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2014年2月5日　日本甲状腺学会 事務局

北海道 独立行政法人 国立病院機構 旭川医療ｾﾝﾀｰ　　内科・糖尿病ﾘｳﾏﾁｾﾝﾀｰ
北海道 上條甲状腺ｸﾘﾆｯｸ　　内科
北海道 KKR札幌医療ｾﾝﾀｰ　斗南病院　　糖尿病・内分泌内科

☆ 北海道 さっぽろ糖尿病・甲状腺ｸﾘﾆｯｸ　　内分泌内科
北海道 JA北海道厚生連　帯広厚生病院　　第三内科
北海道 JA北海道厚生連　札幌厚生病院　　糖尿病・内分泌内科
北海道 市立札幌病院　　糖尿病・内分泌内科

☆ 北海道 市立三笠総合病院　　内科
北海道 北海道済生会　小樽病院　　内科

☆ 北海道 北光記念病院　　放射線科（甲状腺外来）
宮城県 小野よしあき内科ｸﾘﾆｯｸ　　内分泌・甲状腺・糖尿病代謝内科

☆ 宮城県 独立行政法人国立病院機構 仙台医療ｾﾝﾀｰ　　内分泌代謝内科
☆ 宮城県 仙台甲状腺ｸﾘﾆｯｸ　　内科

宮城県 東北大学病院　　腎・高血圧・内分泌科
宮城県 森洋子ｸﾘﾆｯｸ　　外科・内科
青森県 中園内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科
岩手県 岩手医科大学附属病院　　外科
岩手県 社団医療法人久仁会 内丸病院　　外科
岩手県 栗原ｸﾘﾆｯｸ　　外科・内科
岩手県 たにむらｸﾘﾆｯｸ　　内科・外科
山形県 山形市立病院　済生館　　糖尿病・内分泌内科
福島県 福島県立医科大学附属病院　　甲状腺・内分泌外科
群馬県 医療法人社団和恵会　宮下ｸﾘﾆｯｸ　　甲状腺ｾﾝﾀｰ
群馬県 群馬大学医学部附属病院　　内分泌糖尿病内科
群馬県 医療法人　深沢内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科
栃木県 医療法人　関湊記念会　ｸﾞﾘｰﾝｸﾘﾆｯｸ　　内科
栃木県 獨協医科大学病院　　内分泌代謝内科
埼玉県 川鶴ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘﾆｯｸ　　内科
埼玉県 久喜江面ｸﾘﾆｯｸ　　内科　内分泌・糖尿病内科
埼玉県 埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ　　内分泌・糖尿病内科
埼玉県 埼玉医科大学病院　　内分泌内科・糖尿病内科
埼玉県 社会医療法人財団　石心会 埼玉石心会病院　　内分泌代謝内科
埼玉県 医療法人三幸会　さつき内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科
埼玉県 獨協医科大学　越谷病院　　糖尿病内分泌・血液内科
埼玉県 防衛医科大学校　　内分泌代謝内科・総合臨床部

☆ 埼玉県 山内ｸﾘﾆｯｸ　　内科
茨城県 国家公務員共済組合連合会　水府病院　　内分泌代謝科
千葉県 医療法人社団蘭友会　石川内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科・循環器科
千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院　　内科２（糖尿病・内分泌内科）
千葉県 千葉大学医学部附属病院　　糖尿病・代謝・内分泌内科
千葉県 帝京大学　ちば総合医療ｾﾝﾀｰ　　内科・臨床研究部
神奈川県 医療法人金沢内科ｸﾘﾆｯｸ　みなとみらいｸﾘﾆｯｸ　　内科
神奈川県 昭和大学　藤が丘病院　　内科内分泌代謝

☆ 神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院　　内分泌・糖尿病・動脈硬化内科
神奈川県 横浜関内わだｸﾘﾆｯｸ　　内科・外科

