県別府市上野口町3－40 0977-23-3345

【　勤務先　・　自宅　】
富士吉田市立病院 山梨県富士吉田市上吉田6530番地 0555－22－4111
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
社会保険神戸中央病院 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3－4－47－Ａ1004 078－594－2211

【　勤務先　・　自宅　】
医療法人回生会回生会病院 秋田県秋田市牛島西1－7－5 018－832－3203

【　勤務先　・　自宅　】
すこやかシルバー病院等 福井県福井市高木1－207 0776－53－0613

【　勤務先　・　自宅　】
横浜船員保険病院 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43－1 045-331-1251
内科 【　勤務先　・　自宅　】
社会保険　宮崎江南病院 宮崎県宮崎市太田3-7-20 0985-51-7575
院長 【　勤務先　・　自宅　】
石田診療所 兵庫県三木市吉川町渡瀬29 072－635－2304
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
茨城県メディカルセンター 茨城県水戸市泉町1-4-21 029-243-1111
内科 【　勤務先　・　自宅　】
社会保険中央病院 東京都西東京市谷戸町2－8－27－504 03－3364－0251
耳鼻咽喉科 【　勤務先　・　自宅　】
静岡済生会総合病院 静岡県静岡市駿河区小鹿1－1－1 054－285－6171
脳神経外科 【　勤務先　・　自宅　】
社会保険　中京病院 愛知県名古屋市南区三条1－1－10 052－691－7151
眼科　主任部長 【　勤務先　・　自宅　】
高知医療センター 高知県高知市北金田15－31 088－837－6716
眼科　科長 【　勤務先　・　自宅　】
神戸赤十字病院 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1－3－1 078－231－6006

【　勤務先　・　自宅　】
榊原病院 三重県津市榊原町777 059－252－0211
精神科　 【　勤務先　・　自宅　】
よぎ東眼科（開業） 沖縄県那覇市国場1161-4 098-836-7188

【　勤務先　・　自宅　】
佐賀社会保険病院 佐賀県佐賀市神園3－5－29 0952-28-5311
内科部長 【　勤務先　・　自宅　】
愛媛県立中央病院 愛媛県東温市田窪2166－5 089－947－1111
副院長 【　勤務先　・　自宅　】
社会保険群馬中央総合病院 群馬県前橋市下新田町871-62 027-221-8165
内科 【　勤務先　・　自宅　】
済生会松阪総合病院 三重県松阪市朝日町1区15－6 0598－23－2774
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
湊川病院 兵庫県神戸市垂水区西舞子8-20-35 078-521-1367
院長 【　勤務先　・　自宅　】
千葉市障害者福祉ｾﾝﾀｰ 千葉県千葉市中央区都町1067－2 043-209-8779
（非常勤） 【　勤務先　・　自宅　】
社会医療法人　友愛会 沖縄県糸満市字与座72 098-994-0501
南部病院 【　勤務先　・　自宅　】
うじけ西口クリニック 岡山県岡山市南区福田528－8 086-254-0066
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
なし 鹿児島県鹿児島市松原町2-18-1103 099-223-6620

【　勤務先　・　自宅　】
なし 沖縄県那覇市寄宮2-30-49 098-836-1837

ベルベ森山511 【　勤務先　・　自宅　】
和歌山県立医科大学 和歌山県和歌山市大谷263－6 073－455－6357
名誉教授 【　勤務先　・　自宅　】
信貴山病院 奈良県大和郡山市九条町247－1 0745－72－5006
副院長 プレステ壱番館812 【　勤務先　・　自宅　】
名古屋第一赤十字病院 愛知県名古屋市中村区道下町3－35 052－481－5111
整形外科　第一整形外科部長 【　勤務先　・　自宅　】
太田脳神経外科クリニック 島根県松江市砂子町198－18 0852－59－5181
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
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福島労災病院 福島県福島市御倉町1－52 024－522－9586
【　勤務先　・　自宅　】

財団法人山形県結核成人病予防協会 山形県山形市馬見ヶ崎2－10－10 023－681－5135
山形検診センター 【　勤務先　・　自宅　】
大津赤十字病院 京都府京都市北区小山板倉町3－2 075－495－0258
第一内科 【　勤務先　・　自宅　】
なし 熊本県熊本市東区戸島西1－23－82 096-369-9836

