
《茨城県》

あみ小林クリニック 300-0333 稲敷郡阿見町若栗1765-1 小林　和裕

医療法人社団尽徳会 県西在宅クリニック 306-0205 古河市関戸1635 佐藤　喜洋

玉野医院 308-0855 筑西市下川島759 玉野　宏一

緒方内科循環器クリニック 311-3116 東茨城郡茨城町長岡3091-2 緒方　憲一

JAとりで総合医療センター 302-0022 取手市本郷2-1-1 前田　益孝

神栖済生会病院 314-0112 神栖市知手中央7丁目2番45号 大久保　信司

水戸赤十字病院 310-0011 水戸市三の丸3-12-48 萱場　祐司

田尻が丘病院 319-1416 日立市田尻町3-24-1 鶴岡　秀一

筑波大学大学院人間総合科学研究科 305-8575 つくば市天王台1-1-1 山縣　邦弘

東京医科大学茨城医療センター 300-0395 稲敷郡阿見町中央3丁目20-1 小松　靖

東京医科大学茨城医療センター 300-0395 稲敷郡阿見町中央3丁目20-1 東谷　迪昭

国立大学法人筑波技術大学 305-8520 つくば市天久保4-3-15 横田　千津子

《栃木県》

トマト内科糖尿病高血圧甲状腺クリニック 321-0151 宇都宮市西川田町851-2 増渕　孝道

にし内科ハートクリニック 329-1311 さくら市氏家3390-5 西　悠

のしろクリニック 327-0103 佐野市石塚町2398-1 野城　孝夫

とちぎメディカルセンターしもつが 328-0043 栃木市大平町川連421-1 山門　實

宇都宮中央病院 321-0953 宇都宮市東宿郷2-1-1 石光　俊彦

宇都宮中央病院 321-0953 宇都宮市東宿郷2-1-1 山本　絵里

晃陽会 宇都宮第一病院 320-0075 宇都宮市宝木本町2313 石塚　梓

佐野厚生総合病院 327-8511 佐野市堀米町1728 渡辺　慎太郎

地方独立行政法人 新小山市民病院 323-0827 小山市大字神鳥谷2251-1 島田　和幸

栃木県済生会宇都宮病院 321-0974 宇都宮市竹林町911-1 今井　明

国際医療福祉大学病院 329-2763 那須塩原市井口537-3 柴　信行

自治医科大学 329-0498 下野市薬師寺3311-1 苅尾　七臣

自治医科大学 329-0498 下野市薬師寺3311-1 長田　太助

自治医科大学 329-0498 下野市薬師寺3311-1 星出　聡

自治医科大学附属病院 329-0498 下野市薬師寺3311-1 小古山　由佳子

獨協医科大学 321-0293 下都賀郡壬生町大字北小林880 本多　勇晴

《群馬県》

ぬしろクリニック 379-2147 前橋市亀里町460-2 主代　昇

星野クリニック 376-0043 桐生市小曾根町7-18 星野　仁

糖尿病・内分泌内科りんごの花クリニック 372-0007 伊勢崎市安堀町1865-7 武井　真大

平成日高クリニック 370-0001 高崎市中尾町807-1 松田　奈美

イムス太田中央総合病院 373-8513 太田市東今泉875-1 藤掛　彰則

群馬県立心臓血管センター 371-0004 前橋市亀泉町甲3-12 小野　善平

宏愛会第一病院 379-2305 太田市六千石町99-63 角野　博之

前橋赤十字病院 371-0811 前橋市朝倉町389-1 竹内　陽一

群馬大学 371-8511 前橋市昭和町3-39-22 大山　良雄

群馬大学医学部附属病院 371-8511 前橋市昭和町3-39-15 斎藤　勇一郎

群馬大学医学部附属病院 371-8511 前橋市昭和町3-39-15 中村　哲也

《埼玉県》

あさかわ内科クリニック 338-0001 さいたま市中央区上落合5-17-1 S4タワー 1F 淺川　喜裕

さやま腎クリニック 350-1305 狭山市入間川4-15-20 池田　直史

ゆずるクリニック 336-0017 さいたま市南区南浦和2-44-7-201 伊藤　譲

医療法人彩侑会 上落合クリニック 338-0001 さいたま市中央区上落合9-4-15 泉田　太郎

医療法人社団德愛会 のぐち内科クリニック 350-2211 鶴ヶ島市脚折町6-28-1 野口　雄一

医療法人双泉会 双泉会クリニックかわごえ 350-1126 川越市1-16-13ラメール川越1階 羽毛田　公

叶澤メディカルクリニック 356-0011 ふじみ野市福岡2-1-6イオンタウンふじみ野3階 叶澤　孝一

牛山医院 362-0058 埼玉県上尾市上野230-1 牛山　正行
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上尾中央総合病院附属エイトナインクリニック 362-0075 上尾市柏座1ー10ー2 河原崎　千晶

