
《滋賀県》

医療法人社団美松会甲西中央クリニック 520-3234 湖南市中央2丁目125 環　愼二

医療法人華頂会 琵琶湖養育院病院 520-2144 大津市大萱7丁目7番2号 髙橋　伯夫

近江八幡市立総合医療センター 523-0082 近江八幡市土田町1379番地 瀬川　裕佳

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 和田　厚幸

大津赤十字病院 520-8511 大津市 長等1丁目1-35 小西　孝

独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 520-0846 大津市富士見台16-1 松井　俊樹

《京都府》

(財)京都工場保健会 604-8472 京都市中京区西ノ京北壺井町67 中村　和恵

まつもと内科クリニック 606-0033 京都市左京区岩倉南四ノ坪町61 松本　早苗

医療法人八田内科医院 606-8084 京都市左京区修学院薬師堂町4 八田　告

竹中医院 602-8158 京都市上京区丸太町通千本東入中務町491-29 竹中　健

特定医療法人桃仁会病院付属診療所 612-8024 京都市伏見区桃山町根来16番地 西村　眞人

仏光寺診療所 600-8074 京都市下京区東前町398 小西　正則

医療法人医仁会 武田総合病院 601-1495 京都市伏見区石田森南町28-1 成瀬　光栄

医療法人社団石鎚会 京都田辺中央病院 610-0334 京田辺市田辺中央六丁目1番地6 山田　浩之

京都市立病院 604-8845 京都市中京区壬生東高田町1-2 小松　弥郷

京都第一赤十字病院 605-0981 京都市東山区本町15-749 加藤　拓

京都中部総合医療センター 629-0197 船井郡八木町大字八木小字上野25 辰巳　哲也

京都民医連中央病院 604-8453 京都市中京区西ノ京春日町16-1 上山　敬直

康生会武田病院 健診センター 600-8216 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町608 日本生命京都三哲ビル3F 桝田　出

国立病院機構京都医療センター 612-8555 京都市伏見区深草向畑町1-1 瀬田　公一

国立病院機構京都医療センター 612-8555 京都市伏見区深草向畑町1-1 立木　美香

済生会京都府病院 617-0814 長岡京市今里南平尾8済生会京都府病院 上野　里紗

社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 615-8256 京都市西京区山田平尾町17番 朴　貴典

蘇生会総合病院 612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町101 村上　省吾

京都大学大学院医学研究科 606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 横井　秀基

京都府立医科大学 602-8566 京都市上京区梶井町465 草場　哲郎

京都府立医科大学 602-8566 京都市上京区梶井町465 玉垣　圭一

京都府立医科大学 602-8566 京都市上京区梶井町465 山下　紀行

京都府立医科大学附属病院 602-8566 京都市上京区梶井町465 石田　良

京都薬科大学 607-8412 京都市山科区御陵四丁野町1 中田　徹男

国立大学法人京都工芸繊維大学 606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町1 荒井　宏司

武田　和夫

《大阪府》

かい内科クリニック 589-0023 大阪狭山市大野台6丁目1-3 甲斐　達也

かみたにクリニック 593-8301 堺市上野芝町1-25-16 神谷　敦

ふくながクリニック 560-0003 豊中市東豊中町5-35-32 福永　恵

よしかクリニック 533-0012 大阪市東淀川区大道南3丁目14-4 吉賀　正亨

医療法人 友絆 平野けいじんクリニック 547-0013 大阪市平野区長吉長原東3-2-20 古松　慶之

医療法人七ふく会 七ふくハートクリニック 571-0027 門真市五月田町38-12ナカニシビル 山本　克浩

医療法人社団ゆみの のぞみハートクリニック 532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36新大阪トラストタワー1階 岡田　健一郎

横山スマイル内科クリニック 562-0023 箕面市粟生間谷西3-7-7 横山　建二

岸本内科クリニック 599-8127 堺市東区北野田981-3 岸本　典子

香里ヶ丘大谷ハートクリニック 573-0084 枚方市香里ヶ丘6丁目8番 大谷　肇

佐久間医院 556-0005 大阪市浪速区日本橋4-2-10 佐久間　孝雄

山下クリニック 587-0051 堺市美原区北余部58-6 中村　泰浩

社会医療法人頌徳会 日野クリニック 599-8272 堺市中区深井中町1248 今野　雄介

住友ビルディング診療所 541-0041 大阪市中央区北浜4-5-33住友ビルディング12F 平岡　久豊

小川医院 595-0021 泉大津市東豊中町1丁目5-55 サンストア府中2階 小川　喜久

小林医院 581-0087 八尾市明美町1-4-26 小林　芳樹

深江クリニック 537-0002 大阪市東成区深江南3-22-13布施口ビル2階 中村　敏子
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藤井寺敬任会クリニック 583-0036 藤井寺市恵美坂1-2-3 山原　英樹