☆ 神奈川県 国家公務員共済組合連合会�横浜栄共済病院　　代謝内分泌内科

全国学会認定専門医施設

※ニュースレター　2014年1月発行　第27号の改訂版

下記に、改訂版を掲載申しあげます。新規施設名には☆をつけております。また、更新されてい
ない施設を掲載しておりましたので未掲載とし、施設名称も更新いたしております。

本年1月に発行いたしましたニュースレター第27号に、「全国認定専門医施設」リストを掲載して
おります。その中に、2013年12月に新しく認定されました施設名が、事務局の誤りにて掲載でき
ておりませんでした。
関係の先生方にはご迷惑をおかけいたしました、深くお詫び申しあげます。

(2013年12月現在　189施設）



神奈川県 恩賜財団済生会 横浜市南部病院　　外科
東京都 医療法人　赤須医院　　内科
東京都 飯高医院　　内科（内分泌代謝科）
東京都 医療法人生全会　池袋病院　　内科・外科・甲状腺専門外来
東京都 伊藤病院　　内科・外科・放射線科
東京都 青梅市立総合病院　　内分泌糖尿病内科
東京都 医療法人社団　金地病院　　内科・外科
東京都 公益財団法人　がん研究会　有明病院　　頭頸科　

☆ 東京都 甲状腺のｸﾘﾆｯｸ 若松河田　　甲状腺内科
東京都 医療法人財団鎮目記念会　鎮目記念ｸﾘﾆｯｸ　　内科
東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院　　糖尿病・内分泌内科
東京都 公立昭和病院　　内分泌・代謝内科

☆ 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院　　糖尿病・内分泌・代謝内科
東京都 東京医科大学病院　　糖尿病代謝内分泌内科
東京都 東京女子医科大学病院　　高血圧・内分泌内科
東京都 東京大学医学部附属病院　　腎臓内分泌内科
東京都 東邦大学医療ｾﾝﾀｰ　大森病院　　糖尿病・代謝・内分泌ｾﾝﾀｰ
東京都 虎の門小澤ｸﾘﾆｯｸ　　内科　内分泌内科
東京都 虎の門病院　　内分泌代謝科
東京都 日本医科大学付属病院　　内分泌外科
東京都 伴　内科ｸﾘﾆｯｸ　　内分泌・代謝科
東京都 公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院　　内科
東京都 がん・感染症ｾﾝﾀｰ都立駒込病院　　糖尿病・内分泌内科
長野県 社会医療法人慈泉会　相澤病院　　内分泌科
長野県 市川内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科
長野県 医療法人　ささき医院　　内科・外科
長野県 長野県厚生連　長野松代総合病院　　外科
長野県 丸山ｸﾘﾆｯｸ　　
山梨県 塩山市民病院　　内分泌内科
山梨県 社会保険　山梨病院　　内分泌・代謝内科
新潟県 新潟県厚生連　柏崎総合医療ｾﾝﾀｰ　　内科
新潟県 筒井内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科
静岡県 石垣甲状腺ｸﾘﾆｯｸ　　外科・内科
静岡県 北原内科医院　　内分泌内科
静岡県 小松ｸﾘﾆｯｸ　　内科・内分泌代謝内科・甲状腺科
静岡県 社会保険　桜ヶ丘総合病院　　甲状腺科