【　勤務先　・　自宅　】
医王ヶ岡病院 石川県金沢市田上本町ヨ24－5 076－262－6565

【　勤務先　・　自宅　】
中部労災病院 愛知県名古屋市港区港明1－10－6 052－652－5511
整形外科　一般整形外科部長 【　勤務先　・　自宅　】
県立あすなろ医療療育センター 青森県青森市浜田2－7－4 017－781－0174

コンフォート浜田Ａ号棟101号 【　勤務先　・　自宅　】
ＴＲＣクリニック　他 東京都世田谷区桜丘4－22－4 03－3767－3365
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
新山手病院 東京都練馬区大泉学園町6－13－31 042-391-1425
　 【　勤務先　・　自宅　】
藤川病院 佐賀県佐賀市南佐賀2－4－11 0952-29-0311
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
岡山大学整形外科 岡山県岡山市北区鹿田町2－5－1 086-235-7270

【　勤務先　・　自宅　】
小沢眼科内科病院 茨城県水戸市五軒町2-4-2 029-246-2111
眼科 【　勤務先　・　自宅　】
宇治武田病院 京都府京都市北区西賀茂大栗町62 075－492－4366

【　勤務先　・　自宅　】
静岡市立静岡病院 静岡県静岡市葵区追手町10－93 054－253－3125
循環器内科 【　勤務先　・　自宅　】
山口県立こころの医療センター 山口県下関市長府侍町2-6-2-303 0836－58－2370

【　勤務先　・　自宅　】
財団法人大原総合病院附属清水病院 福島県福島市南沢又字前田16－3 024－557－0215

【　勤務先　・　自宅　】
笠井医院（開業） 岡山県岡山市北区中山下2－5－43 086-235-9288

【　勤務先　・　自宅　】
浜田クリニック 東京都墨田区菊川1－17－2－1003 03－3832－5426
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人赤城会三枚橋病院 群馬県前橋市総社町植野39-10 0276-22-4337
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
春日医院（開業） 長野県長野市横沢町687 026-232-2205
内科 【　勤務先　・　自宅　】
社会保険　中京病院 愛知県名古屋市南区三条1－1－10 052－691－7151
循環器科　部長 【　勤務先　・　自宅　】
朝日大学歯学部附属村上記念病院 岐阜県岐阜市橋本町3－23 058－253－8001
腎臓　循環器科 【　勤務先　・　自宅　】
かとう眼科医院（開業） 福岡県福岡市城南区七隈5－1－36 092-866-1010

【　勤務先　・　自宅　】
加藤内科・婦人科クリニック 福井県福井市志比口1－10－28 0776－53－0053
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
生協病院 愛媛県東温市志津川1133番地17 089－964－0996
非常勤 【　勤務先　・　自宅　】
まいんずたわーメンタルクリニック 東京都渋谷区代々木2－1－1 03－5302－5288
（開業） 新宿マインズタワーB1F 【　勤務先　・　自宅　】
香川県立中央病院 香川県高松市桜町1－11－31 087－835－2222
副院長 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人かわさき整形外科医院 福島県福島市野田町1－8－5 024－533－7171
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
むさしの小児発達クリニック 東京都八王子市東中野214－14 042－359－6050
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
奈良県立医科大学附属病院 奈良県橿原市白橿町7－19－3 0744－22－3051
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
（医療法人社団）聖鳥会 千葉県船橋市本町6-4-28 047-424-0287
北林医院分院（開業） 竹内ビル6階 【　勤務先　・　自宅　】
北村整形外科 滋賀県大津市西の庄10－32 077－524－5633
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
きつかわクリニック 千葉県富里市日吉台2-21-13 047-424-0287
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
山口赤十字病院 山口県山口市八幡馬場53－1 083－923－0111
整形外科 綜合病院　山口赤十字病院 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人社団斗南会秋野病院 山形県山形市桜田東2－4－3 023－653－5725

【　勤務先　・　自宅　】
長崎大学病院 長崎県長崎市平野町17-14 095-819-7200

　　　　　　 【　勤務先　・　自宅　】
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宇都宮社会保険病院 栃木県下野市緑4-5-3 028-653-1001
呼吸器科・内科 【　勤務先　・　自宅　】
社団法人全国社会保険協会連合会 長崎県諫早市山川町19－4 0957-22-1380
健康保険諫早総合病院 【　勤務先　・　自宅　】
清川神経科内科 広島県広島市中区十日市町1－2－11－605 082－227－5111
クリニック（開業） 【　勤務先　・　自宅　】

