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茨城県 総合病院 土浦協同病院 代謝・内分泌内科 300-0028 土浦市真鍋新町11-7

茨城県 筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科 305-8576 つくば市天久保2-1-1

茨城県 筑波大学附属病院水戸地域医療教育ｾﾝﾀｰ/総合病院水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科 310-0015 水戸市宮町3-2-7

栃木県 獨協医科大学病院 内分泌代謝内科 321-0293 下都賀郡壬生町北小林880番地

栃木県 済生会宇都宮病院 糖尿病・内分泌内科 321-0974 宇都宮市竹林町911-1

栃木県 獨協医科大学日光医療センター 糖尿病・内分泌内科 321-2593 日光市高徳632番地

栃木県 上都賀総合病院 内分泌代謝内科 322-8550 鹿沼市下田町1-1033

栃木県 佐野厚生総合病院 内科 327-8511 佐野市堀米町1728

栃木県 自治医科大学附属病院 内分泌代謝科 329-0498 下野市薬師寺3311番地の1

栃木県 獨協医科大学病院 小児科 321-0293 下都賀郡壬生町北小林880

栃木県 済生会宇都宮病院 小児科 321-0974 宇都宮市竹林町911-1

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

群馬県 医療法人社団日高会 日高病院 糖尿病内分泌内科 370-0001 高崎市中尾町886

群馬県 独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター 内分泌・代謝内科 370-0829 高崎市高松町36番地

群馬県 公立富岡総合病院 内科 370-2393 富岡市富岡2073-1

群馬県 前橋赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 371-0811 前橋市朝倉町389-1

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

群馬県 SUBARU健康保険組合 太田記念病院 小児科 373-8585 太田市大島町455-1

群馬県 群馬大学医学部附属病院 産科婦人科 371-8511 前橋市昭和町3-39-15

群馬県 群馬大学医学部附属病院 脳神経外科 371-8511 前橋市昭和町3-39-22

埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847

埼玉県 済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科 332-8558 川口市西川口5-11-5

埼玉県 西部総合病院 糖尿病・内分泌内科 338-0824 さいたま市桜区上大久保884

埼玉県 草加市立病院 内分泌・代謝内科 340-8560 草加市草加2丁目21番1号

埼玉県 みさと健和病院 内分泌代謝科 341-8555 三郷市鷹野4-494-1

埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科 343-8555 越谷市南越谷2-1-50

埼玉県 秀和総合病院 内分泌・糖尿病内科 344-0035 春日部市谷原新田1200

埼玉県 埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

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 350-8550 川越市鴨田1981

埼玉県 医療法人社団 明芳会 イムス三芳総合病院 内分泌代謝内科 354-0041 入間郡三芳町藤久保974-3

埼玉県 防衛医科大学校病院 総合臨床部/内分泌代謝内科 359-8513 所沢市並木3-2

埼玉県 北里大学メディカルセンター 内分泌代謝内科 364-8501 北本市荒井6-100

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

埼玉県 さいたま市立病院 小児科 336-8522 さいたま市緑区三室2460番地

埼玉県 埼玉医科大学病院 小児科 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

千葉県 医療法人社団 誠馨会 千葉メディカルセンター 内科 糖尿病内分泌代謝科 260-0842 千葉市中央区南町1-11-12

千葉県 千葉市立青葉病院 内科 260-0852 千葉市中央区青葉町1273-2

千葉県 千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1

千葉県 国立病院機構 千葉東病院 糖尿病･内分泌内科 260-8712 千葉市中央区仁戸名町673

千葉県 新松戸中央総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科 270-0034 松戸市新松戸1-380

千葉県 日本医科大学千葉北総病院 糖尿病・内分泌代謝内科 270-1694 印西市鎌苅1715

千葉県 松戸市立総合医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科 270-2296 松戸市千駄堀993-1

千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 277-8567 柏市柏下163番地1

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 糖尿病・内分泌内科 279-0021 浦安市富岡2丁目1番1号

千葉県 成田赤十字病院 内科 286-8523 成田市飯田町90-1

千葉県 総合病院 国保旭中央病院 内科 289-2511 旭市イの1326番地

千葉県 千葉労災病院 糖尿病・内分泌内科 290-0003 市原市辰巳台東2-16

千葉県 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 糖尿病内分泌内科 296-8602 鴨川市東町929番地

千葉県 いすみ医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科 298-0123 いすみ市苅谷1177

千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 第三内科 299-0111 市原市姉崎3426-3

千葉県 千葉大学医学部附属病院 小児科 260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1

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

千葉県 東京歯科大学市川総合病院 小児科 272-8513 市川市菅野5-11-13

千葉県 国保直営総合病院 君津中央病院 小児科 292-8535 木更津市桜井1010

千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 小児科 299-0111 市原市姉崎3426-3

千葉県 千葉大学医学部附属病院 婦人科・周産期母性科 260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1