石心会・さやま総合クリニック 350-1305 狭山市入間川4-15-25 熊谷　裕生

石塚内科クリニック 331-0811 さいたま市北区吉野町1-377-4 石塚　恒夫

中町クリニック 340-0028 草加市谷塚1-22-18 中町　隆史

さいたま赤十字病院 330-8553 さいたま市中央区新都心1-5 江口　和男

行田総合病院 361-0056 行田市持田376 佐藤　貴彦

彩北病院 367-0061 本庄市小島5-6-1 泉　洋一

埼玉石心会病院 350-1323 狭山市鵜ノ木1-33 元　志宏

春日部市立医療センター 344-8588 春日部市中央六丁目7番地1 河野　通

川口市立医療センター 333-0833 川口市西新井宿180 立花　栄三

武蔵嵐山病院 355-0077 東松山市上唐子1312-1 末吉　慶多

埼玉医科大学 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 一色　政志

埼玉医科大学 350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 伊藤　大輔

埼玉医科大学 350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 稲葉　宗通

埼玉医科大学 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 大野　洋一

埼玉医科大学 350-0451 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 中元　秀友

埼玉医科大学 350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 波多野　雅子

埼玉医科大学 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 安田　重光

埼玉医科大学かわごえクリニック 350-1123 川越市脇田本町21-7 片山　茂裕

埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 川越市鴨田1981 岩下　山連

埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 川越市鴨田1981 大竹　啓之

埼玉医科大学病院 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 飯田　慎一郎

自治医科大学附属さいたま医療センター 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 森下　義幸

防衛医科大学校 359-8513 所沢市並木3-2 大島　直紀

北里大学メディカルセンター 364-8501 北本市荒井6丁目100 長場　泰

獨協医科大学 埼玉医療センター 343-8555 越谷市南越谷2丁目1-50 酒井　良彦

MJG心血管研究所 338-0837 さいたま市桜区田島9-4-10 河村　博

《千葉県》

おもて内科糖尿病クリニック 290-0141 市原市ちはら台東8-17-4 表　敬介

しょうじ内科 264-0028 千葉市若葉区桜木8-6-17 正司　俊博

たむら記念病院 288-0815 銚子市三崎町2-2609-1 鈴木　洋通

医療法人社団洋光会 協和医院 288-0801 銚子市唐子町8-33 斉間　恵樹

青葉メディカルケアクリニック 272-0023 市川市南八幡4-4-26グランデヒロ本八幡2階 岩倉　芳倫

飯ヶ谷内科クリニック 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺5-19-15 飯ケ谷　嘉門

北小金クリニック 270-0014 松戸市小金16-5 山下　哲理

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町929 夏目　隆史

亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町929 小原　まみ子

船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉1-21-1 青山　里恵

大島記念嬉泉病院 274-0812 船橋市三咲3-5-15 勝然　秀一

柏戸病院 260-0854 千葉市中央区長洲2-21-8 斉藤　俊弘

国際医療福祉大学 286-8686 成田市公津の杜4-3 竹中　恒夫

国際医療福祉大学 基礎医学研究センター 286-8686 成田市公津の杜4-3 丸茂　丈史

国際医療福祉大学市川病院 272-0827 市川市国府台6-1-14 野田　光彦

国際医療福祉大学成田病院 286-8520 成田市畑ヶ田852 下澤　達雄

順天堂大学医学部付属浦安病院 279-0021 浦安市富岡2-1-1 鈴木　仁

順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡2-1-1 佐藤　博亮

千葉大学大学院医学研究院 260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 浅沼　克彦

千葉大学大学院医学研究院 260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 岡田　将

千葉大学大学院医学研究院 260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 長谷川　洋

東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野5-11-13 井上　博之

東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野5-11-13 坂巻　裕介

東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野5-11-13 徳山　博文

《東京都》

たかねファミリークリニック 165-0021 中野区丸山2-17-13 高根　紘希

ひらくクリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷5-18-9 前田　靖子

フジテレビ湾岸スタジオビル診療所 135-0064 江東区青海2-3-23-1F 熊谷　和浩



みんなの内科クリニック人形町・水天宮 103-0013 中央区日本橋人形町2-2-3アライヴ人形町6階 谷津　圭介

ゆう徳丸内科皮膚科 175-0083 板橋区徳丸4-10-6 吉田　悠

医療法人社団 光靖会 井口腎泌尿器科・内科 新小岩 124-0024 葛飾区新小岩1-49-10 メディカルタウン新小岩5.6.7階 安東　克之

医療法人社団 靭生会 篠崎透析クリニック 133-0061 江戸川区篠崎町7-25-8　acalis3F 三舩　瑞夫

医療法人社団Sais on Health 中村橋駅前内科クリニック 176-0023 練馬区中村北3-23-5 篠原　明成

医療法人社団駿昭会飯田橋西口クリニック 102-0071 千代田区富士見2-13-16上田ビル1F 原澤　信介

医療法人社団博伸会きむらクリニック 132-0023 江戸川区西一之江3丁目12-19 木村　一貴

一般財団法人ライフ・プランニング・センター 108-0074 港区高輪4-10-8京急第7ビル2階 久代　登志男

一般社団法人テレメディーズ 102-0083 千代田区麹町6丁目2-30麹町 ニュー彌彦ビル 2階 谷田部　淳一

一般社団法人テレメディーズ 102-0083 千代田区麹町6丁目2-30麹町 ニュー彌彦ビル 2階 谷田部　緑

熊野前にしむら内科クリニック 116-0012 荒川区東尾久8-14-1　カスタリア201号 西村　英樹

三田国際ビルクリニック 108-0073 港区三田1-4-28　三田国際ビル3階 菱川　慶一

三穂クリニック 141-0032 品川区大崎1-6-4新大崎勧業ビルディング 栗山　哲

山本クリニック 191-0016 日野市神明4-24-1 山本　仁至

柴垣医院 戸越 142-0051 品川区平塚1-7-6 グランドルー戸越2階 平尾　圭市

松田内科クリニック 186-0003 国立市富士見台4-41-1 グランソシエ国立ウエストウイング139号 松田　昭彦

松尾内科クリニック 158-0097 世田谷区用賀2-10-14 松尾　孝俊

新宿西口腎クリニック 	163-1307 	新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー7階 鈴木　越

西銀座診療所 104-0061 中央区銀座6-9-7 近畿建物銀座ビル3階 五味　朋子

全国銀行協会診療所 100-8216 千代田区丸の内1丁目3-1 齊藤　郁夫

大堀医院 198-0023 青梅市今井5-2440-178 大堀　哲也

竹芝水辺のクリニック 105-0022 港区海岸1-10-30　アトレ竹芝タワー棟3F 小倉　誠

東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック 171-0014 豊島区池袋2-63-4 小野　亘

