
日本内分泌学会 認定教育施設

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

滋賀県 大津赤十字病院 糖尿病内分泌内科 520-8511 大津市長等1丁目1-35

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 代謝・内分泌内科 523-0082 近江八幡市土田町1379

滋賀県 淡海医療センター 糖尿病・内分泌内科 525-8585 草津市矢橋町1660

滋賀県 市立長浜病院 腎臓代謝内科 526-8580 長浜市大戌亥町313

滋賀県 公立甲賀病院 内科（糖尿病・内分泌内科） 528-0074 甲賀市水口町松尾1256

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 小児科 520-2192 大津市瀬田月輪町

滋賀県 滋賀県立小児保健医療センター 内分泌代謝糖尿病科 524-0022 守山市守山5丁目7-30

京都府 医療法人医仁会武田総合病院 内分泌内科 601-1495 京都市伏見区石田森南町28-1

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

京都府 京都府立医科大学附属病院 内分泌・糖尿病・代謝内科 602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

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

京都府 京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科 606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

京都府 （独）国立病院機構 京都医療センター 内分泌・代謝内科 612-8555 京都市伏見区深草向畑町1-1

京都府 社会医療法人 岡本病院（財団） 京都岡本記念病院 糖尿病内分泌内科 613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口100番地

京都府 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 糖尿病･内分泌･生活習慣病ｾﾝﾀｰ 糖尿病･内分泌内科 615-8256 京都市西京区山田平尾町17

京都府 京都山城総合医療センター 糖尿病・代謝内科 619-0214 木津川市木津駅町一丁目27番地

京都府 京都大学医学部附属病院 小児科 606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

大阪府 一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科 530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番20号

大阪府 大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科 530-0012 大阪市北区芝田2-10-39

大阪府 （公財）田附興風会医学研究所 北野病院 糖尿病内分泌内科 530-8480 大阪市北区扇町2丁目4番20号

大阪府 淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科 533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目7-50

大阪府 大阪市立総合医療センター 糖尿病・内分泌センター 534-0021 大阪市都島区都島本道2-13-22

大阪府 大阪福祉事業財団 すみれ病院 内科 536-0001 大阪市城東区古市1-20-85

大阪府 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科 536-0001 大阪市城東区古市1丁目3番25号

大阪府 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 代謝・内分泌内科 540-0008 大阪市中央区大手前1丁目5番34号

大阪府 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 内分泌代謝内科 541-8567 大阪市中央区大手前3-1-69

大阪府 大阪警察病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 543-0035 大阪市天王寺区北山町10-31

大阪府 大阪赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30

大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 代謝内分泌病態内科学 545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7

大阪府 公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院 糖尿病・内分泌センター 550-0006 大阪市西区江之子島2-1-54

大阪府 関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター 553-0003 大阪市福島区福島2-1-7

大阪府 社会福祉法人 大阪暁明館病院 内科 554-0012 大阪市此花区西九条5-4-8

大阪府 社会医療法人愛仁会 千船病院 糖尿病内分泌内科 555-0034 大阪市西淀川区福町3-2-39

大阪府 大阪急性期・総合医療センター 糖尿病内分泌内科 558-8558 大阪市住吉区万代東3-1-56

大阪府 市立豊中病院 内分泌・代謝内科 560-8565 豊中市柴原町4-14-1

大阪府 箕面市立病院 糖尿病・内分泌代謝内科 562-0014 箕面市萱野5丁目7-1

大阪府 市立池田病院 糖尿病・内分泌内科 563-8510 池田市城南3-1-18

大阪府 大阪大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 565-0871 吹田市山田丘2-15

大阪府 社会医療法人 愛仁会 高槻病院 糖尿病内分泌内科 569-1192 高槻市古曽部町1丁目3番13号

大阪府 大阪医科薬科大学病院 糖尿病代謝・内分泌内科 569-8686 高槻市大学町2番7号

大阪府 パナソニック健康保険組合松下記念病院 糖尿病・内分泌内科 570-8540 守口市外島町5番55号

大阪府 市立ひらかた病院 内科 573-1013 枚方市禁野本町2丁目14-1

大阪府 関西医科大学附属病院 循環器腎内分泌代謝内科 573-1191 枚方市新町2丁目3番1号

大阪府 国立病院機構 大阪南医療センター 内分泌代謝内科 586-8521 河内長野市木戸東町2-1

大阪府 近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科 589-8511 大阪狭山市大野東377-2