富田内科医院 590-0941 堺市堺区材木町西3丁1-28 冨田　奈留也

りんくう総合医療センター 598-0048 泉佐野市りんくう往来北2-23 村津　淳

医誠会病院 533-0022 大阪市東淀川区菅原6丁目2-25 外山　康之

医療法人医進会 高石加茂病院 592-0012 高石市西取石3-23-17 泉　康雄

医療法人淳康会 堺近森病院 590-0004 堺市堺区北清水町2丁4-1 駒井　則夫

医療法人藤井会 石切生喜病院 579-8026 東大阪市弥生町18-28 今西　政仁

一般財団法人住友病院 530-0005 大阪市北区中之島5-3-20 森島　淳之

関西メディカル病院 560-0083 豊中市新千里西町1丁目1番7-2 大塚　篤弘

岸和田徳州会病院 596-8522 岸和田市加守町4-27-1 横井　良明

岸和田徳洲会病院 596-8522 岸和田市加守町4丁目27-1 藤原　昌彦

公益財団法人浅香山病院 590-0018 堺市堺区今池町3-3-16 田原　旭

国立循環器病研究センター 564-8565 吹田市岸部新町6-1 岸田　真嗣

国立循環器病研究センター 564-8565 吹田市岸部新町6-1 豊田　一則

国立循環器病研究センター 564-8565 吹田市岸部新町6-1 吉原　史樹

国立循環器病研究センター研究所 565-8565 吹田市藤白台5-7-1 佐田　悠輔

財団法人住友病院 530-0005 大阪市北区中之島5-3-20 阪口　勝彦

阪和第一泉北病院 590-0106 堺市南区豊田1588-1 佐伯　集一

市立東大阪医療センター 578-8588 東大阪市西岩田三丁目4番5号 鷹野　譲

市立豊中病院 560-8565 豊中市柴原町4丁目14-1 中川　理

耳原総合病院 590-8505 堺市堺区協和町4-465 橋本　朋美

社会医療法人 景岳会 南大阪病院 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1-18-18 中島　大成

社会医療法人 景岳会 南大阪病院 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1-18-18 宮越　一穂

生長会 府中病院 594-0076 和泉市肥子町1-10-17 田口　晴之

生長会 府中病院 594-0076 和泉市肥子町1-10-17 花谷　彰久

青葉丘病院 589-0004 大阪狭山市東池尻1丁目2198番地1 青田　泰子

石切生喜病院 579-8026 東大阪市弥生町18-28 堀尾　武史

大阪急性期総合医療センタ- 558-8558 大阪市住吉区万代東3-1-56 林　晃正

大阪暁明館病院 554-0012 大阪市此花区西九条5丁目4-8 小松　誠

大阪暁明館病院 554-0012 大阪市此花区西九条5丁目4-8 千原　由佳菜

大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22 北林　千津子

大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22 小西　啓夫

大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22 森川　貴

大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22 山崎　大輔

大阪府済生会 新泉南病院 590-0535 泉南市りんくう南浜3番7 馬場　章

大阪府済生会千里病院 565-0862 吹田市津雲台1-1-6 土井　泰治

大阪府済生会泉尾病院 551-0032 大阪市大正区北村3-4-5 秋田　雄三

大阪府済生会泉尾病院 551-0032 大阪市大正区北村3-4-5 岸本　菜央

大阪府済生会泉尾病院 551-0032 大阪市大正区北村3-4-5 森　泰清

大阪府済生会野江病院 573-0001 大阪市城東区古市1-3-25 胡内　一郎

大阪労災病院 591-8025 堺市北区長曽根町1179-3 楽木　宏実

池田回生病院 563-0053 池田市建石町8-47 金井　秀行

特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 530-0001 大阪市北区梅田2-4-32 岩倉　克臣

特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 530-0001 大阪市北区梅田2-4-32 藤井　謙司

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 586-8521 河内長野市木戸東町2-1 長谷川　新治