桃井診療所 167-0051 杉並区荻窪5-13-2 篠　みどり

日本橋れいわ内科クリニック 103-0027 中央区日本橋3-2-15ザ・レジデンス東京駅前1階 井内　裕之

野田さくらハートクリニック 170-0003 豊島区駒込4-15-19 野田　誠

立石腎クリニック 124-0012 葛飾区立石8-1-2 遠藤　聡

NTT東日本関東病院 141-8625 品川区東五反田5-9-22 渋谷　祐子

NTT東日本関東病院 141-8625 品川区東五反田5-9-22 髙橋　紘子

NTT東日本関東病院 141-8625 品川区東五反田5-9-22 並河　明雄

あけぼの病院 194-0021 町田市中町1-23-3 高村　武之

杏雲堂病院 101-0062 千代田区神田駿河台1-8 大久保　具明

杏雲堂病院 101-0062 千代田区神田駿河台1-8 相馬　正義

杏雲堂病院 101-0062 千代田区神田駿河台1-8 菱木　三佳乃

吉祥寺あさひ病院 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-30-12 安田　隆

虎の門病院 105-8470 港区虎ノ門2-2-2 伊東　秀崇

虎の門病院 105-8470 東京都港区虎の門2-2-2 桑原　政成

公立学校共済組合関東中央病院 158-8531 世田谷区上用賀6-25-1 早川　宏

公立昭和病院 187-8510 小平市花小金井8-1-1 髙橋　克敏

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 153-8934 目黒区中目黒2-3-8 七里　眞義

国立国際医療研究センター 162-8655 新宿区戸山1-21-1 片桐　大輔

国立国際医療研究センター 162-8655 新宿区戸山1-21-1 加藤　規弘

国立国際医療研究センター 162-8655 新宿区戸山1-21-1 田辺　晶代

国立国際医療研究センター病院 162-8655 新宿区戸山1-21-1 原　久男

国立成育医療研究センター 157-8535 世田谷区大蔵2丁目10-1 三戸　麻子

三井記念病院 101-8643 千代田区神田和泉町1番地 青木　二郎

三井記念病院 101-8643 千代田区神田和泉町1番地 森　典子

三井記念病院 101-8643 千代田区神田和泉町1番地 吉田　雅伸

社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 144-8501 大田区西蒲田8-20-1 小谷　奉文

