
（受診する際は、必ず電話でお問い合わせください）

【北海道】

名　前 科　名 連　絡　先 TEL

亀田　啓 糖尿病内分泌内科
北海道大学病院
〒060-8648　札幌市北区北14条西5丁目

011-716-1161

永井　　聡 糖尿病内分泌内科
NTT東日本札幌病院
〒060-0061　札幌市中央区南1条西15丁目

011-623-7000

向井　徳男 小児科
旭川赤十字病院
〒070-8530　旭川市曙1条1丁目1-1

0166-22-8111

【青　森】

蔭山　和則 内分泌内科・糖尿病代謝内科
弘前大学医学部附属病院
〒036-8563  弘前市本町53

0172-33-5111

髙安　忍 内分泌内科・糖尿病代謝内科
弘前大学医学部附属病院
〒036-8563  弘前市本町53

0172-33-5111

【宮　城】

菅原　　明 腎・高血圧・内分泌科
東北大学病院
〒980-8574　仙台市青葉区星陵町1-1

022-717-7000

羽二生邦彦 内科･小児科
羽二生クリニック　院長
〒981-0933　仙台市青葉区柏木2-2-14

022-273-1182

藤原　幾磨 小児科
仙台市立病院
〒982-8502　仙台市太白区あすと長町1丁目1-1

022-308-7111

【山　形】

亀田　　亘 第三内科
山形大学医学部附属病院
〒990-9585　山形市飯田西2-2-2

023-633-1122

【福　島】

－
福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター
〒960-1295  福島市光が丘1番地

024-549-5130

甲状腺・内分泌内科
福島県立医科大学附属病院
〒960-1295  福島市光が丘1番地

024-547-1111

藤井　正純 脳神経外科
福島県立医科大学附属病院
〒960-1295  福島市光が丘1番地

024-547-1111

【栃　木】

有阪　　治 小児科
那須赤十字病院
〒324-8686　大田原市中田原1081-4

0287-23-1122

田島　敏広 小児科
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
〒329-0498  下野市薬師寺3311-1

0285-44-2111

【群　馬】

堀口　和彦 内分泌糖尿病内科
群馬大学医学部附属病院
〒371-8511　前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

山田　正信 内分泌糖尿病内科
群馬大学医学部附属病院
〒371-8511　前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