北海道札幌市中央区北3条西7丁目 011－231－0394
緑苑ビル806号 【　勤務先　・　自宅　】

埼玉社会保険病院 埼玉県川口市川口4-2-36-2703 048-832-4951
内科 【　勤務先　・　自宅　】
あきクリニック 広島県広島市中区大手町5－3－4－203 082－822－0753

【　勤務先　・　自宅　】
札幌社会保険総合病院 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6丁目 011－893－3000
耳鼻咽喉科 2－11－203 【　勤務先　・　自宅　】
札幌社会保険総合病院 北海道札幌市中央区南17条西14丁目 011－893－3000
整形外科 1－20－302 【　勤務先　・　自宅　】
埼玉社会保険病院 東京都豊島区目白5-15-11 048-832-4951
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人恵生会南浜病院 新潟県新潟市中央区紫竹山6-4-15-709 025-227-2357
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
横浜船員保険病院 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43－1 045-331-1251
眼科 【　勤務先　・　自宅　】
香川県立中央病院 香川県高松市三条町38－12 087－835－2222
眼科 ジュルメⅠ　103号 【　勤務先　・　自宅　】
香林坊メディカルクリニック 石川県金沢市香林坊2－9－10 076－263－1111
（内科を標榜） 【　勤務先　・　自宅　】
愛宕病院 高知県高知市中万々292－32 088－823－3301
名誉院長 【　勤務先　・　自宅　】
みゆき整形外科クリニック（開業） 山形県西置賜郡白鷹町大字十王5059－13 0238－85－5533

【　勤務先　・　自宅　】
岩手医科大学 岩手県盛岡市内丸19－1 019－651－5111

【　勤務先　・　自宅　】
船員保険大阪健康管理センター 大阪府吹田市山田西4－1－12－604 06－6876－7078

【　勤務先　・　自宅　】
三沢市立三沢病院 青森県三沢市東町2－2－18 0176－53－2161

【　勤務先　・　自宅　】
新潟リハビリテーション病院 新潟県新潟市中央区関谷浜松町205-1 025-388-2111
リハビリテーション科 【　勤務先　・　自宅　】
東北厚生年金病院 宮城県仙台市青葉区水の森3－29－21－702 022－277－1551

【　勤務先　・　自宅　】
静岡市立静岡病院 静岡県静岡市葵区追手町10－93 054－253－3125
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
大阪府立精神医療センター 兵庫県西宮市甲子園口1－12－14 0798－67－4134

【　勤務先　・　自宅　】
和歌山県立医科大学 和歌山県和歌山市紀三井寺840－39－401 073－441－0659
（神経精神医学教室） 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人康責会柴病院 栃木県宇都宮市竹林町504 028-621-8211
外科 【　勤務先　・　自宅　】
財団法人　川越病院 京都府京都市左京区浄土寺馬場町47 075－751－0401

【　勤務先　・　自宅　】
あさひメンタルクリニック三ツ境 神奈川県横浜市泉区緑園6－10－1 045－360－6151
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
社会保険　宮崎江南病院 宮崎県宮崎市大坪西2-2-8 0985-51-7575
整形外科・外科 【　勤務先　・　自宅　】
那須高原病院 栃木県宇都宮市下岡本町4531-2 0287-63-5511
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
あいせい紀年病院 愛知県名古屋市南区曽池町4－28 052－821－7701
精神科　医局長 【　勤務先　・　自宅　】
済生会福島総合病院 福島県福島市大森字下原田25 024－544－5171

【　勤務先　・　自宅　】
ゆう 心と体のクリニック（開業） 福岡県福岡市中央区地行4－7－10－804 092-584-1501

【　勤務先　・　自宅　】
神戸リハビリテーション病院 兵庫県神戸市西区学園東町6－6－3 078－743－8200

【　勤務先　・　自宅　】
岐阜大学大学院 岐阜県岐阜市柳戸1－1 058－230－6261
医学系研究科神経精神医学分野 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人　回生会 熊本県熊本市北区楠4－12－22 096-237-1133
熊本回生会病院 【　勤務先　・　自宅　】
福井赤十字病院 福井県福井市灯明寺2－305 0776－36－3630
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
中国労災病院 広島県広島市南区東雲2－8－2 082－286－1938

【　勤務先　・　自宅　】
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認定医氏名 勤務先（所属） 住所

