
　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

北海道
道南（3次医療圏）
　南渡島（2次医療圏）

函館市医師会 高橋清仁 内科高橋清仁クリニック
渡島医師会（一部） 　同　上 同　上

　北渡島檜山
渡島医師会（一部） 高橋清仁　（兼務） 内科高橋清仁クリニック
北部檜山医師会 　同　上 同　上

　南檜山
檜山医師会 高橋清仁　（兼務） 内科高橋清仁クリニック

道央（3次医療圏）
　札幌

札幌市医師会 加藤雅彦 国立病院機構北海道医療センター
江別医師会 　同　上 同　上
石狩医師会 　同　上 同　上
千歳医師会 長谷川　敦 はせがわ内科クリニック
恵庭医師会 森合　哲也 恵み野病院
北広島医師会 　同　上 同　上

　後志
小樽市医師会 中垣　整 中垣内科小児科医院
寿都医師会 　同　上 同　上
羊蹄医師会 　同　上 同　上
余市医師会 　同　上 同　上
岩内古宇郡医師会 　同　上 同　上

　南空知
岩見沢市医師会 吉村　治彦 よしむら糖尿病クリニック
空知南部医師会 　同　上 同　上
夕張市医師会 川崎　君王 市立三笠総合病院
三笠市医師会 　同　上 同　上
美唄市医師会 吉村　治彦　（兼務） よしむら糖尿病クリニック

　中空知
空知医師会 確認中
滝川市医師会 同　上
赤平市医師会 同　上
芦別市医師会 同　上

　北空知
深川医師会 粂井　康孝 深川第一病院

　西胆振
室蘭市医師会 高田　明典 製鉄記念室蘭病院
胆振西部医師会 　同　上 同　上

　東胆振
苫小牧市医師会 加藤雅彦　（兼務） 国立病院機構北海道医療センター

　日高
日高医師会 齋藤　重幸 札幌医科大学保健医療学部

道北（3次医療圏）
　上川中部

旭川市医師会 森川　秋月 旭川赤十字病院
上川郡中央医師会 相馬　光宏 東神楽町国民健康保険診療所

　上川北部
上川北部医師会 森川　秋月　（兼務） 旭川赤十字病院

　富良野
富良野医師会 森川　秋月　（兼務） 旭川赤十字病院

　留萌
留萌医師会 森川　秋月　（兼務） 旭川赤十字病院

　宗谷
宗谷医師会 安孫子亜津子 旭川医科大学

オホーツク（3次医療圏）
　北網

網走医師会 安孫子亜津子　（兼務） 旭川医科大学
美幌医師会 　同　上 同　上
北見医師会 　同　上 同　上

　遠紋
遠軽医師会 安孫子亜津子　（兼務） 旭川医科大学
紋別医師会 　同　上 同　上
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先
十勝（3次医療圏）
　十勝

帯広市医師会 横山　宏樹 医療法人社団横山内科クリニック
十勝医師会 　同　上 同　上

釧路根室
　釧路

釧路市医師会 古川　真 釧路赤十字病院
　根室

根室市外三郡 東浦　勝浩 市立根室病院

青森県
青森市医師会 増田　光男 芙蓉会　村上病院
弘前市医師会 五日市　敬 五日市内科医院
八戸市医師会 中園　誠 中園内科クリニック
南黒医師会 上原　修 黒石市国民健康保険黒石病院
西北五医師会 〔後日〕
上十三医師会 〔後日〕
むつ下北医師会 村上　宏 弘前大学医学部

岩⼿県
盛岡市医師会 金子博純　 医療法人糖友会金子胃腸科内科
西北医師会 〔後日〕
紫波郡医師会 関　英政 せき内科胃腸科クリニック
花巻市医師会 〔後日〕
北上医師会 瀬川郁夫 (医社)敬和会日高見中央ｸﾘﾆｯｸ
奥州医師会 鈴木教敬 鈴木内科消化器科クリニック
一関市医師会 及川　登 及川内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ
気仙医師会 遠藤稔也 えんどう消化器科内科ｸﾘﾆｯｸ
釜石医師会 確認中
宮古医師会 熊坂義裕 熊坂内科医院
遠野市医師会 確認中
久慈医師会 磯崎一太 洋野町立国保種市病院 内科
二戸医師会 横島孝雄 岩手県立軽米病院

宮城県
仙台市医師会 〔後日〕
白石市医師会 〔後日〕
柴田郡医師会 平井完史 平井内科
角田市医師会 〔後日〕
亘理郡医師会 熊谷　明 熊谷内科医院
宮城県塩釜医師会 丹野　尚 友仁会松島病院
黒川医師会 〔後日〕
加美郡医師会 〔後日〕
大崎市医師会 〔後日〕
遠田郡医師会 〔後日〕
桃生郡医師会 〔後日〕
石巻市医師会 〔後日〕
登米市医師会 〔後日〕
気仙沼市医師会 〔後日〕
栗原市医師会 〔後日〕
名取市医師会 〔後日〕
岩沼市医師会 確認中
東北大学 澤田正二郎 東北大学病院

秋田県
大館・鹿角：　 池島　進 大館市立総合病院
北秋田： 遠藤　勝實 遠藤クリニック
能代・山本： 山須田　健 山須田医院
秋田周辺： 成田琢磨 あきた東内科ｸﾘﾆｯｸ
由利本荘・にかほ： 山田暢夫 やまだ糖尿病･胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ
大仙・仙北： 大澤佳之 おおさわ胃腸科内科ｸﾘﾆｯｸ
横手： 髙橋　和彦 高橋医院
湯沢・雄勝： 〔後日〕
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

山形県　　二次医療圏

荒若　信子 済生会山形病院
五十嵐　仁子 大島医院
五十嵐　雅彦 山形市立病院済生館
大泉　俊英 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院
小川　淳 小川クリニック
亀田　亘 山形大学医学部附属病院
柄澤　繁 山形県立中央病院
小山　美希子 至誠堂総合病院
杉山　和彦 杉山内科クリニック
諏佐　真治 山形大学医学部
鈴木　亨 山形市立病院済生館
髙窪　野恵 山形大学医学部附属病院
冨樫　厚仁 （医社）松柏会至誠堂総合病院
間中　英夫 山形県立中央病院
松本　光生 松本内科クリニック
山口　宏 山形県立中央病院
若杉　和義 若杉内科医院
大沼　寛 寒河江市立病院
国井　良彦 国井医院
和田　輝里子 寒河江市立病院
齊藤　公人 医療法人社団杏花会

置賜医療圏（米沢市、南陽市、長井市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、小国町）
江口　英行 公立置賜総合病院
佐野　隆一 医療法人さの医院
松橋　昭夫 公立置賜長井病院
八幡　芳和 山形ﾛｲﾔﾙ病院