聖路加国際病院 104-8560 中央区明石町9-1 新里　理香

聖路加国際病院 104-0044 中央区明石町9-1 寺脇　博之

大森赤十字病院 143-8527 大田区中央4-30-11 澁谷　研

朝日生命成人病研究所附属医院 103-0002 中央区日本橋馬喰町2-2-6 芦田　映直

調布東山病院 182-0026 調布市小島町2-32-17 村岡　和彦

東京高輪病院 108-8606 港区高輪3-10-11 木村　健二郎

東京高輪病院 108-8606 港区高輪3-10-11 久道　三佳子

東京逓信病院 102-0071 千代田区富士見2-14-23 平田　恭信

東京都健康長寿医療センター 173-0015 板橋区栄町35-2 石川　譲治



東京都健康長寿医療センター 173-0015 板橋区栄町35-2 鳥羽　梓弓

東京都健康長寿医療センター 173-0015 板橋区栄町35-2 原田　和昌

東京都済生会中央病院 108-0073 港区三田1-4-17 立松　覚

東京都済生会中央病院 108-0073 港区三田1-4-17 竜崎　崇和

東京都立広尾病院 150-0013 渋谷区恵比寿2-34-10 吉本　貴宣

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 152-8902 目黒区東が丘2-5-1 藤村　慶子

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 152-8902 目黒区東が丘2-5-1 松浦　友一

浮間中央病院 115-0052 北区赤羽北2-21-19 福田　昇

武蔵野赤十字病院 180-8610 武蔵野市境南町1-26-1 杉山　徹

牧田総合病院 144-8501 大田区西蒲田8-20-1 永嶋　康夫

杏林大学 181-8611 三鷹市新川6-20-2 長瀬　美樹

慶応義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35 畔上　達彦

慶應義塾大学 160-8582 新宿区信濃町35 栗原　勲

慶應義塾大学 160-8582 新宿区信濃町35 広瀬　寛

慶應義塾大学 160-8582 新宿区信濃町35 本間　康一郎

慶應義塾大学医学部 160-8582 新宿区信濃町35 伊藤　裕

慶應義塾大学医学部 160-8582 新宿区信濃町35 木内　謙一郎

慶應義塾大学医学部 160-0016 新宿区信濃町35 林　香

慶應義塾大学医学部 160-0016 新宿区信濃町35 菱川　彰人

慶應義塾大学医学部 160-8582 新宿区信濃町35 門川　俊明

慶應義塾大学医学部 160-8582 新宿区信濃町35 吉田　理

慶應義塾大学病院 160-0016 新宿区信濃町35 竜崎　正毅

国際医療福祉大学 107-0052 港区赤坂4-1-26 山崎　力

国際医療福祉大学 三田病院 108-8329 港区三田1-4-3 宮下　和季

国際医療福祉大学三田病院 108-8329 港区三田1-4-3 石黒　喜美子

国際医療福祉大学三田病院 108-8329 港区三田1-4-3 坂本　昌也

国際医療福祉大学三田病院 108-8329 港区三田1-4-3 佐藤　敦久

順天堂医院 113-8421 文京区本郷2-1-1 金口　泰彦

順天堂大学 113-8421 文京区本郷2-1-1 小林　敬

順天堂大学 113-8421 文京区本郷2-1-1 鈴木　祐介

順天堂大学 113-8431 文京区本郷3-1-3 高橋　敬子

順天堂大学 113-8421 文京区本郷2-1-1 横川　博英

順天堂大学医学部 113-8421 文京区本郷2-1-1 葛西　隆敏

順天堂大学医学部 113-8421 文京区本郷2-1-1 合田　朋仁

順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8421 文京区本郷2-1-1 村越　真紀

順天堂大学大学院医学研究科 113-8421 文京区本郷2-1-1 南野　徹

昭和大学 142-8666 品川区旗の台1-5-8 山岸　昌一

昭和大学医学部 142-8666 品川区旗の台1-5-8 本田　浩一

