作成日：2019/4/2

認定教育施設一覧（有床）
支部・県
北海道
北海道

施 設 名
JA北海道厚生連旭川厚生病院内科/代謝内分泌
（2009.4.1～内科から科名変更）
（2012～第3内科から科名変更）
JA北海道厚生連帯広厚生病院第三内科
JA北海道厚生連札幌厚生病院糖尿病・内分泌内科
（2013.1～第一内科から科名変更）
ＪＣＨＯ北海道病院糖尿病・内分泌内科
（2001.3～北海道社会保険中央病院内科から変更）
（2010.6～糖尿病・代謝内科から科名変更）
（2014.4～北海道社会保険病院糖尿病・内分泌内科から科名変更）
JR札幌病院糖尿病内科
KKR札幌医療センター代謝・内分泌科
NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科
旭川医科大学病院小児科
（2006～医学部附属病院から変更）
旭川医科大学病院糖尿病内科（旧第二内科）
（2006～医学部附属病院第二内科から変更）
旭川医科大学病院総合診療部
（2006～附属病院から変更）
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌内科
（2001.11～内科・2008.11～内分泌代謝科から科名変更）
医療法人アンリー・デュナン会深川第一病院内科
医療法人ケイ・アイ オホーツク海病院内科
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院内科
医療法人社団アルデバランさっぽろ二十四軒病院内科
（2013.12.1～糖研会北陵内科病院から名称変更）
医療法人社団慶友会吉田病院糖尿病センター
医療法人社団博彰会佐野病院内科・消化器科・循環器科・呼吸器科・皮膚科（糖尿病外来）
医療法人北晨会恵み野病院糖尿病内科
（2008.9.1～第2内科から科名変更）
（2015.8.19～内科から糖尿病内科へ科名変更）
医療法人萬田記念病院糖尿病センター
岩見沢市立総合病院内科（循環器・糖尿病）
置戸赤十字病院内科
勤医協札幌病院内科
勤医協中央病院内科
国家公務員共済組合連合会斗南病院糖尿病・内分泌内科
（2011.6.1～斗南病院内科から変更）
（2016.10.11～KKR札幌医療センター斗南病院から名称変更）
札幌医科大学循環器・腎臓・代謝内分泌内科
（2018.4.1～第二内科から名変更）
社会医療法人延山会西成病院糖尿病センター糖尿病内科
（2013.9.1～医療法人社団から社会医療法人へ名称変更）
社会医療法人母恋天使病院糖尿病・代謝内科
市立旭川病院糖尿病・代謝内科（糖尿病センター）
（2005.11～内科から科名変更）
（2010.8.19～糖尿病センターから科名変更）
市立小樽病院内科
市立札幌病院糖尿病・内分泌内科
（2004～第一内科・2006.4.1～内分泌代謝内科・2008.4～糖尿病・代謝内科から科名変更）
市立室蘭総合病院糖尿病内科
市立千歳市民病院循環器科
（2015.3.1～循環代謝科から科名変更）
滝川市立病院内科
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター糖尿病・脂質代謝内科
（2003～国立療養所・2008.4～内科・2010.3～西札幌病院から変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院糖尿病内科
（2004～糖尿病内科から科名変更）
（2014.4.1～札幌社会保険総合病院内科・糖尿病内分泌から変更）
独立行政法人労働者健康福祉機構美唄労災病院内科
（2005～労働事業団から名称変更）
独立行政法人労働者健康福祉機構北海道中央労災病院内科
（2008.4.1～岩見沢労災病院から名称変更）
苫小牧市立総合病院内科
日鋼記念病院糖尿病科
函館中央病院内科
北海道医療大学内科
（2005.7.1～北海道医療大学医科歯科クリニックから名称変更）
北海道大学病院内科Ⅰ
（2003～北海道大学医学部附属病院から名称変更）
（2004～医学部歯学部附属病院から名称変更）
（2011～第一内科から科名変更）
北海道大学病院内科Ⅱ
（2005～北海道大学医学部附属病院から名称変更）
（2011～第二内科から科名変更）