静岡県
医療法人 社団白鳥下村会 白鳥内科ｸﾘﾆｯｸ
内科，糖尿病・内分泌・代謝内科，ﾘｳﾏﾁ科

静岡県 西岸ｽｽﾞｷｸﾘﾆｯｸ　　内科
静岡県 聖隷浜松病院　　内分泌内科
静岡県 東泉ｸﾘﾆｯｸ　　外科・内分泌内科
静岡県 浜松医科大学医学部附属病院　　第二内科
静岡県 浜松医療ｾﾝﾀｰ　　内分泌代謝内科
愛知県 愛知県厚生農業協同組合 連合会豊田厚生病院　　内分泌・代謝内科
愛知県 愛知医科大学病院　　内分泌・代謝内科
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院　　内分泌糖尿病内科
愛知県 一宮市立市民病院　　糖尿病・内分泌内科
愛知県 稲沢市民病院　　内科
愛知県 医療法人社団 甲仁会 大須診療所　　
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　江南厚生病院　　内分泌糖尿病内科
愛知県 知多市民病院　　内科
愛知県 社会保険　中京病院　　内分泌代謝科
愛知県 なかやまｸﾘﾆｯｸ　　内科
愛知県 国立病院機構　名古屋医療ｾﾝﾀｰ　　糖尿病・内分泌内科

☆ 愛知県 名古屋市立西部医療ｾﾝﾀｰ　　内分泌・糖尿病内科
愛知県 名古屋第一赤十字病院　　内分泌内科
愛知県 名古屋大学医学部附属病院　　糖尿病・内分泌内科
愛知県 名古屋第二赤十字病院　　糖尿病・内分泌内科
愛知県 藤田保健衛生大学病院　　内分泌代謝内科



愛知県 みうら内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科・糖尿病内科・内分泌内科
愛知県 名鉄病院　　内分泌・代謝内科
三重県 市立四日市病院　　外科

☆ 岐阜県 朝日大学歯学部附属�村上記念病院　　糖尿病・内分泌科
岐阜県 岐阜赤十字病院　　甲状腺・糖尿病内科
石川県 浅ノ川総合病院　　内科
石川県 石川県立中央病院　　糖尿病・内分泌内科

☆ 石川県 金沢大学附属病院　　内分泌代謝内科
☆ 石川県 公立能登総合病院　　内科　甲状腺専門外来

石川県 公立松任石川中央病院　　甲状腺診療科
福井県 杉田玄白記念　公立小浜病院　　内科
富山県 かみいち総合病院　　内科・糖尿病ｾﾝﾀｰ
京都府 医療法人社団東朋会　東内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科
京都府 社会福祉法人　宇治病院　　内科

京都府
独立行政法人国立病院機構　京都医療ｾﾝﾀｰ
内分泌・代謝内科（内分泌・甲状腺・高血圧ｾﾝﾀｰ）

京都府 地方独立行政法人 京都市立病院機構 京都市立病院　　内分泌内科
京都府 京都大学医学部附属病院　　糖尿病・内分泌・栄養内科
京都府 医療法人社団 須川医院 須川ｸﾘﾆｯｸ　　内科
京都府 公立南丹病院　　内分泌内科
兵庫県 医療法人愛光会　井上内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科

☆ 兵庫県 くぼたｸﾘﾆｯｸ　　内分泌内科
兵庫県 隈病院　　内科・外科
兵庫県 神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院　　糖尿病内分泌内科
兵庫県 夙川ささきｸﾘﾆｯｸ　　内科・内分泌代謝内科
兵庫県 兵庫県立加古川医療ｾﾝﾀｰ　　糖尿病・内分泌内科
大阪府 朝川内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科
大阪府 大阪医科大学附属病院　　糖尿病代謝・内分泌内科

☆ 大阪府 大阪警察病院　　内分泌外科
大阪府 大阪大学医学部附属病院　　内分泌・代謝内科

大阪府
地方独立行政法人　大阪府立病院機構 大阪府立急性期・総合医療ｾﾝﾀｰ
耳鼻咽喉・頭頸部外科

大阪府 森甲状腺会　奥田内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科
大阪府 関西医科大学附属　滝井病院　　循環器腎内分泌代謝内科
大阪府 関西医科大学附属枚方病院　　循環器 腎 内分泌代謝 内科
大阪府 医療法人阪急共栄会　北阪急ﾋﾞﾙ診療所　　内科
大阪府 近畿大学医学部　堺病院　　内分泌・代謝・糖尿病内科
大阪府 近畿大学医学部附属病院　　内分泌・代謝・糖尿病内科
大阪府 市立枚方市民病院　　内科
大阪府 すみれｸﾘﾆｯｸ　　
大阪府 すみれ病院　　甲状腺内科
大阪府 高松内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科（甲状腺）
大阪府 社会医療法人愛仁会　千船病院　　内科
大阪府 馬場内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科