昭和大学病院 142-8555 品川区旗の台1-5-8 齋藤　友広

帝京大学医学部 173-8605 板橋区加賀2-11-1 内田　俊也

帝京大学医学部 173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 柴田　茂

帝京大学医学部附属病院 173-8606 東京都板橋区加賀2-11-1 浅川　信一郎

帝京大学医学部附属病院 173-0003 板橋区加賀2-11-1 山崎　修

東京医科大学 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 菅野　義彦

東京医科大学 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 冨山　博史

東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 椎名　一紀

東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 中野　宏己

東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 松本　知沙

東京慈恵会医科大学 105-0003 港区西新橋3-25-8 菅野　直希

東京慈恵会医科大学 105-8461 港区西新橋3-25-8 谷口　郁夫

東京慈恵会医科大学 105-8461 港区西新橋3-25-8 坪井　伸夫

東京慈恵会医科大学 105-8461 港区西新橋3-25-8 原　洋一郎

東京慈恵会医科大学 105-8461 港区西新橋3-25-8 横尾　隆

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 125-8506 葛飾区青戸6-41-2 関　晋吾

東京慈恵会医科大学附属第三病院 201-8601 狛江市和泉本町4丁目11-1 村嶋　英達

東京女子医科大学 162-8666 新宿区河田町8-1 市原　淳弘

東京女子医科大学 162-8666 新宿区河田町8-1 木村　しほり

東京女子医科大学 162-8666 新宿区河田町8-1 関　康史



東京女子医科大学 162-8666 新宿区河田町8-1 木田　可奈子

東京女子医科大学 162-8666 新宿区河田町8-1 森本　聡

東京女子医科大学東医療センター 116-8567 荒川区西尾久2-1-10 渡辺　尚彦

東京女子医科大学付属足立医療センター 123-8558 足立区江北4-33-1 青鹿　佳和

東京女子医科大学附属足立医療センター 123-8558 足立区江北4-33-1 小川　哲也

東京女子医科大学附属足立医療センター 123-8558 足立区江北4-33-1 田中　正巳

東京大学医学部 113-8655 文京区本郷7-3-1 上竹　勇三郎

東京大学医学部 113-8655 文京区本郷7-3-1 藤乘　嗣泰

東京大学大学院医学系研究科 113-8655 文京区本郷7-3-1 中丸　遼

東京大学大学院医学系研究科 113-8655 文京区本郷7-3-1 平川　陽亮

東邦大学 143-8541 大田区大森西6-11-1 木内　俊介

東邦大学医療センター大橋病院 153-8515 目黒区大橋2-22-36 諸井　雅男

東邦大学医療センター大森病院 143-8541 大田区大森西6-11-1 盛田　俊介

日本医科大学 113-8602 文京区千駄木1-1-5 大塚　俊昭

日本医科大学 113-8602 文京区千駄木1-1-5 藤田　恵

日本医科大学多摩永山病院 206-8512 多摩市永山1丁目7-1 小谷　英太郎

日本医科大学付属病院 113-8603 文京区千駄木1-1-5 西城　由之

日本大学 101-8309 千代田区神田駿河台1-8-13 淺井　貴絵

日本大学医学部 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 青井　則子

日本大学医学部 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 阿部　雅紀

日本大学医学部 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 上野　高浩