日本生命済生会日本生命病院 550-0006 西区江之子島2丁目1-54 宇津　貴

日本生命病院 550-0006 大阪市西区江之子島2-1-54 中川　厚

八尾徳洲会総合病院 581-0011 八尾市若草町1-17 石橋　里江子

枚方公済病院 573-0153 枚方市藤阪東町1-2-1 今牧　博貴

淀川キリスト教病院 533-0032 大阪市東淀川区淡路2-9-26 田中　康史

淀川キリスト教病院 533-0024 大阪市柴島1-7-50 吉田　俊子

竜間リハビリテーション病院 574-0012 大東市龍間1580 錦見　俊雄

関西医科大学 573-1010 枚方市新町2-5-1 竹花　一哉

関西医科大学 573-1010 枚方市新町2-5-1 谷山　佳弘

関西医科大学 573-1010 枚方市新町2-5-1 人見　浩史

関西医科大学香里病院 572-8551 寝屋川市香里本通町8-45 岩嶋　義雄

関西医科大学第2内科 570-0074 守口市文園町10-15 朴　幸男

近畿大学医学部 589-8511 大阪狭山市大野東377-2 有馬　秀二



近畿大学医学部 589-8511 大阪狭山市大野東377-2 中谷　嘉寿

近畿大学病院 589-8511 大阪狭山市大野東377-2 大槻　俊輔

大阪医科大学 569-8686 高槻市大学町7-20 石坂　信和

大阪医科薬科大学 569-8686 高槻市大学町2-7 森　龍彦

大阪公立大学大学院医学研究科 545-8585 大阪市阿倍野区旭町1-4-3 泉家　康宏

大阪大学 保健センター 560-0043 豊中市待兼山町1-17 守山　敏樹

大阪大学医学部 565-0871 吹田市山田丘2-2・B6 山本　浩一

大阪大学医学部付属病院 565-0871 吹田市山田丘2-15 野里　聡子

大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2-2 野里　陽一

大阪大学大学院医学系研究科 565-0871 吹田市山田丘2-2 赤坂　憲

大阪大学大学院医学系研究科 565-0871 吹田市山田丘2-2 猪阪　善隆

大阪大学大学院医学系研究科 565-0871 吹田市山田丘1-7 神出　計

大阪大学大学院医学系研究科 565-0871 吹田市山田丘2-2 河合　達男

大阪大学大学院医学系研究科 565-0871 吹田市山田丘2-2 坂田　泰史

大阪大学大学院医学系研究科 565-0871 吹田市山田丘2-2 B6 鷹見　洋一

大阪大学大学院医学系研究科 565-0871 吹田市山田丘2-2 谷山　義明

関西医療大学 590-0482 泉南郡熊取町若葉2丁目11-1 津田　和志

相愛大学 559-0033 大阪市住之江区南港中4丁目4-1 林　哲也

大阪教育大学 582-8582 柏原市旭ヶ丘4-698-1 松本　鉄也

大阪歯科大学 540-0008 大阪市中央区大手前1-5-17 楠　博

老人保健施設ベルアルト 590-0064 堺市堺区南安井町3-1-1 柳　志郎

－ － － 舛尾　和子

《兵庫県》

おかだ内科クリニック 651-1145 神戸市北区惣山町1丁目7-3 岡田　雅邦

おばた内科・糖尿病クリニック 678-0226 赤穂市さつき町12-8 小畑　利之

かじや循環器内科 670-0902 姫路市白銀町36-1 中ノ門シャポービル3F 梶谷　定志

くればやし内科 663-8024 西宮市薬師町2-56クリニックステーション西宮北口1F 紅林　昌吾

けやきクリニック 669-3316 丹波市柏原町鴨野346-1 上山　知己

医療法人社団勝谷医院 660-0052 尼崎市七松町2-17-21 勝谷　友宏

一幡・馬場クリニック 662-0922 西宮市東町1-4-3 馬場　俊六

中山寺いまいクリニック 665-0861 宝塚市中山寺2-8-18 今井　圓裕

尼崎永仁会クリニック 660-0861 尼崎市御園町3-3 小野　孝彦

JCHO神戸中央病院 651-1145 神戸市北区惣山町2-1-1 亀崎　通嗣

医療法人社団一陽会 服部病院 673-0413 三木市大塚218-3 粟野　孝次郎

加古川中央市民病院 675-8611 加古川市加古川町本町439番地 白木　里織

光風会長久病院 671-1152 姫路市広畑区小松町2-66-1 岩坂　潤二

公立学校共済組合近畿中央病院 664-8533 伊丹市車塚3-1 和泉　匡洋

公立豊岡病院組合日高医療センター 669-5392 豊岡市日高町岩中81 田中　愼一郎

公立豊岡病院組合立 豊岡病院 668-0065 豊岡市戸牧1094 岸本　一郎

三菱神戸病院 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通6-1-34 松本　健

市立芦屋病院 659-8502 芦屋市朝日ヶ丘町39番1号 伊阪　大二

市立伊丹病院 664-8540 伊丹市昆陽池1丁目100番地 伊東　範尚

市立伊丹病院 664-8540 伊丹市昆陽池1丁目100番地 中村　好男

晋真会ベリタス病院 666-0125 川西市新田1-2-23 辻本　充

神戸海星病院 657-0068 神戸市灘区篠原北町3丁目11番15号 井上　信孝

神戸赤十字病院 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番1号 土井　智文

神戸労災病院 651-0053 神戸市中央区籠池通4-1-23 佐藤　稔