最上医療圏（新庄市、最上町、舟形町、真室川町、金山町、戸沢村、鮭川村、大蔵村）
小内　裕 小内医院

庄内医療圏（酒田市、鶴岡市、遊佐町、庄内町、三川町）
須田　克幸 須田内科クリニック
渡辺　裕哉 山形県・酒田市病院機構日本海総合病院

福島県 7地区にわけて、糖尿病腎症重症化予防における市町村担当者をおく。
県北（福島市・伊達郡・安達）

梅津啓孝 うめつLS内科ｸﾘﾆｯｸ
大学（福島県立医科大学）

工藤明宏 公立大学法人福島県立医科大学
県中（郡山・田村・須賀川）

島田孝一 池ノ台ｸﾘﾆｯｸ
県南（石川郡・白河・東白川郡）

草野良郎 白河厚生総合病院
会津（会津若松・喜多方・両沼郡・南会津郡）

渡辺良一郎 竹田綜合病院
相双地区（相馬郡・双葉郡）

小野田昌敏 医療法人おのだ内科ｸﾘﾆｯｸ
いわき（いわき市）

大根田実 いわき湯本病院　内科

村山医療圏（山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川
町、朝日町、大江町、大石田町）
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

茨城県
日立

確認中
常陸太田・ひたちなか

荷見　澄子 西山堂慶和病院
水戸

仲本　信也 仲本内科クリニック
土浦

神山　隆治 総合病院土浦協同病院
筑西・下妻

後藤　千秋 ごとうクリニック
古河・坂東

板橋　直樹 いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック
取手・竜ヶ崎

村山　耕子 村山内科クリニック
土浦

神山　隆治（兼務） 総合病院土浦協同病院
鹿行

確認中

栃木県
那須郡市医師会

粟田　卓也 国際医療福祉大学病院
南那須医師会

〔後日〕
上都賀郡市医師会
　　　　　　　　　 松村　美穂子 上都賀総合病院

熊谷　良子 小沢医院
塩谷郡市医師会

浦　一美 (社医)恵生会黒須病院
宇都宮市医師会
　　　　　　　　 太田　照男 医療法人慈啓会白澤病院

藤田　延也 ふじた糖尿病内分泌クリニック
獨協医科大学医師会

麻生　好正 獨協医科大学
薄井　勲 獨協医科大学

下都賀郡医師会
高田　良久 医療法人寿朋会高田クリニック
黒田　久元 グリーン・クリニック

自治医科大学医師会
　　　　　　　　　　 石橋　俊 自治医科大学

岡田　健太 自治医科大学
小山地区医師会

大橋　博 小山イーストクリニック
富永　真琴 (医社)友志会リハビリテーション花の舎病院

芳賀郡市医師会
川上　昭雄 (医)川上内科クリニック

佐野市医師会
〔後日〕

足利医師会
千葉　泰子 医療法人長崎病院
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

群馬県　　2次保健医療圏
高崎・安中保健医療圏（高崎市、安中市）

宇都木敏浩 宇都木医院
藤岡保健医療圏（藤岡市、神流町、上野町）

確認中
富岡保健医療圏（富岡市、甘楽町、下仁田町、南牧村）

永井隆 公立富岡総合病院
桐生保健医療圏（桐生市、みどり市）

秋山　仁 東邦病院　内科
太田、館林保健医療圏（太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町）

荒木亘 SUBARU健康保組合太田記念病院
伊勢崎保健医療圏（伊勢崎市、玉村町）

小内亨 おない内科クリニック
前橋保健医療圏（前橋市(群馬大学以外)）

上原豊 前橋赤十字病院
渋川保健医療圏（渋川市、榛東村、吉岡町）

確認中
吾妻保健医療圏（中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町）

笠井裕子 群馬大学医学部附属病院
沼田保健医療圏（沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村）

根岸哲夫 国立病院機構沼田病院　内科

埼玉県
浦和 森本二郎 (JCHO)埼玉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
川口市 田中　聡 済生会川口総合病院
大宮 原　一雄 自治医科大学附属さいたま医療センター
川越市 松田昌文 埼玉医科大学総合医療センター
熊谷市 石丸安明 熊谷ディアベテスクリニック
行田市 赤井祐一 赤井胃腸科糖尿病科
所沢市 成宮　學 国立病院機構西埼玉中央病院
蕨戸田市 田中　彰彦 戸田中央総合病院
北足立郡市 鈴木　仁 鈴木内科医院
上尾市 高橋貞夫 上尾中央総合病院
朝霞地区 勝盛弘三 新座志木中央総合病院
草加八潮 小澤　直子 草加市立病院
さいたま市与野 生井一之 さいたま赤十字病院
入間地区 鈴木　將夫 ゆずの木台クリニック
飯能地区 佐瀬利加 佐瀬病院
東入間 根岸清彦 根岸内科代謝クリニック
坂戸鶴ヶ島 確認中
狭山市 根田　保 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院
比企 柏原秀行 柏原内科医院
秩父郡市 〔　未定　〕
本庄市児玉郡 高間晴之 高間クリニック
深谷寄居 高間晴之（兼務） 高間クリニック
北埼玉 関根理江子 かぞ南内科クリニック
南埼玉郡市 関谷　栄 新井病院
越谷市 犬飼敏彦 獨協医科大学埼玉医療ｾﾝﾀｰ
春日部市 大和田一博 藤通り大和田クリニック
岩槻 末次麻里子 岩槻西原クリニック
北葛北部 中野智紀 東埼玉総合病院
吉川松伏 小島雄一 むさし野ファミリークリニック
三郷市 宮崎　康 みさと健和病院
埼玉医科大学 片山　茂裕 埼玉医科大学 かわごえクリニック
防衛医科大学校 〔後日〕
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

千葉県群市医師会名
我孫子医師会

藤本　啓　 東京慈恵会医科大学附属柏病院
稲澤　健志　 柏市立柏病院

安房医師会
小川　理　 亀田総合病院

市川市医師会
栁内秀勝 国立国際医療研究センター国府台病院
大久保佳昭 東京歯科大学市川総合病院

市原市医師会
三村　正裕　 労働者健康安全機構千葉労災病院
野崎　修 野崎医院

印旛市郡医師会
江本　直也　 日本医科大学千葉北総病院

浦安市医師会
小谷野　肇　 順天堂大学医学部附属浦安病院

柏市医師会
藤本　啓　（兼務） 東京慈恵会医科大学附属柏病院
稲澤　健志　（兼務） 柏市立柏病院

夷隅医師会
柴田　貴久 いすみ医療センター

香取郡市医師会
江本　直也　（兼務） 日本医科大学千葉北総病院

鎌ヶ谷市医師会
栗林　伸一　 医療法人社団三咲内科クリニック
篠宮　正樹　 西船内科

君津木更津医師会
三村　正裕　（兼務） 労働者健康安全機構千葉労災病院
内田　大学　 ほたるのセントラル内科

旭匝瑳地区
大西　俊一郎 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院

山武市医師会
大西　俊一郎　（兼務）　 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院

千葉市医師会
小野　啓　 千葉大学
櫻井　健一　 千葉大学

銚子市医師会
小林　一貴　（兼務）　 地方独立行政法人総合病院 国保旭中央病院
大西　俊一郎　（兼務）　 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院