認定期間
2004.9.16～2006.9.30
2009.4.1～
2014.6.12～2017.9.30
2002.12.8～
1998.11.30～2003.10.30
2010.6.11～
2018.4.1～
2008.6.2～
2010.4.30～
2003.11.30～2013.9.30
2017.4.1～
1992.11.30～1998.3.31
1998.11.30～
2004.10.12～2015.3.31
1995.11.27～
1995.11.27～2011.3.31
2010.2.3～2016.3.31
2001.12.2～2003.12.31
2004.9.16～2014.9.30
2004.9.16～2016.9.30
1999.12.5～2004.10.31
2006.5.23～
1993.11.29～
2015.7.1～2019.3.31
2003.11.30～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2000.11.27～2012.3.31
1994.12.5～1999.9.30
2012.3.22～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1990.5.22～2002.3.31
2011.6.1～
2004.3.23～
2009.4.1～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2018.10.1～認定教育施設Ⅱ
1995.11.27～
1999.12.5～2003.3.31
1990.5.22～
2013.4.23～
2014.10.17～
2000.11.27～
2002.12.8～
1994.12.5～
2003.11.30～2006.3.31
2003.11.30～2012.3.31
1992.11.30～2003.3.31
2003.11.30～2006.3.31
1996.12.2～2007.3.31
1997.12.1～2018.3.31
1999.12.5～

1990.5.22～
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支部・県
東北
青 森

岩 手

宮 城

施 設 名
青森県立中央病院糖尿病センター内分泌内科
（2018.10.15～内分泌内科から科名変更）
青森市民病院糖尿病・内分泌内科
（2012.8.1～第一内科から科名変更）
青森労災病院糖尿病・内分泌内科
黒石市国民健康保険黒石病院糖尿病・内分泌内科
つがる西北五広域連合つがる総合病院内分泌・糖尿病・代謝内科(旧第三内科)
八戸市立市民病院内分泌糖尿病科・内科
弘前市立病院糖尿病・内分泌代謝科
（2018.4.1～内分泌代謝科から科名変更）
弘前大学医学部附属病院内分泌・代謝・感染症内科
（2005.4～第三内科から科名変更）
岩手医科大学附属病院糖尿病・代謝内分泌内科
（2004～第一内科から科名変更）
（2018.4.1～糖尿病代謝内科から科名変更）
岩手県立磐井病院内科・消化器科
岩手県立江刺病院消化器科
岩手県立軽米病院内科
岩手県立中央病院糖尿病・内分泌内科
（2012.4.1～総合内科から科名変更）
（2019.4.1～総合診療科から科名変更）
岩手県立花巻厚生病院消化器内科
北上済生会病院糖尿病センター
日高見中央クリニック糖尿病センター内科
水沢市国民健康保険総合水沢病院糖尿病代謝科
（2004.4.1～内科から科名変更）
盛岡市立病院糖尿病・代謝内科
（2011.4.1～内科・糖尿病代謝科から科名変更）
大崎市民病院糖尿病・代謝内科
栗原市立栗原中央病院内科
坂総合病院糖尿病代謝科
仙台厚生病院糖尿病代謝内科
（2008～糖尿病代謝科から科名変更）
仙台市立病院消化器科
仙台市立病院糖尿病・代謝内科
仙台徳州会病院糖尿病・代謝内科
東北医科薬科大学病院糖尿病代謝内科
（2016.10.1～東北厚生年金病院代謝糖尿病科から名称および科名変更）
東北医科薬科大学若林病院糖尿病内科
（2016.4.1～NTT東日本東北病院から施設合併に伴う名称変更）
東北大学病院糖尿病代謝科
（第三内科から科名変更・2007.4～医学部附属病院から変更）
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター内分泌代謝内科
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院糖尿病代謝センター
（2009.4～糖尿病代謝内科から科名変更・2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）