神戸労災病院 651-0053 神戸市中央区籠池通4-1-23 野中　英美

神鋼記念病院 651-0072 神戸市中央区脇浜町1-4-47 亀村　幸平

西宮市立中央病院 663-8014 西宮市林田町8-24 南都　伸介

赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広1090 大橋　佳隆

赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広1090 高原　典子

川西市立総合医療センター 666-0017 川西市火打1丁目4番1号 中川　雄介

東宝塚さとう病院 665-0873 宝塚市長尾町2-1 滝内　伸

独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター 654-0155 神戸市須磨区西落合3丁目1番1号 三輪　陽一

尼崎中央病院 661-0976 尼崎市潮江1丁目12番1号 安村　良男

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 岩田　幸代



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 佐藤　幸人

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 竹岡　浩也

兵庫県立尼崎総合医療センター 660-0892 尼崎市東難波町2-17-77 田中　麻理

龍野中央病院 679-4121 たつの市龍野町島田667龍野中央病院 藤井　隆

神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2 河野　圭志

神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2 杜　隆嗣

神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2 藤井　秀毅

神戸大学大学院医学研究科 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1 坂口　一彦

兵庫医科大学 650-8530 神戸市中央区港島1丁目3番6 辻野　健

兵庫医科大学 663-8501 西宮市武庫川町1-1 長澤　康行

兵庫医科大学 663-8501 西宮市武庫川町1-1 蓮池　由起子

兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町1-1 内藤　由朗

(公財)兵庫予防医学協会 652-0897 神戸市兵庫区駅南通5-1-2-300 平田　結喜緒

神戸学院大学栄養学部栄養学科 651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 藤岡　由夫

神戸薬科大学 658-8558 神戸市東灘区本山北町4-19-1 江本　憲昭

清元ひでやす事務所 672-8048 姫路市飾磨区三宅1丁目192番田中興産ビル4階 清元　秀泰

《奈良県》

そめかわクリニック 内科・循環器内科 631-0013 奈良市中山町西4-456-1 TSビル201 染川　智

医療法人康仁会西の京病院 630-8041 奈良市六条町102-1 齊藤　精久

医療法人社団松下会東生駒病院 630-0212 生駒市辻町4-1 辻本　伸宏

医療法人藤井会 香芝生喜病院 639-0252 香芝市穴虫3300番地3 笠行　典章

松下会 白庭病院 630-0136 生駒市白庭台6丁目10番1号 横田　良司

独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター 636-0802 生駒郡三郷町三室1-14-16 土肥　直文

独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター 636-0802 生駒郡三郷町三室1-14-16 中井　健仁

奈良県総合リハビリテーションセンター 636-0393 磯城郡田原本町大字多722 佐々木　理恵

南奈良総合医療センター 638-8551 奈良県吉野郡大淀町大字福神8番1 川野　貴弘

奈良県立医科大学 634-8522 橿原市四条町840 斎藤　能彦

奈良県立医科大学 634-0813 橿原市四条町840 中川　仁

奈良県健康づくりセンター 636-0302 磯城郡田原本町宮古404-7 山野　繁

《和歌山県》

医療法人 吉川内科循環器科 642-0028 海南市幡川185-1 吉川　博之

上富田クリニック 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来1407-1 中村　信男

島循環器・内科 640-8136 和歌山市堀止東1-2-27 島　廣樹

医療法人誠佑記念病院 649-6335 和歌山市西田井391 藤原　節子

海南医療センター 642-0002 海南市日方1522番地1 豊田　康誠

角谷リハビリテーション病院 640-8344 和歌山市納定10-1 有田　幹雄

橋本市民病院 648-0005 橋本市小峰台2丁目8-1 山本　勝廣

南和歌山医療センター 646-8558 田辺市たきない町27-1 橋爪　俊和

和歌山県立医科大学 640-8033 和歌山市本町2丁目1番地 フォルテワジマ5F 羽野　卓三

和歌山県立医科大学 641-0011 和歌山市三葛580 水越　正人