日本大学医学部 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 中山　智祥

日本大学医学部付属板橋病院 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 小林　洋輝

日本大学医学部付属板橋病院 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 矢島　愛治

日本大学医学部附属板橋病院 173-0032 板橋区大谷口上町30-1 中村　吉宏

日本大学病院 101-0062 千代田区神田駿河台1-6 池田　迅

日本大学病院 101-8309 千代田区神田駿河台1-8-13 高橋　敦彦

伊藤忠商事株式会社 107-8077 港区北青山2丁目5-1 杉山　卓郎

共立女子大学家政学部 101-8437 千代田区一ツ橋2-2-1 上原　誉志夫

公益財団法人 医療研修推進財団 105-0003 港区西新橋1丁目6番11号　西新橋光和ビル7階 河邊　博史

昭和女子大 154-8533 世田谷区太子堂1-5-57 中西　員茂

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 100-0013 千代田区霞が関3-3-2 森谷　純治

日本航空株式会社 144-0041 大田区羽田空港3-6-8 第一テクニカルセンター7F 大塚　泰史

日本歯科大学 102-8158 千代田区富士見2-3-16 三ツ林　裕巳

－ － － 小澤　裕理

《神奈川県》

いすず自動車  藤沢診療所 252-0881 藤沢市土棚8 小井手　裕一

えのきがおか内科医院 227-0063 横浜市青葉区榎が丘11-3 中山　麻里

こう内科・糖尿病クリニック 254-0035 平塚市宮の前7-2MKビル2階 侯　金成

しおのいり内科 247-0056 鎌倉市大船3-1-3 4階 塩之入　洋

なかはら内科クリニック 211-0041 川崎市中原区下小田中3-30-3 岸　智

みなとみらいメディカルスクエア 220-0012 横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル2階 大村　昌夫

医療法人 弘和会 えはらクリニック 246-0013 横浜市瀬谷区相沢7-59-1 江原　洋介

医療法人社団松和会 望星関内クリニック 231-0048 横浜市中区蓬莱町2-4-1関内トーセイビルⅢ11F 常田　康夫

医療法人眞仁会 北久里浜たくちクリニック 239-0807 横須賀市根岸町3-16-1 北村　健一郎

医療法人眞仁会 北久里浜たくちクリニック 239-0807 横須賀市根岸町3-16-1 中西　太一

雨宮内科医院 250-0011 小田原市栄町3-15-20 田中　翔

茅ヶ崎メディカルクリニック 253-0052 茅ヶ崎市幸町5-8-2F 柘植　俊直

坂戸診療所 213-0012 川崎市高津区坂戸1-6-18 内野　和顕

川田医院 232-0071 横浜市南区永田北3-14-3 土田　浩生

麻溝じんクリニック 252-0335 相模原市南区下溝756-6 3F 東　公一

洋光台ひろ内科クリニック 235-0045 横浜市磯子区洋光台3-13-1ピーコックストア2階 池田　友紀博

JCHO横浜中央病院 231-8553 横浜市中区山下町268番地 大岩　功治

けいゆう病院 220-8521 横浜市西区みなとみらい3丁目7番3号 松田　洋人

横須賀市立うわまち病院 238-8567 横須賀市上町2丁目36 志村　岳

横須賀市立うわまち病院 238-8567 横須賀市上町2丁目36 沼田　裕一

横須賀市立市民病院 240-0915 横須賀市長坂1-3-2 国保　敏晴



横浜栄共済病院 247-8581 横浜市栄区桂町132番地 押川　仁

横浜市立みなと赤十字病院 231-8682 横浜市中区新山下3-12-1 伊藤　宏

横浜市立市民病院 240-8555 横浜市保土ヶ谷区岡沢56 岩崎　滋樹

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 235-0012 横浜市磯子区滝頭1-2-1 重政　朝彦