流山市医師会
藤本　啓　（兼務） 東京慈恵会医科大学附属柏病院
稲澤　健志　（兼務） 柏市立柏病院

習志野市医師会
栗林　伸一　（兼務） 医療法人社団三咲内科クリニック
篠宮　正樹　（兼務） 西船内科

野田市医師会
藤本　啓　（兼務） 東京慈恵会医科大学附属柏病院
稲澤　健志　（兼務） 柏市立柏病院

船橋市医師会
栗林　伸一　（兼務） 医療法人社団三咲内科クリニック
篠宮　正樹　（兼務） 西船内科

松戸市医師会
田代　淳　 松戸市立病院
山口　卓秀　 山口内科クリニック

茂原市長生郡医師会
柴田　貴久　（兼務） いすみ医療センター

八千代市医師会
橋本　尚武　 東京女子医科大学八千代医療センター
大沼　裕　 東京女子医科大学八千代医療センター
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

東京都
区中央部（千代田区　中央区　港区　文京区　台東区）

川浪大治 東京慈恵会医科大学附属病院
河合俊英 東京都済生会中央病院

区南部（品川区　大田区）
林道夫 NTT東日本関東病院
内野 泰 東邦大学医療センター大森病院

区西南部（目黒区　世田谷区　渋谷区）
柴輝男 東邦大学医療センター大橋病院
石橋健一 (医社)健隆会石橋医院

区西部（新宿区　中野区　杉並区）
馬場園哲也 東京女子医科大学
溝口雅康 中野: 溝口医院 

区西北部（豊島区　北区　板橋区　練馬区）
菅原正弘 菅原医院
藤城 緑 日本大学病院

区東北部（荒川区　足立区　葛飾区）
佐倉宏 東京女子医科大学東医療センター
横田太持 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

区東部（墨田区　江東区　江戸川区）
伊藤裕之 社会福祉法人仁生社 江戸川病院
吉井秀徳 順天堂東京江東高齢者医療センター

西多摩（青梅市　福生市　羽村市　あきる野市　瑞穂町　日の出町　檜原村　奥多摩町）
関口芳弘 新山手病院
井上栄生 (医社)上長渕医会井上医院

南多摩（八王子市　町田市　日野市　多摩市　稲城市）
藤井仁美 多摩センタークリニックみらい
松下隆哉 東京医科大学八王子医療センター

北多摩西部（立川市　昭島市　国分寺市　国立市　東大和市　武蔵村山市）
田口　学 国立病院機構 災害医療ｾﾝﾀｰ
宮川高一 多摩センタークリニックみらい

北多摩南部（武蔵野市　三鷹市　府中市　調布市　小金井市　狛江市）
染谷泰寿 染谷クリニック
菅野一男 (医社)桜一会 かんの内科

北多摩北部（小平市　東村山市　清瀬市　東久留米市　西東京市）
近藤琢磨 医療法人社団糖和会　近藤医院
熊倉 淳 熊倉医院

島しょ（大島町　利島村　新島村　神津島村　三宅村　御蔵島村　八丈町　青ヶ島村　小笠原村）
〔　未定　〕

神奈川県
横浜市医師会 確認中
川崎市医師会 松葉　育郎 松葉医院
横須賀市医師会 南　信明 衣笠病院　内科
鎌倉市医師会 高井　昌彦 高井内科クリニック
平塚市医師会 町村　英郎 まちむら内科クリニック
小田原医師会 雨宮　光 (医社)雨宮内科医院
茅ヶ崎医師会 笹井　信夫 笹井医院

〇 座間綾瀬医師会 田中　啓司　　（兼務） 田中内科クリニック
藤沢市医師会 星野　和彦 ほしの内科クリニック
秦野伊勢原医師会 武田　浩 (医社)武田クリニック
足柄上医師会 雨宮　光　　（兼務） (医社)雨宮内科医院
厚木医師会 〔後日〕
逗葉医師会 高井　昌彦　　（兼務） 高井内科クリニック
相模原市医師会 金森　晃 かなもり内科

◎ 大和市医師会 田中　啓司 田中内科クリニック
三浦市医師会 南　信明（兼務） 衣笠病院　内科
中郡医師会 齋藤　達也 湘南大磯クリニック
海老名市医師会 的場　清和 的場内科クリニック
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

新潟県
下越

五十嵐　仁 新潟県立坂町病院
笠井　昭男 新潟県立新発田病院

新潟
藤原　和哉 新潟大学医学部
津田　晶子 木戸病院糖尿病内科
林　浩司 えきまえクリニック内科はやし医院
宗田　聡 新潟市民病院
山田　貴穂 新潟大学医歯学総合病院
田村　紀子 万代内科クリニック
鈴木　亜希子 新潟万代病院
森川　洋 森川医院
松永　佐澄志 新潟大学大学院医歯学総合研究科
高澤　哲也 信楽園病院
鈴木　克典 済生会新潟第二病院
五十嵐　智雄 新潟県厚生連新潟医療センター
羽入　修 はにゅうクリニック
金子　晋 金子医院

県央
中川　理 中川内科医院
阿部　道行 新潟県立吉田病院内科

中越
髙木　正人 高木内科クリニック
八幡　和明 長岡中央綜合病院
高橋　壮一郎 見附市立病院
涌井　一郎 新潟県厚生連柏崎総合医療センター
星山　彩子 柏崎中央病院