医療法人　睦み会　城西病院 徳島県徳島市南佐古四番町6－23 088－631－0181
内科・神経内科専門医 【　勤務先　・　自宅　】
国立病院機構 熊本県熊本市中央区二の丸1－5 096-353-6501
熊本医療センター 国立病院機構熊本医療センター 【　勤務先　・　自宅　】
仙台社会保険病院 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘4－12－6 022－378－2151

【　勤務先　・　自宅　】
金沢春日ケアセンタ－ 石川県金沢市久安2－361－1 076－262－3300

【　勤務先　・　自宅　】
鶴賀病院 長野県長野市大字長野東後町26-1-904 026-243-7600
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
奈良県立医科大学附属病院 奈良県橿原市白橿町1－24－39 0744－22－3051
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
石崎病院 茨城県水戸市見川2-108-26Ａ501 029-293-7155
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人　三幸会　北山病院 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町378 075－611－4301

パデシオン伏見深草425号 【　勤務先　・　自宅　】
湊川病院 兵庫県神戸市灘区篠原北町3－3－11 078－521－1367

【　勤務先　・　自宅　】
埼玉医科大学 東京都板橋区小茂根1-1-7-604 049-276-1111
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
塚田整形外科医院（開業） 長野県長野市稲葉260 026-228-6311
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
社会保険群馬中央総合病院 群馬県高崎市下桧物町1-15 027-221-8165
耳鼻咽喉科 シンプニア高崎909 【　勤務先　・　自宅　】
社会医療法人一陽会一陽会病院 福島県福島市八島町15－27 024－534－6715

【　勤務先　・　自宅　】
とうぎ整形外科・ 広島県広島市中区東千田町 082－244－4114
リハビリクリニック（開業） 1－1－104－2－1807 【　勤務先　・　自宅　】
社会保険中央病院 東京都杉並区荻窪3－6－15－107 03－3364－0251
呼吸器科 【　勤務先　・　自宅　】
戸田眼科（開業） 広島県広島市南区的場町2－3－25 082－262－0148

【　勤務先　・　自宅　】
在宅総合ケアセンター 東京都中野区中野4－11－1－407 03－5681－0336
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人社団浅ノ川桜ヶ丘病院 石川県金沢市観法寺町　へ　174 076－258－1454
病院長 【　勤務先　・　自宅　】
鹿児島県精神保健福祉センター 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘6-41-20 099-255-0617

【　勤務先　・　自宅　】
ふくろうクリニック（開業） 沖縄県那覇市牧志2-16-12 098-867-1443

【　勤務先　・　自宅　】
宮崎県立　宮崎病院 宮崎県宮崎市和知川原1-69 0985-24-4181
眼科医長 【　勤務先　・　自宅　】
長﨑クリニック 神奈川県藤沢市善行1－25－15 0466-80-1880
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
埼玉社会保険病院 埼玉県さいたま市中央区大戸4-26-9 048-832-4951
眼科 北浦和公園ﾊﾟｰｸﾊｳｽｽﾀｲﾘｯｼｭｴｱｰ1302 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人社団恵風会 岡山県岡山市中区国富4-4-8-4 086-272-1211
宮本整形外科病院 【　勤務先　・　自宅　】
香川県立中央病院 香川県高松市木太町5001－5 087－835－2222
整形外科部長 【　勤務先　・　自宅　】
千葉社会保険介護老人保健施設 千葉県千葉市美浜区幕張西　5-11-15 043-268-1022
　サンビュー　ちば（施設長） 【　勤務先　・　自宅　】
眼科にしむら医院 愛媛県松山市余戸南1－20－41 089－971－7077
医長 【　勤務先　・　自宅　】
溝口病院 静岡県静岡市葵区長沼647 054－261－3476

【　勤務先　・　自宅　】
富山県立中央病院 富山県富山市西長江2－2－78 076-424－1531
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
上野病院 奈良県生駒市さつき台2－451－195 0595－21－5010
副院長 【　勤務先　・　自宅　】
箱田病院（開業） 福岡県粕屋郡粕屋町仲原1－14－14 092-938-2754

【　勤務先　・　自宅　】
医療法人幡病院（開業） 鳥取県鳥取市雲山53－2 0857－22－2346
院長 【　勤務先　・　自宅　】
和歌山県福祉事業団南紀医療福祉センター 和歌山県海南市北赤坂16－2 0739－47－2175
院長 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人早川眼科医院 秋田県秋田市南通り亀ノ町4－36 018－832－2830

【　勤務先　・　自宅　】
埼玉社会保険病院 東京都江東区東雲1-9-18-627 048-832-4951
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
高井病院 大阪府高槻市日吉台一番町20－14 0743－65－0372