大阪府 （独）労働者健康安全機構 大阪労災病院 内分泌代謝内科 591-8025 堺市北区長曽根町1179-3

大阪府 和泉市立総合医療センター 内分泌・糖尿病内科 594-0073 和泉市和気町4丁目5-1

大阪府 市立岸和田市民病院 代謝・内分泌内科 596-8501 岸和田市額原町1001

大阪府 大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌内科 534-0021 大阪市都島区都島本通2丁目13-22

大阪府 地域医療機能推進機構（JCHO） 大阪病院 小児科 553-0003 大阪市福島区福島4-2-78

大阪府 箕面市立病院 小児科 562-0014 箕面市萱野5-7-1

大阪府 大阪大学医学部附属病院 小児科 565-0871 吹田市山田丘2-15

大阪府 関西医科大学香里病院 小児科 572-8551 寝屋川市香里本通町8番45号

大阪府 医療法人河内友紘会 河内総合病院 小児科 578-0954 東大阪市横枕1番31号

大阪府 大阪母子医療センター 消化器・内分泌科 594-1101 和泉市室堂町840

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療ｾﾝﾀｰ 生殖医療ｾﾝﾀｰ(産科・婦人科) 558-8558 大阪市住吉区万代東3丁目1番56号

兵庫県 隈病院 内科 650-0011 神戸市中央区下山手通8-2-35

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2

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 650-0047 神戸市中央区港島南町2丁目1-1

兵庫県 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療ｾﾝﾀｰ 糖尿病・内分泌内科 651-2273 神戸市西区糀台5丁目7番地1
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兵庫県 公益財団法人 甲南会 甲南医療センター 糖尿病・内分泌・総合内科 658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原1-5-16

兵庫県 市立芦屋病院 内科 659-8502 芦屋市朝日ヶ丘町39-1

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

兵庫県 兵庫県立西宮病院 内科 662-0918 西宮市六湛寺町13-9

兵庫県 西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科 663-8014 西宮市林田町8番24号

兵庫県 明和病院 糖尿病・内分泌内科 663-8186 西宮市上鳴尾町4番31号

兵庫県 兵庫医科大学病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 663-8501 西宮市武庫川町1-1

兵庫県 公立学校共済組合 近畿中央病院 内科 664-8533 伊丹市車塚3丁目1番地

兵庫県 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 670-8560 姫路市神屋町3丁目264番地

兵庫県 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター 糖尿病・内分泌内科 674-0063 明石市大久保町八木743-33

兵庫県 北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 675-1392 小野市市場町926-250

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

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

奈良県 奈良県総合医療センター 消化器内科/糖尿病･内分泌内科 630-8581 奈良市七条西町2丁目897-5

奈良県 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 内分泌内科 632-8552 天理市三島町200

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

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 小児科 634-8522 橿原市四条町840

和歌山県 和歌山労災病院 糖尿病・内分泌内科 640-8505 和歌山市木ノ本93-1

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科 640-8558 和歌山市小松原通四丁目20番地

和歌山県 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） 641-8509 和歌山市紀三井寺811-1

和歌山県 紀南病院 内科 646-8588 田辺市新庄町46番地の70

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 内分泌代謝内科（第一内科） 683-8504 米子市西町36-1

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 小児科 683-8504 米子市西町36-1

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 脳神経外科 683-8504 米子市西町36-1

島根県 松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 690-8506 松江市母衣町200

島根県 松江市立病院 糖尿病・内分泌内科 690-8509 松江市乃白町32-1

島根県 島根大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 693-8501 出雲市塩冶町89-1

島根県 島根県立中央病院 内分泌代謝科 693-8555 出雲市姫原4丁目1番地1

島根県 医療法人慈誠会 山根病院 内科 697-0062 浜田市熱田町1517-1

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

島根県 島根大学医学部附属病院 産科婦人科 693-8501 出雲市塩冶町89-1

岡山県 岡山市立市民病院 内分泌内科 700-8557 岡山市北区北長瀬表町三丁目20番1号

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 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1

岡山県 川崎医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 701-0192 倉敷市松島577

岡山県 倉敷中央病院 糖尿病・内分泌代謝センター 710-8602 倉敷市美和1-1-1

岡山県 岡山大学病院 小児科 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1

岡山県 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 小児科 710-8602 倉敷市美和1-1-1

岡山県 岡山大学病院 産科婦人科学 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1

広島県 広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科 730-8619 広島市中区千田町1-9-6

広島県 広島大学病院 内分泌・糖尿病内科 734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島県 広島大学病院 小児科 734-8551 広島市南区霞1-2-3

山口県 山口県立総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 747-8511 防府市大字大崎10077番地

山口県 山口大学医学部附属病院 第三内科 755-8505 宇部市南小串1-1-1

山口県 山口大学医学部附属病院 産科婦人科 755-8505 宇部市南小串1-1-1

　中国支部
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