魚沼
佐藤　幸示 (社)新潟県労働衛生医学協会
小原　伸雅 新潟大学地域医療教育ｾﾝﾀｰ･魚沼基幹病院
佐野　浩斎 町立津南病院

上越
高橋　慶一 高橋医院
皆川　真一 新潟県立中央病院

佐渡
百津　健 新潟県厚生連佐渡総合病院

富山県
新川地区

吉澤　都 黒部市民病院
富山地区

八木　邦公 富山大学附属病院 
高岡地区

高野　敦子 富山県済生会高岡病院
砺波地区

大沢　謙三 大沢内科クリニック
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

石川県
加賀市糖尿病協議会

確認中
小松市医師会糖尿病連携推進協議会

谷口　雅行 やわたメディカルセンター
かけはしネットワーク能美

臼倉　幹哉 芳珠記念病院
白山野々市地区糖尿病重症化予防ネットワーク協議会

長岡　匡 松任石川中央病院
真田　陽 真田医院

金沢市医師会（金沢地域における糖尿病病診連携に関する連絡会議）
西村　泰行 金沢赤十字病院
竹田　康男 竹田内科クリニック
篁　俊成 金沢大学大学院医学系研究科
武田　仁勇 金沢大学大学院医学系研究科
浅野　昭道 石川県立中央病院
瀬田　孝 石川県済生会金沢病院
織田　展成 浅ﾉ川総合病院
栗田　征一郎 金沢医療センター
小池　伸彦 金沢市立病院
古川　健治 JCHO金沢病院
永井　幸広 医療法人社団永幸会ながい内科クリニック

河北地区糖尿病発症・重症化予防ネットワーク協議会
古家　大祐 金沢医科大学
中川　淳 金沢医科大学病院　内分泌・代謝科

羽咋郡市糖尿病地域連携協議会
中野　茂 町立志賀ｸﾘﾆｯｸ
西澤　誠 （町立宝達志水病院）

糖尿病患者を助け合う地域連携協議会・七緒の会
宮本　正治 董仙会恵寿総合病院

能登北部地域医療協議会糖尿病重症化予防連携部会
小泉　順二 珠洲市総合病院

福井県二次医療圏 ※具体的な活動は担当医と各二次医療圏の医師会などと相談して行う

福井・坂井（福井市医師会・福井大学医師会・坂井地区医師会）
笈田　耕治 福井中央ｸﾘﾆｯｸ

奥越（勝山市医師会・大野市医師会）
高井　博正 高井医院

丹南（丹生郡医師会・鯖江市医師会・武生医師会）
河野　光志 こうの内科耳鼻咽喉科

嶺南（敦賀市医師会・三方郡医師会・小浜医師会）
竹内　美紀子 竹内内科クリニック

山梨県
中北医療圏
　甲府市医師会 ○新藤英夫 市立甲府病院

甲府市 大塚　昌樹 城東病院
甲府市 新藤　英夫 市立甲府病院
甲府市 若杉　正清 山梨県立中央病院

　北巨摩医師会
韮崎市 〔　未定　〕
北杜市 〔　未定　〕

　中巨摩医師会
南アルプス市 〔　未定　〕
甲斐市 池田　眞人 いけだ糖尿病･甲状腺クリニック
甲斐市 金丸　良文 金丸内科クリニック
中央市 一條　昌志 山梨大学医学部附属病院
中央市 針井　則一 山梨大学医学部
中央市 張磨　則之 山梨大学医学部附属病院
中央市 古屋　文彦 山梨大学医学部附属病院
昭和町 〔　未定　〕
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先
峡東医療圏
　東山梨医師会 ○多和田　眞人 塩山市民病院

山梨市 会田　薫 (社医)加納岩　加納岩総合病院
山梨市 土屋　恭一郎 山梨大学医学部内科学講座第三教室
山梨市 横森　宣彦 中央内科ｸﾘﾆｯｸ
甲州市 多和田　眞人 塩山市民病院

　笛吹市医師会 ○中里　稔 中里内科クリニックDM
笛吹市 磯山　藍 磯山医院
笛吹市 大久保　栄造 笛吹中央病院
笛吹市 中里　稔 中里内科クリニックDM

峡南医療圏
　西八代郡医師会 ○岩瀬　英一 市川大門町病院

市川三郷町 〔　未定　〕
　南巨摩医師会 ○一條　昌志

富士川町 〔　未定　〕
早川町 〔　未定　〕
身延町 〔　未定　〕
南部町 〔　未定　〕

富士・東部医療圏
　富士吉田医師会 ○保坂　嘉之 保坂内科クリニック

富士吉田市 滝　克己 富士吉田市立病院
富士吉田市 保坂　嘉之 医療法人芙蓉会保坂内科クリニック
忍野村 〔　未定　〕
山中湖村 〔　未定　〕
鳴沢村 〔　未定　〕
富士河口湖町 小舘　秀介 小舘クリニック

　都留医師会 〔　未定　〕
都留市 〔　未定　〕
道志村 〔　未定　〕
西桂町 〔　未定　〕

　北都留医師会 〔　未定　〕
大月市 〔　未定　〕
上野原市 〔　未定　〕
小菅村 〔　未定　〕
丹波山村 〔　未定　〕

長野県
広域医療圏 　　二次医療圏

東信圏域
　　佐久 仲　元司 佐久市立国保浅間総合病院
　　上小 戸兵　周一 鹿教湯病院附属豊殿診療所

南信圏域
　　諏訪 〔後日〕
　　上伊那 佐久間　孝弘 伊那中央行政組合伊那中央病院
　　飯伊 小林　睦博 飯田市立病院内科

中信圏域
　　木曽 北原　順一郎 信州大学医学部附属病院
　　松本 宮本　高秀 宮本内科クリニック
　　大北 佐藤　亜位 信州大学医学部

北信圏域
　　長野 太田　康晴 医療法人康成会太田医院
　　北信 小林　永幸 長野県立信州医療センター
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