【　勤務先　・　自宅　】
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野原　茂

法山　良信

箱田　博之

幡　碩之

濵崎　廣洋
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田熊　淑男
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認定医氏名 勤務先（所属） 住所

愛媛県立中央病院 愛媛県松山市畑寺2－3－37 089－947－1111
がん治療センター長 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人 白光会 鹿児島県鹿児島市明和1-34-1 099-255-0101
白石病院 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人 恵陽会 鹿児島県鹿児島市東坂元1-14-18 099-248-0886
加治木整形外科病院 【　勤務先　・　自宅　】
富山赤十字病院 富山県富山市牛島本町2－1－58 076-433－2222
副院長 【　勤務先　・　自宅　】
山口県立総合医療センター 山口県山口市上竪小路89－16 0835－22－4411
眼科 トレジャリー101 【　勤務先　・　自宅　】
山口大学保健管理センター 山口県宇部市開2－9－22－1 083－933－5160
教授 【　勤務先　・　自宅　】
札幌社会保険総合病院 北海道札幌市中央区北3条西17丁目 011－893－3000
眼科 2－16－902 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人社団宗仁会 大分県別府市大畑18－3 0973-22-6166
奥村日田病院 【　勤務先　・　自宅　】
南青山アンティーク通りクリニック 東京都港区南青山5－4－6－202 03－3400－0611
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
山口県立総合医療センター 山口県防府市大崎77 0835－22－4411
副院長 山口県立総合医療センター 【　勤務先　・　自宅　】
流杉病院 富山県富山市流杉120 076-424－2211
顧問 【　勤務先　・　自宅　】
鳥取赤十字病院 鳥取県鳥取市若葉台南5－4－23 0857－24－8111
耳鼻咽喉科 【　勤務先　・　自宅　】
山口県立こころの医療センター 山口県山口市阿知須4452－2 0836－58－2370
　 【　勤務先　・　自宅　】
東京厚生年金病院 東京都中野区東中野2－15－2 03－3269－8111
眼科 【　勤務先　・　自宅　】
船越内科医院（開業） 福岡県福岡市中央区春吉2-2-17 092-761-1912

【　勤務先　・　自宅　】
東尾張病院 愛知県名古屋市守山区大森北2－1301 052－798－9711
精神科 【　勤務先　・　自宅　】
岐阜県総合医療センター 岐阜県岐阜市野一色4－6－1 058－246－1111
整形外科 【　勤務先　・　自宅　】
香川県立中央病院 香川県高松市中央町12－1 087－835－2222
耳鼻咽喉科　医長 サーパス中央町2番館801号室 【　勤務先　・　自宅　】
堀木整形外科 大阪府吹田市桃山台3－2－7 06－6445－1101
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
愛媛県立中央病院 愛媛県松山市久万ノ台537－17 089－947－1111
耳鼻咽喉科主任部長 【　勤務先　・　自宅　】
本田眼科医院（開業） 岡山県岡山市北区津島福居1－6－6－5 086-222-6385

【　勤務先　・　自宅　】
市立秋田総合病院 秋田県秋田市桜4－6－21 018－823－4171

【　勤務先　・　自宅　】
社会保険群馬中央総合病院 群馬県前橋市本町1-15-6-604 027-221-8165
眼科 【　勤務先　・　自宅　】
比治山病院 広島県広島市南区西本浦町21－1 082－281－0608

【　勤務先　・　自宅　】
益田クリニック（開業） 福岡県福岡市城南区七隈2-24-4 092-414-6813

【　勤務先　・　自宅　】
沖縄県立南部医療センター 沖縄県浦添市城間4-11-5 098-888-0123

【　勤務先　・　自宅　】
比治山病院 広島県広島市東区牛田新町4－13－1－503 082－281－0608

【　勤務先　・　自宅　】
医療法人社団慶愛会札幌花園病院 北海道札幌市中央区宮の森3条10丁目 011－561－6131
精神科 3－11－402 【　勤務先　・　自宅　】
東北厚生年金病院 宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台南1－35－4 022－357－4777

