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徳島県 徳島大学病院 内分泌代謝内科 770-8503 徳島市蔵本町2丁目50-1

徳島県 地方独立行政法人 徳島県鳴門病院 内科 772-8503 鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

徳島県 徳島赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 773-8502 小松島市小松島町字井利ﾉ口103番

徳島県 JA徳島厚生連阿南医療センター 内科 774-0045 阿南市宝田町川原6番地1

徳島県 徳島大学病院 産科婦人科 770-8503 徳島市蔵本町2丁目50-1

香川県 高松赤十字病院 内分泌・代謝内科 760-0017 高松市番町4丁目1番3号

香川県 国家公務員共済組合連合会 高松病院 代謝内分泌内科 760-0018 高松市天神前4-18

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

香川県 労働者健康安全機構 香川労災病院 内科 763-8502 丸亀市城東町3丁目3-1

香川県 独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療ｾﾝﾀｰ 内分泌・代謝内科 765-8507 善通寺市仙遊町2-1-1

香川県 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 小児内分泌・代謝内科 765-8507 善通寺市仙遊町2丁目1-1

愛媛県 愛媛県立中央病院 糖尿病・内分泌内科 790-0024 松山市春日町83番地

愛媛県 松山赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 790-8524 松山市文京町1番地

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 第三内科 791-0295 東温市志津川454

愛媛県 市立宇和島病院 内科 798-8510 宇和島市御殿町1-1

愛媛県 松山赤十字病院 小児科 790-8524 松山市文京町1番地

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 産科婦人科 791-0295 東温市志津川

高知県 社会医療法人 仁生会 細木病院 糖尿病・内分泌内科 780-8535 高知市大膳町37

高知県 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 糖尿病・内分泌内科 781-8555 高知市池2125-1

高知県 高知大学医学部附属病院 内科（内分泌代謝・腎臓） 783-8505 南国市岡豊町小蓮185-1

福岡県 北九州市立医療センター 内分泌代謝・糖尿病内科 802-0077 北九州市小倉北区馬借二丁目1番1号

福岡県 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科 802-8533 北九州市小倉南区春ヶ丘10番1号

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 804-0093 北九州市戸畑区沢見2-5-1

福岡県 産業医科大学病院 第１内科 807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1

福岡県 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 糖尿病・内分泌内科 810-8539 福岡市中央区長浜3丁目3番1号

福岡県 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 代謝内分泌内科 810-8563 福岡市中央区地行浜1丁目8番1号

福岡県 九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科、肝臓・膵臓・胆道内科 812-8582 福岡市東区馬出3丁目1-1

福岡県 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 814-0001 福岡市早良区百道浜3-6-45

福岡県 医療法人社団 誠和会 牟田病院 内分泌・糖尿病内科 814-0163 福岡市早良区干隈3丁目9番1号

福岡県 福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科/循環器内科 814-0180 福岡市城南区七隈7丁目45-1

福岡県 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 心療内科・内分泌・糖尿病内科 816-0864 春日市須玖北4丁目5番地

福岡県 福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科 818-8502 筑紫野市俗明院1-1-1

福岡県 飯塚病院 内分泌・糖尿病内科 820-8505 飯塚市芳雄町3番83号

福岡県 久留米大学病院 内分泌代謝内科 830-0011 久留米市旭町67

福岡県 社会医療法人 天神会 新古賀病院 糖尿病内分泌内科 830-8577 久留米市天神町120

福岡県 公立八女総合病院 内分泌代謝内科 834-0034 八女市高塚540-2

福岡県 大牟田市立病院 内分泌代謝内科 836-8567 大牟田市宝坂町2丁目19-1

福岡県 産業医科大学病院 小児科 807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1

福岡県 地方独立行政法人 福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 内分泌・代謝科 810-0063 福岡市中央区唐人町2-5-1

福岡県 九州大学病院 小児科 812-8582 福岡市東区馬出3-1-1

佐賀県 佐賀県医療センター 好生館 糖尿病代謝内科 840-8571 佐賀市嘉瀬町大字中原400番地

佐賀県 独立行政法人 国立病院機構 佐賀病院 内科 849-8577 佐賀市日の出1-20-1

長崎県 済生会長崎病院 内分泌代謝科 850-0003 長崎市片淵2丁目5番1号

長崎県 長崎大学病院 内分泌・代謝内科 852-8501 長崎市坂本1-7-1

長崎県 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 内分泌･代謝内科 856-8562 大村市久原2丁目1001-1

長崎県 長崎大学病院 脳神経外科 852-8501 長崎市坂本1-7-1

熊本県 熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1

大分県 医療法人野口記念会 野口病院 内科 874-0902 別府市青山町7-52

大分県 大分大学医学部附属病院 内分泌・糖尿病内科 879-5593 由布市挾間町医大ヶ丘1-1

大分県 大分大学医学部附属病院 小児科 879-5593 由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地

宮崎県 社会医療法人 同心会 古賀総合病院 内分泌代謝内科 880-0041 宮﨑市池内町数太木1749-1

宮崎県 宮崎県立宮崎病院 内科 880-8510 宮崎市北高松町5-30

宮崎県 延岡市医師会病院 内科 882-0856 延岡市出北6丁目1621

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 内分泌・代謝・糖尿病内科 889-1692 宮崎市清武町木原5200

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 脳神経外科 889-1692 宮崎市清武町木原5200

鹿児島県 鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科 890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科 892-0853 鹿児島市城山町8-1

鹿児島県 今村総合病院 小児科 890-0064 鹿児島市鴨池新町11-23

　四国支部

　九州支部
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　九州支部

鹿児島県 鹿児島生協病院 小児科 891-0141 鹿児島市谷山中央5-20-10

沖縄県 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 糖尿病・生活習慣病センター 901-0224 豊見城市字与根50番地5

沖縄県 浦添総合病院 糖尿病内分泌科 901-2132 浦添市伊祖4丁目16番1号

沖縄県 琉球大学病院 第二内科 903-0215 中頭郡西原町字上原207番地

沖縄県 沖縄県立南部医療センター･こども医療センター 小児内分泌代謝科 901-1193 島尻郡南風原町字新川118-1

沖縄県 沖縄県立中部病院 小児科 904-2293 うるま市宮里281番地
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