松島病院内科
秋 田

山 形

みやぎ県南中核病院糖尿病・代謝内科
JA秋田厚生連平鹿総合病院消化器・糖尿病内科
秋田県成人病医療センター代謝科
秋田厚生連秋田厚生医療センター 糖尿病・代謝内科
（2014.4.1～秋田組合総合病院糖尿病代謝科から名称および科名変更）
秋田赤十字病院代謝内科
（2013.4.1～内科から科名変更）
秋田大学医学部附属病院第一内科
秋田大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科
（2009.9.20～老年科から科名変更）
大館市立総合病院内分泌・代謝・神経内科
（2012.4.1～第三内科から科名変更）
市立秋田総合病院糖尿病・内分泌内科
（2018.10.1～糖尿病・代謝内科から科名変更）
社会医療法人青嵐会本荘第一病院糖尿病・代謝内科
（2017.10.1～本荘第一病院消化器科から名称および科名変更）
独立行政法人労働者健康安全機構秋田労災病院糖尿病代謝内科
（2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
明和会中通総合病院糖尿病・内分泌内科
（2010～代謝科から科名変更）
（2019.4.1～糖尿病内科から科名変更）
公立置賜総合病院内科
（2001～統廃合のため長井市立総合病院内科から引継ぎ）
寒河江市立病院内科
社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院糖尿病内科
（2008.11～糖尿病内分泌科から科名変更）
南陽市立総合病院内科
山形県立河北病院内科
山形県立新庄病院内科
山形県立中央病院内科
山形県立日本海病院内科
山形市立病院済生館糖尿病・内分泌内科
（2012.12.26～内科から科名変更）
山形大学医学部附属病院第三内科
米沢市立病院第三内科

認定期間
2009.3.13～
1991.12.1～
2015.10.1～
2007.11.12～
2018.10.1～
1996.12.2～
2008.4.14～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
1990.5.22～
1990.5.22～2001.3.31
2001.12.2～
1994.12.5～1999.4.30
2013.2.13～2017.9.30
2001.12.2～
2003.11.30～
1990.5.22～2004.3.31
1991.12.1～2002.3.31
2007.7.24～2017.3.31
1999.12.5～2005.9.30
2009.10.13～
2018.7.1～
2006.8.21～
2006.5.23～
1997.12.1～2011.3.31
1993.11.29～2003.4.30
2016.7.1～
2016.10.1～認定教育施設Ⅱ
1990.5.22～2012.3.31
2016.10.1～
2013.8.28～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
1993.11.29～
2013.7.1～
1992.11.30～1998.3.31
1998.11.30～
1996.12.2～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
2018.7.1～
2017.10.1～
1995.11.27～2013.9.30
2007.9.3～
1999.12.5～
1991.12.2～1996.5.31
1995.11.27～
1992.11.30～
2014.7.17～
1994.12.5～2015.3.31
2017.10.1～認定教育施設Ⅱ
2014.10.17～2017.9.30
1990.5.22～2013.9.30
2014.3.4～2018.3.31
2019.4.1～
1991.12.2～
2004.9.16～
2000.11.27～
1990.5.22～1996.3.31
2007.7.24～
1995.11.27～2005.7.31
1999.12.5～
1994.12.5～1999.6.30
1991.12.2～2006.9.30
2012.12.26～
1990.5.22～
1995.11.27～2013.9.30
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支部・県
福 島

施 設 名
JA福島厚生連双葉厚生病院内科
（2000～福島県厚生農業協同組合連合会から名称変更）
いわき市医療センター糖尿病・内分泌科
（2018.12.14～いわき市立総合磐城共立病院から名称変更）
太田綜合病院附属太田熱海病院糖尿病内科
（2015.4.1～糖尿科から科名変更）
（2016.4.1～糖尿病科から科名変更）
済生会福島総合病院糖尿病内分泌科
（財）太田綜合病院附属太田記念病院内科（生活習慣病科）
財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院糖尿病内科
（2013.6.13～（財）太田西ノ内病院糖尿病内科から名称および科名変更）
（財）大原綜合病院付属大原医療センター糖尿病科
（2003～内科から科名変更）
財団法人脳神経疾患研究所附属南東北病院第三内科

竹田綜合病院内科
（2003～糖尿病センターから科名変更）
（2015.9.11～(財)竹田綜合病院から竹田綜合病院へ名称変更）
独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院内科
（2002～労働福祉事業団から名称変更）
（2017.4.1～糖尿病代謝科から科名変更）
福島県立医科大学会津医療センター糖尿病・代謝・腎臓内科
（2013.8.28～福島県立会津総合病院から名称変更）
福島県立医科大学附属病院 糖尿病内分泌代謝内科
（2003～医学部追加・第三内科から科名変更）
（2013.4.1～福島県立医科大学医学部附属病院腎・高血圧・糖尿病・内分泌・代謝内科（第三内科）
から名称・科名変更）
関東甲信越
茨 城 ＪＡとりで総合医療センター内分泌代謝内科
茨城県立中央病院内分泌代謝・糖尿病内科
医療法人小沢眼科内科病院内科
医療法人健清会那珂記念クリニック内科
（2004～那珂クリニックから名称変更）
医療法人社団善仁会小山記念病院内科