岐阜県 ○：各医師会の糖尿病担当理事
岐阜市医師会

○足立 佳代子 いなば内科
加納　克徳 加納内科リウマチ科糖尿病内科クリニック
小牧　卓司 小牧内科クリニック

岐阜大学医師会
○堀川 幸男 岐阜大学大学院医学系研究科
塩谷 真由美 岐阜大学医学部
橋本　健一 岐阜大学

各務原市医師会
○五島 英一 五島医院
竹内　美征 たけうち内科
浅野　昇悟 あさの内科

羽島郡医師会
林　慎 松波総合病院
安田　圭吾 松波総合病院

羽島市医師会
〔後日〕

もとす医師会
中島　和也 なかしま医院

山県医師会
〔後日〕

大垣市医師会
傍島　裕司 大垣市民病院

海津市医師会
○石澤 正剛 海津市医師会病院
黒田　英嗣 海津市医師会病院
宮本 成崇 羽島市民病院

養老郡医師会
〔後日〕

不破郡医師会
○不破 義之 不破医院

安八郡医師会
〔後日〕

揖斐郡医師会
〔後日〕

武儀医師会
三浦　淳 みうら内科･糖尿病クリニック
島田　武 中濃厚生病院

郡上市医師会
堀谷　登美子 医療法人社団鼎会堀谷医院

加茂医師会
高見　和久 木沢記念病院

可児医師会
皆森　良明 みなもり内科クリニック

多治見市医師会
池庭　誠 医療法人社団明寿会 池庭医院

土岐医師会
川喜田　節代 土岐市立総合病院

恵那医師会
古栄　美佳 恵那医院

高山市医師会
小川　徹 おがわクリニック

下呂市医師会
奥村　昇司 おくむらクリニック

飛騨市医師会
〔後日〕
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

静岡県
賀茂、御殿場市、三島市

佐藤　賢 有隣厚生会　富士病院
伊東市、熱海市

山田　佳彦 国際医療福祉大学熱海病院
田方

〔後日〕
沼津市

麻生　克己 あそうクリニック
富士市

小松勝利 小松クリニック
富士宮市

谷口　幹太 谷口内科クリニック
庵原、清水

脇　昌子 静岡市立静岡病院
静岡

井上　達秀 静岡県立総合病院
焼津、志太、島田市

井村　満男 岡本内科医院
榛原

千　正鎬 千内科クリニック
小笠、磐周、磐田市

飯野　和美 磐田市立総合病院
浜松市、浜名、浜北、引佐郡

釣谷　大輔 浜松医科大学

愛知県
名古屋市医師会 渡邊　源市 (医社)健翔会 わたなべ内科クリニック
一宮市 村瀬　寛 (社医)大雄会総合大雄会病院
瀬戸旭 吉岡　修子 公立陶生病院
半田市 足立　浩一 半田市立半田病院
春日井市 佐々木　洋光 春日井市民病院
津島市 村岡　由佳 津島市民病院
小牧市 上西　栄太 小牧市民病院
東海市 清水　裕史 公立西知多総合病院
岩倉市、尾北 確認中
東名古屋 石山　雅美 糖尿病・甲状腺　いしやま内科クリニック
西名古屋 金森　典代 とよ山内科クリニック
稲沢市 野村　由夫 稲沢市民病院
海部 羽賀　達也 羽賀糖尿病内科
知多郡 中井　晃 中井内科クリニック
豊橋市、田原市 杢野　武彦 杢野医院
岡崎市 渡邉　峰守 岡崎市民病院
豊川市 加藤　岳史 豊川市民病院
碧南市 月山　克史 医療法人愛生館 小林記念病院
刈谷 水野　達央 (医)豊田会刈谷豊田総合病院
豊田加茂 近田　研 医療法人ちかだクリニック
蒲郡市 確認中
安城市 川久保　明利 池浦ｸﾘﾆｯｸ
西尾市 鈴木　陽一郎 鈴木内科医院
北設楽郡、新城市 村松　学 むらまつ内科
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

三重県
桑員
　桑名医師会（桑名市、木曽岬町）

住田　安弘 (JCHO)四日市羽津医療ｾﾝﾀｰ
廣田　久佳 坂井橋クリニック

　いなべ医師会（いなべ市、東員町）
三輪一真 いなべ糖尿病・内分泌内科
住田　安弘（兼務） (JCHO)四日市羽津医療ｾﾝﾀｰ
廣田　久佳（兼務） 坂井橋クリニック

三泗
　四日市医師会（四日市市、菰野町、朝日町、川越町）

住田　安弘（兼務） (JCHO)四日市羽津医療ｾﾝﾀｰ
水林　竜一 四日市糖尿病クリニック
古田　雅彦 すえながばしクリニック
三好　美穂 (JCHO)四日市羽津医療ｾﾝﾀｰ
中嶋　祥子 市立四日市病院

鈴亀
　鈴鹿市医師会（鈴鹿市）

荒木　里香 国立病院機構三重病院
伊藤　邦展 村瀬病院

　亀山医師会（亀山市）
荒木　里香（兼務） 国立病院機構三重病院
勝木　顕 かつき内科

津
　津地区医師会（津市） 赤塚　元 赤塚クリニック
　三重大学医師会（津市） 〔後日〕
　久居一志地区医師会（津市（久居、一志、榊原））

矢野　裕 三重大学医学部附属病院
田中　剛史 国立病院機構三重中央医療センター
古田　範子 三重大学医学部附属病院

伊賀
　伊賀医師会（伊賀市）

矢野　裕（兼務） 三重大学医学部附属病院
　名賀医師会（名張市）

矢野　裕（兼務） 三重大学医学部附属病院
森岡浩平 森岡内科クリニック

松阪
　松阪地区医師会（松阪市、多気町、明和町、大台町）

田中　剛史（兼務） 国立病院機構三重中央医療センター
伊勢志摩
　伊勢地区医師会（伊勢市、南伊勢町、玉城町、大紀町、度会町）

村田　和也 伊勢赤十字病院
藤原　僚子 伊勢赤十字病院

　志摩医師会（志摩市、鳥羽市）
村田　和也（兼務） 伊勢赤十字病院
藤原　僚子（兼務） 伊勢赤十字病院

東紀州
　紀北医師会（尾鷲市、紀北町）

村田　和也（兼務） 伊勢赤十字病院
藤原　僚子（兼務） 伊勢赤十字病院

　紀南医師会（熊野市、御浜町、紀宝町）
住田　安弘（兼務） (JCHO)四日市羽津医療ｾﾝﾀｰ
藤原　僚子（兼務） 伊勢赤十字病院
尾辻　啓 尾辻内科クリニック
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

滋賀県

○大津市圏域
大津市医師会

岡本元純 大津赤十字志賀病院
○湖南圏域

草津栗東医師会
守山野洲医師会

山本泰三 滋賀県立総合病院
○甲賀圏域

甲賀湖南医師会　　
大村寧 公立甲賀病院

○東近江圏域
近江八幡市蒲生郡医師会　
東近江医師会　

中村高秋 近江八幡市立総合医療ｾﾝﾀｰ
○湖東圏域

彦根医師会　　
矢野秀樹 彦根市立病院

○湖北圏域
湖北医師会　　

江川克哉 長浜赤十字病院
○湖西圏域

高島市医師会　　
〔　未定　〕

京都府
京都北医師会 鍵本　伸二 かぎもとクリニック
上京東部医師会 長谷川　剛二 京都第二赤十字病院
京都市西陣医師会 柳田 國雄 西陣病院
中京東部医師会 高木　秀一 高木内科医院
中京西部医師会 吉政孝明 吉政医院
下京東部医師会 熱田　晴彦 熱田内科クリニック
下京西部医師会 桝田　出 武田病院健診センター
左京医師会 井原　裕 いはら内科クリニック
右京医師会 〔後日〕
西京医師会 長嶋　一昭 京都桂病院
東山医師会 確認中
山科医師会 土居健太郎 洛和会音羽病院
伏見医師会 大石　まり子 大石内科クリニック
　　同　上 河野　茂夫 国立病院機構京都医療センター
乙訓医師会 確認中
宇治久世医師会 土井　邦紘 土井内科
　　同　上 紀田　康雄 きだ内科クリニック
綴喜医師会 〔後日〕
相楽医師会 中埜　幸治 京都山城総合医療センター
亀岡市医師会 北川　功幸 亀岡市立病院
船井医師会 垣田　秀治 国保京丹波町病院
綾部医師会 畑　雅之 畑内科医院
福知山医師会 三橋　一輝 市立福知山市民病院
　　同　上 髙尾　嘉興 医療法人髙尾医院
舞鶴医師会 四方　泰史 あいおい橋四方クリニック
与謝医師会 〔後日〕
北丹医師会 村田雅弘 村田内科医院
京都大学医師会 小倉　雅仁 京都大学大学院医学研究科
京都府立医科大学 山﨑　真裕 京都府立医科大学
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