【埼　玉】

小児科
埼玉医科大学病院
〒350-0495　入間郡毛呂山町毛呂本郷38

049-276-1111

小児科
関本記念病院
〒350-1159　川越市中台1-8-6

049-241-0300

小児科
秩父市立病院
〒368-0025　秩父市桜木町8-9

0494-23-0611

小児科
土屋小児病院
〒346-0003　久喜市久喜中央3-1-10

0480-21-0766

望月　　弘 代謝内分泌科
埼玉県立小児医療センター
〒330-8777　さいたま市中央区新都心1-2

048-601-2200

【千　葉】

鈴木　佐和子 糖尿病・代謝・内分泌内科
千葉大学附属病院
〒260-8677　千葉市中央区亥鼻1-8-1

043-222-7171

田中　知明 糖尿病・代謝・内分泌内科
千葉大学附属病院
〒260-8677　千葉市中央区亥鼻1-8-1

043-222-7171

脳神経外科
国際医療福祉大学成田病院
〒286-8520　成田市畑ケ田852

0476-35-5600

脳神経外科
国際医療福祉大学市川病院
〒272-0827　市川市国府台6-1-14

047-375-1111

皆川　真規 内分泌科
千葉県こども病院
〒266-0007  千葉市緑区辺田町579-1

043-292-2111

成人成長ホルモン分泌不全症　地区委員

鈴木　　悟

菊池　　透

松野　　彰



【東　京】

名　前 科　名 連　絡　先 TEL

有阪　　治 小児科
江東病院
〒136-0072　江東区大島6-8-5

03-3685-2166

大月　道夫 内分泌内科
東京女子医科大学病院
〒162-8666　新宿区河田町8-1

03-3353-8111

佐田　　晶 内分泌内科
あきら内科　院長
〒158-0097　世田谷区用賀4-3-9　2Ｆ

03-3708-6777

竹下　　章 内分泌代謝科
虎の門病院
〒105-8470　港区虎ノ門2-2-2

03-3588-1111

総合診療部
東京慈恵会医科大学附属病院
〒105-8471　港区西新橋3-19-18

03-3433-1111

内科
六本木ヒルズクリニック
〒106-6106　港区六本木6-10-1　森タワー6階

03-3796-0066

西岡　　宏 間脳下垂体外科
虎の門病院
〒105-8470　港区虎ノ門2-2-2

03-3588-1111

福田　いずみ 糖尿病・内分泌代謝内科
日本医科大学付属病院
〒113-8603　文京区千駄木1-1-5

03-3822-2131

堀川　玲子 内分泌・代謝科
国立成育医療研究センター
〒157-8535  世田谷区大蔵2-10-1

03-3416-0181

松野　　彰 脳神経外科
国際医療福祉大学三田病院
〒108-8329　港区三田1-4-3

03-3451-8121

間脳下垂体センター
森山脳神経センター病院
〒134-0088  江戸川区西葛西7-12-7

03-3675-1211

間脳下垂体外科
赤坂虎の門クリニック
〒107-0052  港区赤坂1-8-1　赤坂インターシティAIR地下1階

03-3583-8080

間脳下垂体外科
虎の門病院
〒105-8470　港区虎ノ門2-2-2

03-3588-1111

【神奈川】

髙砂　浩史 脳神経外科
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

044-977-8111

髙野　幸路 内分泌代謝内科
北里大学病院
〒252-0375  相模原市南区北里1-15-1

042-778-8111

【新　潟】

田村　哲郎 脳神経外科
上越総合病院
〒943-8507　上越市大道福田616

025-524-3000

【富　山】

臼田　里香
内科

（内分泌・代謝・糖尿病）
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
〒931-8517　富山市下飯野36番地

076-438-2233

【石　川】

中川　　淳 内分泌・代謝科
金沢医科大学病院
〒920-0293　河北郡内灘町大学1-1

076-286-3511

【長　野】

宮本　高秀 内科
宮本内科クリニック　院長
〒390-0848　松本市両島1-6

0263-31-5112

森　　哲夫 小児科
丸の内病院
〒390-8601　松本市渚1-7-45

0263-28-3003

【静　岡】

有安　宏之 糖尿病・内分泌内科
静岡県立総合病院
〒420-8527　静岡市葵区北安東4-27-1

054-247-6111

井上　達秀 糖尿病・内分泌内科
静岡県立総合病院
〒420-8527　静岡市葵区北安東4-27-1

054-247-6111

臼井　　健 遺伝診療科
静岡県立総合病院
〒420-8527　静岡市葵区北安東4-27-1

054-247-6111

内科（代謝内分泌）
浜松北病院
〒431-3113　浜松市東区大瀬町1568

053-435-1111

内分泌・代謝内科
浜松医療センター
〒432-8580　浜松市中区富塚町328

053-453-7111

松野　　彰 脳神経外科
国際医療福祉大学熱海病院
〒413-0012　熱海市東海岸町13-1

0557-81-9171

山下　美保 内分泌・代謝内科
浜松医科大学医学部附属病院
〒431-3192　浜松市東区半田山1-20-1

053-435-2111

【愛　知】

有馬　　寛 糖尿病・内分泌内科
名古屋大学医学部附属病院
〒466-8560　名古屋市昭和区鶴舞町65

052-741-2111

山田　正三

沖　隆

東條　克能



【三　重】

名　前 科　名 連　絡　先 TEL

岩崎　泰正 内分泌代謝内科
岩崎病院
〒514-0114　津市一身田町333

059-232-2216

【滋　賀】

卯木　　智 糖尿病内分泌内科
滋賀医科大学医学部附属病院
〒520-2192　大津市瀬田月輪町

077-548-2111

島津　　章 糖尿病・内分泌内科
社会医療法人誠光会淡海医療センター
〒525-8585　草津市矢橋町1660

077-563-8866

【京　都】

浅野　麻衣
糖尿病内分泌・

膠原病内科
京都第二赤十字病院
〒602-8026　京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5