【　勤務先　・　自宅　】
稲次整形外科病院 徳島県徳島市上八万町西山860 088－692－5757
院長 【　勤務先　・　自宅　】
宮浦眼科 大阪府大阪市鶴見区放出東3－31－22 06－6961－3715
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
島津病院 高知県高知市中万々227 088－837－2285
院長 【　勤務先　・　自宅　】
山梨県立北病院 山梨県甲府市池田1－7－25 0551－22－1621
精神科 タウンハイツ五味302 【　勤務先　・　自宅　】
宮本医院（開業） 鳥取県鳥取市福部町海士359－7 0857－38－1300
院長 【　勤務先　・　自宅　】
真愛会高宮病院 宮崎県宮崎市吉村町大町甲1979-11 0985-24-5678
副院長 【　勤務先　・　自宅　】
盛岡赤十字病院 岩手県盛岡市三本柳6－1－1 019－637－3111

【　勤務先　・　自宅　】
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認定医氏名 勤務先（所属） 住所

医療法人芙蓉会病院 青森県青森市松原1－2－2－107 017－738－2214
【　勤務先　・　自宅　】

望月眼科医院（開業） 石川県河北郡内灘町旭ヶ丘　142 076－239－1515
院長 【　勤務先　・　自宅　】
富田橋クリニック 徳島県徳島市大和町2丁目2－64 088－622－2177
院長 【　勤務先　・　自宅　】
もとむら眼科医院（開業） 鳥取県鳥取市湖山町東5－504－17 0857－28－5660
院長 【　勤務先　・　自宅　】
介護老人福祉施設 神奈川県横浜市金沢区富岡東2－1－5 045-776-1230
わかたけ富岡 【　勤務先　・　自宅　】
森田神経科・内科・ 広島県広島市西区大芝2－9－12 082－243－0038
心療内科医院（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
勤務も開業もしていない 茨城県水戸市千波町2433-3 029-241-4425
茨城県地方労災医員 【　勤務先　・　自宅　】
多布施クリニック（開業） 佐賀県佐賀市昭栄町5－12 0952-24-9007

【　勤務先　・　自宅　】
高松市民病院 香川県高松市丸亀町1－1 087－834－2181
精神科　副医長 ガーデンテラス丸亀町702号 【　勤務先　・　自宅　】
盛岡つなぎ温泉病院 岩手県盛岡市繋尾入野64－9 019－689－2101

【　勤務先　・　自宅　】
山岡外科医院（開業） 福岡県久留米市日吉町17－18 0942-33-2225

【　勤務先　・　自宅　】
岡波総合病院 三重県伊賀市上野桑町1734 059－232－4105
内科 【　勤務先　・　自宅　】
社団法人全国社会保険協会連合会 長崎県長崎市本原町30－15 0957-22-1380
健康保険諫早総合病院 【　勤務先　・　自宅　】
大分県立病院 大分県大分市新町19－3－1402 097-546-7111

【　勤務先　・　自宅　】
山中クリニック（開業） 広島県広島市南区仁保南2－8－13 082－251－1233

【　勤務先　・　自宅　】
エスポアール　出雲クリニック 島根県出雲市今市町北本町2－5－5 0853－23－7290

【　勤務先　・　自宅　】
岐阜大学大学院 岐阜県岐阜市柳戸1－1 058－230－6284
医学系研究科眼科学分野 【　勤務先　・　自宅　】
八幡青樹会病院 兵庫県西宮市上甲東園1－22－5 0798－53－6715

【　勤務先　・　自宅　】
障害者支援施設あき 高知県高知県安芸市西浜536－4 0887－34－3736

【　勤務先　・　自宅　】
吉栖医院 京都府京都市左京区松ヶ崎芝本町25－1 075－711－3555
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
吉田内科クリニック 福島県福島市北五老内町5－10 024－536－5678
（開業） 【　勤務先　・　自宅　】
山梨県立中央病院 千葉県笛吹市石和町川中島980－2 055－253－7111
内科 【　勤務先　・　自宅　】
日本赤十字社 長崎県長崎市千歳町11－9－1604 095-847-1511
長崎原爆病院 　　　　　　 【　勤務先　・　自宅　】
医療法人　恒仁会　新潟南病院 新潟県新潟市女池5-3-12 025-284-2511

内科 【　勤務先　・　自宅　】
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脇山　はるみ

渡部　透

山本　哲也

由利　和雄

横田　修

吉栖　美千子

吉田　博

若杉　正清

山岡　春夫

山門　徹

山口　研児

山田　健治

山中　祐介

山根　巨州

森岡　健

森田　博方

茂呂　公夫

諸隈　啓子

安平　洋

八幡　順一郎

村本　幸榮

望月　雄二

元木　義政

元村　嘉男