茅ケ崎市立病院 253-0042 茅ヶ崎市本村5丁目15-1 増田　真一朗

虎の門病院分院 213-8587 川崎市高津区梶ケ谷1-3-1 辻本　哲郎

厚木市立病院 243-8588 厚木市水引1丁目16番36号 本田　康介

国際親善総合病院 245-0006 横浜市泉区西が岡1-28-1 安藤　大作

国際親善総合病院 245-0006 横浜市泉区西が岡1-28-1 清水　誠

国立病院機構横浜医療センター 245-8575 横浜市戸塚区原宿町3-60-2 松下　啓

国立病院機構相模原病院 228-8522 相模原市桜台18-1 森田　有紀子

済生会横浜市東部病院 230-0012 横浜市鶴見区下末吉3-6-1 一城　貴政

済生会横浜市南部病院 234-8503 横浜市港南区港南台3-2-10 岩本　彩雄

済生会横浜市南部病院 234-0054 横浜市港南区港南台3-2-10 坂　早苗

湘南鎌倉総合病院 247-8533 鎌倉市岡本1370-1 田中　穣

湘南鎌倉総合病院 247-8533 鎌倉市岡本1370-1 守矢　英和

湘南藤沢徳洲会病院 251-0041 藤沢市辻堂神台1-5-1 北川　泉

秦野赤十字病院 257-0017 秦野市立野台1-1 瀧沢　利一

川崎市立井田病院 211-0035 川崎市中原区井田2-27-1 滝本　千恵

川崎市立川崎病院 210-0013 川崎市川崎区新川通12-1 安藤　孝

川崎市立多摩病院 214-8525 川崎市多摩区宿河原1-30-37 樋熊　拓未

総合新川橋病院 210-0013 川崎市川崎区新川通1-15 国見　基瑩

大和市立病院 242-0018 大和市深見西8-3-6 竹下　康代

大和成和病院 242-0006 大和市南林間9-8-2 浦部　晶博

東芝林間病院 252-0385 相模原市南区上鶴間7丁目9番1号 岩﨑　裕明

藤沢市民病院 251-8550 藤沢市藤沢2-6-1 酒井　政司

独立行政法人地域医療推進機能機構 横浜保土ヶ谷中央病院 240-8585 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1 吉田　伸一郎

独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 222-0036 横浜市港北区小机町3211 梅村　敏

独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 222-0036 横浜市港北区小机町3211 西川　哲男

横浜市立大学 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 田村　功一

横浜市立大学 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 宮島　栄治

横浜市立大学医学部附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 涌井　広道

横浜市立大学附属市民総合医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57 平和　伸仁

横浜市立大学附属市民総合医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57 藤原　亮

横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 石上　友章

横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦 1-1-1横浜金沢ハイテクセンター テクノコア5階 小林　雄祐

横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 小林　竜

昭和大学横浜市北部病院 224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 緒方　浩顕

聖マリアンナ医科大学 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 櫻田　勉

聖マリアンナ医科大学 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 柴垣　有吾

聖マリアンナ医科大学 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 白井　小百合

聖マリアンナ医科大学 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 曽根　正勝

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 241-0811 横浜市旭区矢指町1197-1 林　晃一

聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 市川　大介

帝京大学医学部附属溝口病院 213-8507 川崎市高津区二子5-1-1 河原崎　宏雄

東海大学医学部 259-1193 伊勢原市下糟屋143 小泉　賢洋

東海大学医学部 259-1193 伊勢原市下糟屋143 深川　雅史

北里大学病院 228-8555 相模原市北里1丁目15-1 村野　順也