075-231-5171

小松　弥郷 内分泌内科
京都市立病院
〒604-8845　京都市中京区壬生東高田町1-2

075-311-5311

島津　　章 内分泌・代謝内科
京都医療センター
〒612-8555　京都市伏見区深草向畑町1-1

075-641-9161

内分泌・代謝内科
京都医療センター
〒612-8555　京都市伏見区深草向畑町1-1

075-641-9161

内科
東内科クリニック
〒612-0889　京都市伏見区深草直違橋3-405-1

075-646-3900

長谷川剛二 ―
京都新町病院　院長
〒604-8217　京都市中京区六角通新町西入西六角町109

075-241-7170

八十田明宏 内分泌・代謝内科
京都医療センター
〒612-8555　京都市伏見区深草向畑町1-1

075-641-9161

【大　阪】

笠山　宗正 内分泌・代謝内科
日本生命済生会日本生命病院
〒550-0006　大阪市西区江之子島2-1-54

06-6443-3446

齋藤　洋一 リハビリテーション科
篤友会リハビリテーションクリニック
〒560-0083　豊中市新千里西町2-24-18

06-6833-0131

【兵　庫】

飯田　啓二 糖尿病・内分泌内科
兵庫県立加古川医療センター
〒675-8555　加古川市神野町神野203

079-497-7000

尾﨑　佳代 代謝内分泌科
兵庫県立こども病院
〒650-0047　神戸市中央区港島南町1-6-7

078-945-7300

中村　嘉夫 糖尿病・内分泌内科
兵庫県立尼崎総合医療センター
〒660-8550　尼崎市東難波町2-17-77

06-6480-7000

【奈　良】

岡本　新悟 内科
岡本内科こどもクリニック  院長
〒633-0064　桜井市戒重206番地

0744-42-4152

高橋　　裕 糖尿病・内分泌内科
奈良県立医科大学附属病院
〒634-8522　橿原市四条町840

0744-22-3051

山中忠太郎 小児科
天理よろづ相談所病院
〒632-8552　天理市三島町200

0743-63-5611

【鳥　取】

内分泌代謝内科
鳥取大学医学部附属病院
〒683-8504　米子市西町36-1

0859-33-1111

糖尿病・代謝内科
山陰労災病院
〒683-8605　米子市皆生新田1-8-1

0859-33-8181

【島　根】

鬼形　和道 小児科
島根大学医学部附属病院
〒693-8501　出雲市塩冶町89-1

0853-23-2111

宗宮　　基 内分泌内科
そうみやクリニック　院長
〒693-0004　出雲市渡橋町730-1

0853-22-0333

【岡　山】

大塚　文男 総合内科・総合診療科
岡山大学病院
〒700-8558　岡山市北区鹿田町2-5-1

086-223-7151

小児科
岡山済生会総合病院
〒700-8511　岡山市北区国体町2-25

086-252-2211

小児科
岡山済生会外来センター病院
〒700-0013　岡山市北区伊福町1-17-18

086-252-2211

村部　浩之
内分泌代謝・
リウマチ内科

倉敷中央病院
〒710-8602　倉敷市美和1-1-1

086-422-0210

田上　哲也

伊澤　正一郎

田中　弘之



【広　島】

名　前 科　名 連　絡　先 TEL

富永　　篤 脳神経外科・脳血管内治療科
県立広島病院
〒734-8530　広島市南区宇品神田1-5-54

082-254-1818

西　　美和 小児科
広島赤十字・原爆病院
〒730-8619　広島市中区千田町1-9-6

082-241-3111

【徳　島】

吉田守美子 内分泌・代謝内科
徳島大学病院
〒770-8503　徳島市蔵本町2-50-1

088-631-3111

【香　川】

村尾　孝児 内分泌代謝内科
香川大学医学部附属病院
〒761-0793　木田郡三木町池戸1750-1

087-898-5111

【愛　媛】

内分泌内科
愛媛大学医学部附属病院
〒791-0295　東温市志津川454

089-964-5111

内分泌内科
住友別子病院
〒792-8543　新居浜市王子町3-1

0897-37-7111

【高　知】

内分泌・糖尿病内科
高知大学医学部附属病院
〒783-8505　南国市岡豊町小蓮185-1

088-866-5811

内分泌内科
島津病院
〒780-0066　高知市比島町4-6-22

088-823-2285

西山　充 内分泌・糖尿病内科
高知大学医学部附属病院
〒783-8505　南国市岡豊町小蓮185-1

088-866-5811

【福　岡】

小河　　淳 生活習慣病センター
福岡山王病院
〒814-0001　福岡市早良区百道浜3-6-45

092-832-1100

柳瀬　敏彦 内分泌・糖尿病内科
牟田病院　院長
〒814-0163　福岡市早良区干隈3-9-1

092-865-2211

【熊　本】

河島　淳司 糖尿病・内分泌内科
江南病院
〒862-0970　熊本市中央区渡鹿5-1-37

096-375-1112

小児科
間部病院
〒861-4722　下益城郡美里町永富328

0964-47-0032

小児科
山口病院
〒860-0053　熊本市西区田崎3-1-17

096-356-0666

小児科
桜十字病院
〒861-4173　熊本市南区御幸木部1-1-1

096-378-1111

【大　分】

柴田　洋孝 内分泌・糖尿病内科
大分大学医学部附属病院
〒879-5593　由布市狭間町医大ケ丘1-1

097-549-4411

【宮　崎】

中里　雅光
内分泌・代謝・
糖尿病内科

宮崎大学医学部附属病院
〒889-1692　宮崎市清武町木原5200

0985-85-1510

山口　秀樹
内分泌・代謝・
糖尿病内科

宮崎大学医学部附属病院
〒889-1692　宮崎市清武町木原5200

0985-85-1510

【鹿児島】

脳神経外科
鹿児島大学病院
〒890-8520　鹿児島市桜ケ丘8-35-1

099-275-5111

脳神経外科
今村総合病院
〒890-0064　鹿児島市鴨池新町11-23

099-251-2221

脳神経外科
出水郡医師会広域医療センター
〒899-1611　阿久根市赤瀬川4513

0996-73-1331

藤尾　信吾 脳神経外科
鹿児島大学病院
〒890-8520　鹿児島市桜ケ丘8-35-1

099-275-5111

岩﨑　泰正

間部　裕代

有田　和徳

松浦　文三
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