和歌山県
公立大学法人　和歌山県立医科大学
内科学第一講座（糖尿病・内分泌・代謝内科）

岡山県 独立行政法人　国立病院機構　岡山医療ｾﾝﾀｰ　　総合診療科・内分泌科
☆ 岡山県 総合病院 岡山市立市民病院　　内科（内分泌代謝内科）

岡山県 岡山大学病院　　腎臓・糖尿病・内分泌内科/内分泌ｾﾝﾀｰ/総合内科
岡山県 倉敷中央病院　　内分泌代謝・ﾘｳﾏﾁ内科
鳥取県 鳥取市立病院　　総合診療科
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院　　内分泌代謝内科
島根県 島根大学医学部附属病院　　内分泌代謝内科
島根県 医療法人　大学前のつ内科ｸﾘﾆｯｸ　　内科
愛媛県 愛媛大学医学部附属病院　　第三内科
愛媛県 市立宇和島病院　　内科
愛媛県 市立大洲病院　　内科
高知県 高知大学医学部附属病院　　内科（内分泌代謝・腎臓）
高知県 特定医療法人　仁生会　細木病院　　糖尿病・内分泌内科



徳島県 社会医療法人川島会 川島病院　　内科（糖尿病・甲状腺）
徳島県 医療法人 倚山会 田岡病院　　乳腺甲状腺科
香川県 さぬき市民病院　　内科
香川県 社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院　　内科
香川県 高松赤十字病院　　内分泌代謝内科
福岡県 久留米大学病院　　内分泌代謝内科

☆ 福岡県 産業医科大学病院　　膠原病ﾘｳﾏﾁ内科�内分泌代謝糖尿病内科
福岡県 社会医療法人 雪の聖母会　聖ﾏﾘｱ病院　　糖尿病内分泌内科
福岡県 社会医療法人共愛会　戸畑共立病院　　内分泌代謝内科
福岡県 白十字病院　　内分泌科
福岡県 福岡赤十字病院　　内分泌内科
福岡県 福岡徳洲会病院　　心療内科
福岡県 ふじひら内科医院　　内科
福岡県 二田哲博ｸﾘﾆｯｸ姪浜　　内分泌内科・代謝内科・糖尿病内科・内科

☆ 福岡県 二田哲博ｸﾘﾆｯｸ天神　　内分泌内科・代謝内科・糖尿病内科・内科
福岡県 医療法人 福甲会 やましたｸﾘﾆｯｸ　　内科 外科
佐賀県 医療法人 仁和会 小池病院　　外科・内科

☆ 佐賀県 独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院　　代謝内科
長崎県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 済生会長崎病院　　内分泌代謝内科
長崎県 長崎大学病院　　内分泌・代謝内科
大分県 野口病院　　外科・内科
熊本県 田尻ｸﾘﾆｯｸ　　内科
宮崎県 社会医療法人同心会　古賀駅前ｸﾘﾆｯｸ　　内科
宮崎県 社会医療法人同心会　古賀総合病院　　内科
宮崎県 社団法人延岡市医師会　延岡市医師会病院　　内科
宮崎県 宮崎大学医学部附属病院　　第三内科
鹿児島県 社会医療法人 博愛会 さがら女性ｸﾘﾆｯｸ　　婦人科・内分泌内科・女性内科

☆ 沖縄県 名嘉村ｸﾘﾆｯｸ　　糖尿病・甲状腺ｾﾝﾀｰ
沖縄県 琉球大学医学部附属病院　　第二内科