千葉県 千葉大学医学部附属病院 脳神経外科 260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1

東京都 日本大学病院 内科 101-8309 千代田区神田駿河台1-6

東京都 三井記念病院 内分泌内科 101-8643 千代田区神田和泉町1番地

東京都 東京逓信病院 内分泌・代謝内科 102-8798 千代田区富士見2-14-23

東京都 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 内分泌代謝科 104-8560 中央区明石町9-1
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東京都 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 内分泌代謝科 105-8470 港区虎ノ門2-2-2

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 105-8471 港区西新橋3-19-18

東京都 東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科 108-0073 港区三田1-4-17

東京都 国際医療福祉大学 三田病院 内科（糖尿病・内分泌内科） 108-8329 港区三田1-4-3

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 113-8431 文京区本郷3-1-3

東京都 東京医科歯科大学病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 113-8519 文京区湯島1-5-45

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

東京都 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 113-8655 文京区本郷7-3-1

東京都 金地病院 内科 114-0015 北区中里1-5-6

東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院  内分泌代謝科 130-8575 墨田区江東橋4-23-15

東京都 日本私立学校振興共済事業団 東京臨海病院 糖尿病内科 134-0086 江戸川区臨海町1-4-2

東京都 昭和大学江東豊洲病院 糖尿病代謝内分泌内科 135-8577 江東区豊洲5-1-38

東京都 NTT東日本関東病院 糖尿病・内分泌内科 141-8625 品川区東五反田5-9-22

東京都 昭和大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 142-8666 品川区旗の台1丁目5番8号

東京都 独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災病院 糖尿病・内分泌内科 143-0013 大田区大森南4-13-21

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 143-8541 大田区大森西6-11-1

東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立広尾病院 糖尿病内分泌科 150-0013 渋谷区恵比寿2-34-10

東京都 伊藤病院 内科 150-8308 渋谷区神宮前4-3-6

東京都 日本赤十字社医療センター 糖尿病内分泌科 150-8935 渋谷区広尾4-1-22

東京都 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 内分泌代謝科 153-0051 目黒区上目黒5-33-12

東京都 東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 153-8515 目黒区大橋2-22-36

東京都 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 153-8934 目黒区中目黒2-3-8

東京都 研究開発法人国立成育医療研究センター病院 周産期・母性診療センター母性内科 157-8535 世田谷区大蔵2-10-1

東京都 公立学校共済組合 関東中央病院 糖尿病・内分泌内科 158-8531 世田谷区上用賀6-25-１

東京都 東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 160-0023 新宿区西新宿6丁目7番1号

東京都 慶應義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科 160-8582 新宿区信濃町35

東京都 JCHO東京新宿メディカルセンター 内科 162-8543 新宿区津久戸町5-1

東京都 国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科 162-8655 新宿区戸山1-21-1

東京都 東京女子医科大学病院 内分泌内科/高血圧・内分泌内科 162-8666 新宿区河田町8-1

東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立豊島病院 内分泌代謝内科 173-0015 板橋区栄町33-1

東京都 東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科 173-0015 板橋区栄町35-2

東京都 帝京大学医学部附属病院 内科 173-8605 板橋区加賀2-11-1

東京都 日本大学医学部附属板橋病院 腎臓高血圧内分泌内科 173-8610 板橋区大谷口上町30-1

東京都 武蔵野赤十字病院 内分泌代謝科 180-8610 武蔵野市境南町1-26-1

東京都 杏林大学医学部付属病院 第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 181-8611 三鷹市新川6-20-2

東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療ｾﾝﾀｰ 内分泌代謝内科 183-8524 府中市武蔵台2-8-29

東京都 公立昭和病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 187-8510 小平市花小金井8-1-1

東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩北部医療センター 内分泌・代謝内科 189-8511 東村山市青葉町1-7-1

東京都 国家公務員共済組合連合会 立川病院 糖尿病・内分泌代謝内科 190-8531 立川市錦町4-2-22

東京都 東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科 193-0998 八王子市館町1163

東京都 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 小児科 105-8470 港区虎ノ門2-2-2

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 小児科 105-8471 港区西新橋3-19-18

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科・思春期科 113-8431 文京区本郷3-1-3

東京都 東京医科歯科大学病院 小児科 113-8519 文京区湯島1-5-45

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

東京都 昭和大学病院 小児科 142-8666 品川区旗の台1-5-8

東京都 東邦大学医療センター大森病院 小児科 143-8541 大田区大森西6-11-1

東京都 国立成育医療研究センター 内分泌代謝科 157-8535 世田谷区大蔵2-10-1

東京都 慶應義塾大学病院 小児科 160-8582 新宿区信濃町35

東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科 183-8561 府中市武蔵台2-8-29

東京都 東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 113-8655 文京区本郷7-3-1

東京都 昭和大学病院 産婦人科 142-8666 品川区旗の台１-5-8

東京都 東邦大学医療センター大森病院 産婦人科 143-8541 大田区大森西6-11-1

東京都 東京医科大学病院 産科・婦人科 160-0023 新宿区西新宿6-7-1

東京都 虎の門病院 間脳下垂体外科 105-8470 港区虎ノ門2-2-2

東京都 日本医科大学付属病院 脳神経外科 113-8603 文京区千駄木1-1-5

東京都 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 間脳下垂体センター 134-0081 江戸川区北葛西4-3-1