大阪府二次医療圏(８箇所）
豊能（能勢町・豊能町・箕面市・池田市・豊中市・吹田市）

河盛段 大阪大学大学院医学系研究科
岸本　浩之 (医)明成会岸本医院
朴孝憲 協和会病院
嶺尾郁夫 市立豊中病院糖尿病センター
片上　直人 大阪大学大学院
井端　剛 箕面市立病院

三島（茨木市・高槻市・島本町・摂津市）
加藤　純子 済生会茨木病院
金子　至寿佳 高槻赤十字病院
寺前　純吾 大阪医科大学
金綱　規夫 大阪医科大学

北河内（枚方市・交野市・寝屋川市・四条畷市・守口市・門真市・大東市）
磯谷　治彦 磯谷内科
加藤星河 枚方公済病院
高橋輝 (医)みどり会中村病院
栗岡　聡一 (医)協仁会小松病院
豊田長興 関西医科大学
石塚健 守口生野病院

中河内（東大阪市・八尾市・柏原市）
川野　直也 医真会八尾総合病院
川口　義彦 市立東大阪医療センター
木戸　里佳 八尾市立病院

南河内（藤井寺市・松原市・羽曳野市・太子町・河南市・千原赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市）
川畑　由美子 近畿大学医学部
平尾　利恵子 国立病院機構大阪南医療センター
内本　定彦 市立藤井寺市民病院

堺市（堺市）
大野　恭裕 和泉市立総合医療センター
細川　雅也 帝塚山学院大学人間科学部
八木　稔人 ベルランド総合病院

泉州（高石市・泉大津市・和泉市・岸和田市・貝塚市・忠岡町・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町）
上田　量也 上仁上田クリニック
山田　正一 府中病院
小河　健一 関西医療大学

大阪市（大阪市）：「大阪市二次医療圏内、基本保健医療圏」
北部基本保健医療圏（北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区）

濱崎暁洋 (公財)田附興風会医学研究所北野病院
新谷　光世 大阪府済生会中津病院
福田　正博 ふくだ内科クリニック
細井　雅之 大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ
本庶　祥子 (公財)田附興風会医学研究所 北野病院
山本　浩司 住友病院

西部基本保健医療圏（福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区）
住谷　哲 (公財)日本生命済生会日本生命病院
浜本　芳之 関西電力病院
畑崎　聖弘 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
生水晃 済生会泉尾病院

東部基本保健医療圏（中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区）
徳田　好勇 徳田クリニック
橋本　久仁彦 NTT西日本大阪病院
武呂　誠司 大阪赤十字病院
安田　哲行 大阪警察病院
安田　浩一朗 大阪府済生会野江病院
小杉　圭右 こすぎ内科クリニック

南部基本保健医療圏（阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区）
馬屋原　豊 大阪急性期･総合医療ｾﾝﾀｰ
絵本　正憲 大阪市立大学大学院医学研究科
奥野　仙二 白鷺病院
北川　良裕 大阪鉄道病院
庄司　哲雄 大阪市立大学医学部附属病院 生活習慣病・糖尿
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

兵庫県（医療圏）
西播磨地区

高原　典子 赤穂市民病院
中播磨地区

大原　毅 兵庫県立姫路循環器病センター
北播磨地区

原　賢太 北播磨総合医療センター
東播磨地区

永田　正男 高砂市民病院
神戸地区

小川　渉 神戸大学大学院医学研究科
阪神北地区

浜口　朋也 市立伊丹病院
阪神南地区

小山　英則 兵庫医科大学医学部
但馬地区

〔　未定　〕
丹波地区

〔　未定　〕
淡路地区

〔　未定　〕

奈良県
奈良市 藪田　又弘 市立奈良病院
西和 岸谷　讓 近畿大学医学部奈良病院
東和 林野　泰明 天理よろづ相談所病院
中和 赤井　靖宏 奈良県立医科大学
南和 川野　貴弘 南奈良総合医療センター