東京都 日本大学医学部附属板橋病院 脳神経外科 173-8610 板橋区大谷口上町30-1

東京都 高島平中央総合病院 脳神経外科 175-0082 板橋区高島平1-73-1　

神奈川県 川崎市立 川崎病院 病態栄養治療部・糖尿病内科・内分泌内科 210-0013 川崎市川崎区新川通12-1

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 211-8533 川崎市中原区小杉町1-396
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神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院 第四内科 213-8507 川崎市高津区二子5-1-1

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科 216-8511 川崎市宮前区菅生2丁目16番1号

神奈川県 神奈川県警友会 けいゆう病院 糖尿病・内分泌内科 220-8521 横浜市西区みなとみらい3-7-3

神奈川県 横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター 222-0036 横浜市港北区小机町3211

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 内科 224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1

神奈川県 医療法人社団 緑成会 横浜総合病院 内科（代謝・内分泌内科） 225-0025 横浜市青葉区鉄町2201-5

神奈川県 昭和大学 藤が丘病院 内科（糖尿病・代謝・内分泌） 227-8501 横浜市青葉区藤が丘1-30

神奈川県 済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科 230-0012 横浜市鶴見区下末吉3-6-1

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内分泌内科 231-8682 横浜市中区新山下3-12-1

神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌・糖尿病内科 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57

神奈川県 済生会横浜市南部病院 糖尿病・内分泌内科 234-8503 横浜市港南区港南台3丁目2番10号

神奈川県 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 内分泌・糖尿病内科 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌内科 241-0811 横浜市旭区矢指町1197-1

神奈川県 国立病院機構 横浜医療センター 糖尿病内分泌内科 245-8575 横浜市戸塚区原宿3-60-2

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 247-8581 横浜市栄区桂町132

神奈川県 湘南藤沢徳洲会病院 内分泌・糖尿病内科 251-0041 藤沢市辻堂神台1-5-1

神奈川県 北里大学病院 内分泌代謝内科 252-0375 相模原市南区北里1-15-1

神奈川県 藤沢湘南台病院 糖尿病代謝内科 252-0802 藤沢市高倉2345

神奈川県 茅ヶ崎市立病院 代謝内分泌内科 253-0042 茅ヶ崎市本村5-15-1

神奈川県 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 内分泌代謝内科 254-8502 平塚市追分9-11

神奈川県 東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科 259-1193 伊勢原市下糟屋143

神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター 小児総合医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57

神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療ｾﾝﾀｰ 内分泌代謝科 232-8555 横浜市南区六ツ川2-138-4

神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター 婦人科、母子医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57

神奈川県 東海大学医学部付属病院 産婦人科 259-1193 伊勢原市下糟屋143

新潟県 長岡赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝センター 940-2085 長岡市千秋2丁目297-1

新潟県 柏崎総合医療センター 内科 945-8535 柏崎市北半田2-11-3

新潟県 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 内分泌・代謝内科 949-7302 南魚沼市浦佐4132

新潟県 済生会新潟病院 代謝・内分泌内科 950-1104 新潟市西区寺地280-7

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター 内分泌・糖尿病内科 950-2022 新潟市西区小針3丁目27番11号

新潟県 新潟万代病院 内科 950-8584 新潟市中央区八千代2丁目2番8号

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 血液・内分泌・代謝内科 951-8520 新潟市中央区旭町通1-754

新潟県 新潟県立新発田病院 代謝内分泌内科 957-8588 新発田市本町1-2-8

新潟県 新潟市民病院 小児科 950-1197 新潟市中央区鐘木463-7

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 小児科 951-8520 新潟市中央区旭町通1-754

山梨県 山梨県立中央病院 糖尿病内分泌内科 400-8506 甲府市富士見1-1-1

山梨県 富士吉田市立病院 内分泌・糖尿病内科 403-0032 富士吉田市上吉田東7-11-1

山梨県 山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 409-3898 中央市下河東1110

山梨県 山梨大学医学部附属病院 小児科 409-3898 中央市下河東1110

長野県 長野市民病院 内分泌・代謝内科 381-8551 長野市大字富竹1333-1

長野県 JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 糖尿病・内分泌内科 385-0051 佐久市中込3400-28

長野県 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 内分泌内科 390-8510 松本市本庄2-5-1

長野県 信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 390-8621 松本市旭3-1-1

長野県 飯田市立病院 内分泌内科 395-8502 飯田市八幡町438番地

長野県 安曇野赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 399-8292 安曇野市豊科5685

長野県 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 糖尿病内分泌内科 399-8701 松本市村井町南2丁目20番30号
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