和歌山県
和歌山医療圏（和歌山市・海南市・紀美野町）

古田　浩人 和歌山県立医科大学
　和歌山市医師会 多田　正己 多田内科

和歌山市保健所
　海南医師会 山本　雅規 山本医院

海南保健所
那賀医療圏（紀の川市・岩出市）

近藤　溪 公立那賀病院
　那賀医師会 坂頭　節哉 (医)彌栄会やよいメディカルクリニック

岩出保健所
橋本医療圏（橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町）

佐々木　秀行 和歌山県立医科大学　サテライト診療所本町
　伊都医師会 大萩晋也 おおはぎ内科

橋本保健所
有田医療圏（有田市・湯浅町・広川町・有田川町）

〔　未定　〕
　有田医師会 平山　純二 平山内科皮膚泌尿科
　有田市医師会 栗山　茂司 楠本内科

湯浅保健所
御坊医療圏（御坊市・美浜町・日高町・由良町・印南町・日高川町）

確認中
　日高医師会 〔　未定　〕

御坊保健所
田辺医療圏（田辺市・みなべ町・白浜町・上富田町・すさみ町）

藤本　特三 紀南病院
　田辺市医師会 岡本　訓久 おかもと内科クリニック
　西牟婁医師会 〔　未定　〕

田辺保健所 〔　未定　〕
新宮医療圏（新宮市・那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町）

確認中
　新宮市医師会 〔　未定　〕
　東牟婁医師会 〔　未定　〕

新宮保健所 〔　未定　〕
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

鳥取県 暫定 ※3人で県全体を担当する
東部
中部
西武

池田　匡 住吉内科眼科クリニック
谷口　晋一 鳥取大学医学部
楢崎　晃史 鳥取県立中央病院

島根県
松江地区　（※医療圏）

佐藤　利昭 松江赤十字病院
安来地区

乗本　道子 安来市立病院
雲南地区

佐藤　利昭（兼務） 松江赤十字病院
出雲地区

伊東　康男 島根県立中央病院
大田・邑智地区

山本　昌弘 島根大学医学部
江津・浜田地区

山根　雄幸 医療法人慈誠会山根病院
益田・鹿足地区

高瀬　裕史 たかせ内科
隠岐地区

佐藤　利昭（兼務） 松江赤十字病院

岡山県 二次医療圏別
県南東部（岡山市北区、中区、東区、南区、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町）
　北区、吉備中央町 四方　賢一 岡山大学病院
　東区、南区 中塔　辰明 岡山済生会総合病院
　中区 小川　大輔 おかやま内科 糖尿病･健康長寿ｸﾘﾆｯｸ
　玉野市 三島康男 玉野市民病院
　赤磐市 大宮　照明 赤磐医師会病院
　瀬戸内市、備前市 津島公 津島医院
　和気町、備前市 確認中
県南西部（倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町）
　倉敷市、早島町、笠岡市、井原市 松木　道裕 (医)和香会 倉敷スイートホスピタル
　倉敷市、浅口市、里庄町、矢掛町 松岡　孝 (公財)大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
　倉敷市児島地区 中山富雄 児島中央病院
　総社市 廣澤　裕代 (医)孝秀会パーク統合クリニック
高梁・新見（高梁市、新見市）
　高梁市 下田　将司 川崎医科大学附属病院
　新見市 太田　徹 医療法人緑隆会 太田病院
真庭（真庭市、新庄村）
　真庭市 廣田　大昌 総合病院　落合病院
　真庭市、新庄村 確認中
津山・英田（津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町）
　津山市、奈義町、西粟倉村 〔後日〕

北村　卓也 津山中央病院
　美作市、鏡野町、勝央町、
　久米南町、美咲町
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

広島県
広島市中区医師会

江草　玄士 江草玄士クリニック
広島市西区医師会

大久保　雅通 内科(糖尿病)久安医院
広島市東区医師会、広島市南区医師会

野島　秀樹 野島内科医院
広島市佐伯区医師会　　　　　

粟屋　智一 いつかいち駅前内科
呉市医師会、豊田郡医師会

野間　興二 日新製鋼呉診療所
福山市医師会、松永沼隈地区医師会、深安地区医師会、府中地区医師会

箱田　知美 (医社)日本鋼管福山病院
尾道医師会、因島医師会、世羅郡医師会

日野　文明 JA尾道総合病院
三原市医師会、竹原地区医師会

東儀　宣哲 三原市医師会(山田記念病院)
大竹市医師会

太田　逸朗 広島西医療センター　糖尿病・内分泌・代謝内科
安芸地区医師会

中村　邦彦 天神川なかむら内科
佐伯地区医師会、山県郡医師会

石橋　不可止 石橋クリニック
安佐医師会、広島市安佐北区医師会、広島市安佐南区医師会

小田　清 小田内科クリニック
志和　亜華 広島市立安佐市民病院

安芸高田市医師会、三次地区医師会
杉廣　貴史 市立三次中央病院

賀茂東部医師会、東広島地区医師会
確認中

庄原市医師会
中島　浩一郎 庄原赤十字病院

広島大学医師会
米田　真康 広島大学病院

山口県
岩国市医師会 廣川 泰嗣 (医)新生会いしい記念病院
玖珂郡医師会 　　同上 　同上
柳井市医師会　 大久保　正士 ウェルネスクリニック
大島郡医師会 　　同上 　同上
熊毛郡医師会　 　　同上 　同上
光市医師会　 井上　祐介 いのうえ内科クリニック
徳山医師会 松谷　朗 周南市立新南陽市民病院
下松医師会　 　　同上 　同上
防府医師会 井上　康 山口県立総合医療センター
萩市医師会 確認中
山口市医師会 藤田　直紀 済生会山口総合病院
吉南医師会 　 野見山　淳 厚生連小郡第一病院
宇部市医師会 井本　忍 宇部興産中央病院
小野田市医師会・厚狭郡医師会　 矢賀健 山陽小野田市民病院
美祢郡医師会　 吉崎　美樹 吉崎内科医院
美祢市医師会　 　　同上 　同上
長門市医師会　 〔後日〕
下関市医師会 綾目　秀夫 あやめ内科
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

徳島県
徳島市医師会           

徳島市 鶴尾　美穂 慈成会寺沢病院
小松島市医師会　

小松島市、勝浦町、上勝町 新谷　保実 徳島赤十字病院
阿南市医師会　

阿南市、那賀町 粟飯原　賢一 徳島大学大学院医歯薬学研究部
海部郡医師会　

牟岐町、美波町、海陽町 （徳島県推進会議）
徳島西医師会　

徳島市西部、佐那河内村 田蒔　基行 たまき青空病院
名西郡医師会　

石井町、神山町 （徳島県推進会議）
鳴門市医師会　

鳴門市 藤中　雄一 徳島県鳴門病院
板野郡医師会　

松茂町、北島町、藍住町、板野猪本　享司 いのもと眼科内科
阿波市医師会　

（徳島推進会議）
吉野川市医師会　

近藤　絵里 吉野川医療センター
美馬市医師会　

美馬市、つるぎ町 （徳島推進会議）
三好市医師会　

三好市、東みよし町 （徳島推進会議）

野間喜彦 社会医療法人川島会川島病院 
松久宗英 徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター 
白神敦久 徳島県立中央病院 糖尿病・代謝内科

（徳島推進会議・・・専門医不在地域は糖尿病対策班から、糖尿病専門医、野間喜彦氏、松久宗英氏、白神敦久氏が担当）

香川県
高松市医師会 植村　信久 ｷﾅｼ大林病院
坂出医師会 大工原　裕之 坂出市立病院
丸亀市医師会 確認中
大川地区医師会 菊池　史 香川大学医学部附属病院
小豆島医師会 外園　正彰 外園医院
綾歌地区医師会 宮井　陽一郎 医療法人社団宮井内科医院
仲多度郡善通寺医師会 岩本　正博 (医)社団幸正会岩本内科医院
三豊観音寺市医師会 米井　泰治 よねいクリニック

愛媛県
四国中央市 扇喜　真紀 HITO病院
新居浜市 南　尚佳 愛媛県立新居浜病院
西条市 鳥巣　真幹 恩賜財団済生会西条病院
今治市 中西　征司 愛媛県立今治病院

上島町
東温市 髙田　康徳 愛媛大学医学部
松山市 戎井　理 愛媛県立中央病院
　同 近藤　しおり 松山赤十字病院
　同 宮岡　弘明 済生会松山病院

伊予市 〔　未定　〕
松前町 〔　未定　〕
砥部町 〔　未定　〕
久万高原町 〔　未定　〕

大洲市 確認中
内子町 〔　未定　〕

八幡浜市 酒井　武則 市立八幡浜総合病院
伊方町 酒井　武則 市立八幡浜総合病院
西予市 〔　未定　〕

宇和島市 宮内　省蔵 市立宇和島病院
鬼北町 〔　未定　〕
松野町 〔　未定　〕
愛南町 〔　未定　〕
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

高知県
中央圏

藤本　新平 高知大学医学部
末廣　正 高知高須病院

安芸圏
津田道子 津田クリニック

幡多圏
樋口佑次 四万十市市民病院

高播圏
〔　未定　〕

福岡県
福岡市・糸島保健医療圏　

井口　登與志 福岡市健康づくりサポートセンター
粕屋保健医療圏

大神　吉光 社会保険中原病院
宗像保健医療圏

市川　晃治郎 福津内科クリニック
筑紫保健医療圏

小林　邦久 福岡大学筑紫病院
朝倉保健医療圏

山田　研太郎 朝倉医師会病院
久留米保健医療圏

野村　政壽 久留米大学医学部
八女・筑後保健医療圏

鶴田　宗久 公立八女総合病院
有明保健医療圏

村石　和久 村石クリニック
飯塚保健医療圏

迫　康博 福岡県済生会飯塚嘉穂病院
直方・鞍手保健医療圏

山本　光勝 小竹町立病院　内科
田川保健医療圏

南　陽平 田川市立病院　糖尿病内分泌内科
北九州保健医療圏

岡田　洋右 産業医科大学
京築保健医療圏

梅田　文夫 行橋中央病院

佐賀県
佐賀市医師会 安西　慶三 佐賀大学医学部
唐津東松浦医師会 山﨑　孝太 国立病院機構嬉野医療ｾﾝﾀｰ
鳥栖三養基医師会 確認中
神埼市郡医師会 〔　未定　〕
多久･小城地区医師会 〔　未定　〕
武雄杵島地区医師会 確認中
鹿島藤津地区医師会 〔　未定　〕
伊万里･有田地区医師会 前田　麻木 医療法人幸善会前田病院
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

長崎県・・・二次医療圏
長崎

宮崎　正信 宮崎内科医院
佐世保

山崎　浩則 佐世保市総合医療センター
諫早

瀧野　博文 たきの内科クリニック
大村

中村　ますみ 中村医院
島原

喜多　篤志 喜多内科医院
平戸

〔後日〕
五島

〔後日〕
東彼

確認中
西彼

遠山　杏子 とおやま内科
南高

後藤　嘉樹 愛野記念病院
北松

中沢有香 北松中央病院（腎臓内科）　
壱岐

〔後日〕
対馬

確認中

熊本県
阿蘇圏域

古川　昇 熊本大学臨床医学教育研究センター
天草圏域

平島　義彰 天草地域医療センター
有明圏域

松田　浩史 公立玉名中央病院
宇城圏域

確認中
上益城圏域

近藤　龍也 熊本大学医学部附属病院/谷田病院
鹿本圏域

川崎　修二 山鹿市民医療センター　内分泌・代謝内科
菊池圏域

豊永　哲至
一般社団法人菊池郡市医師会　菊池郡市医師
会立病院

球磨圏域
確認中

熊本圏域
本島　寛之 熊本大学医学部附属病院

　 久木留　大介 熊本大学医学部附属病院
八代圏域
　 岸川　秀樹 JCHO熊本総合病院
水俣圏域　

　 藤澤　和夫 水俣市立総合医療センター
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　　糖尿病腎症重症化予防における日本糖尿病学会市町村担当医　 （敬称略

地域区分 担当医氏名 勤務先

大分県
大分市 阿部克成 内科阿部医院
大分市 葛城　功 大分市医師会立アルメイダ病院
別府市 田中　克宏 新別府病院
由布市 正木孝幸 大分大学医学部附属病院
中津市 小路　眞護 医療法人高徳純眞会小路内科医院
宇佐市 賀来　寛雄 賀来内科医院
豊後高田市 瀬口　忠一 せぐち内科
杵築市 〔後日〕
国東市 嵜野　浩 国東広域病院
臼杵市 近藤　誠哉 臼杵市医師会立コスモス病院
津久見市 竹下　泰 津久見中央病院
佐伯市 小寺　隆元 佐伯中央病院
日田・玖珠地区 小中多佳子 小中病院
豊後大野市 岡本　剛明 帰厳会みえ病院
竹田市 安永正剛 医療法人大久保病院

宮崎県
延岡西臼杵（延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町）

中尾　穂並 医療法人苓州会萩原眼科・中尾内科
松尾　崇 延岡市医師会病院

日向入郷（日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）
山下　英一郎 (社医)泉和会千代田病院

宮崎東諸県（宮崎市、国富町、綾町）
上野　浩晶 宮崎大学医学部
水田　雅也 潤和会記念病院

西都児湯（西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町）
山中　聡 聖山会川南病院 内科

日南串間（日南市、串間市）
中津留　邦展 日南市立中部病院

都城北諸県（都城市、三股町）
西　勇一 医療法人魁成会宮永病院
重平　正文 しげひらクリニック 

西諸（小林市、えびの市、高原町）
小原　健一 医療法人養気会池井病院 内科

鹿児島県
鹿児島医療圏 鎌田　哲郎 いづろ今村病院
川薩 宇都　正 済生会川内病院
姶良・伊佐 林　大輔 はやし内科クリニック
南薩 福元　良英 福元医院
出水 〔　未定　〕
曽於 〔　未定　〕
肝属 矢野　純子 医療法人YFCやのファミリークリニック
熊毛 〔　未定　〕
奄美 土屋　晶子 奄美中央病院

沖縄県

〔後日〕
中部地区医師会（宜野湾市、沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町）

仲地　健 (医)翔南会翔南病院
浦添市医師会（浦添市）

島尻　佳典 島尻キンザー前クリニック
那覇市医師会（那覇市、久米島町※1）

屋宜　宣治 屋宜内科医院

田仲　秀明 田仲医院
宮古地区医師会（宮古島市、多良間村）

池村　　眞 池村内科医院
八重山地区医師会（石垣市、竹富町、与那国町）

〔後日〕
※1　那覇市医師会にて対応可能
※2　医師会の会員施設が無いため管轄外となるので要調整

北部地区医師会（名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村、恩納
村、宜野座村、金武町）

南部地区医師会（糸満市、豊見城市、南城市、与那原町、南風原町、渡嘉敷村※2、座間味村※2、粟国村※2、
渡名喜村※2、南大東村※2、北大東村※2、八重瀬町）
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