栃 木

群 馬

牛久愛和総合病院糖尿病・代謝内科
国家公務員共済組合連合会水府病院内分泌代謝内科
総合病院土浦協同病院代謝・内分泌内科
（2016.3.1～内分泌代謝内科から科名変更）
筑波記念病院代謝内分泌内科
（2015.4.1～つくば糖尿病センターから科名変更）
筑波大学附属病院内分泌代謝・糖尿病内科
（2006～内分泌代謝内科から科名変更）
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター/水戸協同病院内分泌代謝・糖尿病内科
（2009.10～水戸協同病院代謝内分泌内科から変更）
東京医科大学茨城医療センター内科（代謝内分泌）
（2002～内科学第五講座（霞ヶ浦病院）・2008.4～内科から科名変更）
（2009.4～東京医科大学霞ヶ浦病院から名称変更）
（2013～代謝内分泌内科から科名変更）
西山堂慶和病院糖尿病内科
西山堂病院糖尿病内科
水戸済生会総合病院内科
龍ヶ崎済生会病院内科（内分泌代謝科）
医療法人社団全仁会宇都宮中央病院糖尿病代謝内科
（2008～内科から科名変更）
医療法人長崎病院内科
上都賀総合病院糖尿病センター
国立医療福祉大学病院糖尿病内分泌代謝科
佐野厚生総合病院内科
社会医療法人中山会宇都宮記念病院内分泌代謝内科
社会医療法人博愛会菅間記念病院糖尿病代謝内科
（2009.1.1～特定医療法人から変更）
自治医科大学附属病院内分泌代謝科
新小山市民病院糖尿病代謝内科
独立行政法人国立病院機構栃木医療センター内科
（2004～国立栃木病院内科から変更）
（2013.3.21～独立行政法人国立病院機構栃木病院内科から施設名変更）
独立行政法人国立病院機構宇都宮病院内科
（2004～国立療養所東宇都宮病院から変更）
栃木県済生会宇都宮病院内科
獨協医科大学病院内分泌代謝内科
獨協医科大学日光医療センター糖尿病・内分泌内科
伊勢崎市民病院内科
医療法人社団三思会東邦病院内分泌糖尿病センター
医療法人社団日高会日高病院糖尿病センター（糖尿病内分泌内科）
（2013.12.18～糖尿病内科から科名変更）
（2015.4.1～医療法人日高会火日高病院メタボ・糖尿病治療センターから名称変更）
群馬県立心臓血管センター循環器内科
（2001.6～施設名変更）
（2010.9.2～内科から科名変更）

認定期間
1997.12.1～
1990.12.2～
2012.9.25～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
2017.12.1～認定教育施設Ⅱ
2002.12.8～2009.3.31
1990.12.2～
1997.12.1～2007.9.30
1996.12.2～1999.3.31
2003.11.30～2006.9.30
1990.12.2～
2000.11.27～2006.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
2011.11.29～
1994.12.5～

2015.10.1～
2016.10.1～2017.9.30
2007.9.3～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1999.12.5～
2013.5.27～2018.3.31
2018.10.1～教育関連施設へ
2015/7/1～
2012.6.8～2013.3.31
2007.4.9～
1999.12.5～
1991.12.2～
1995.11.27～1999.12.4
2009.10.13～
1995.11.27～

2011.6.1～
1996.12.2～2011.9.30
1991.12.2～1999.3.31
2009.3.13～2014.9.30
2004.6.15～2012.3.31
2008.11.30～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2015.2.25～
2016.4.1～
2006.9.21～
2013.2.13～
2005.9.1～2013.3.31
1990.5.22～
2017.4.1～
2000.11.27～2009.3.31
2012.4.25～2014.9.30
1996.12.2～2007.3.31
2007.9.3～
1993.11.29～
2009.11.29～
2012.12.26～
2014.8.22～2016.9.30
2017.6.1～2018.4.17
2008.11.30～
2000.11.27～

作成日：2019/4/2
支部・県
群 馬

埼 玉

千 葉

施 設 名
群馬大学医学部附属病院内分泌・糖尿病内科（第一内科）
（2002～第一内科から科名変更・2004.5～旧第二内科と合併）
公立富岡総合病院内科
SUBARU健康保険組合太田記念病院 内分泌内科
（2017.4.1～富士重工業健康保険組合太田記念病名称変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院糖尿病センター
前橋赤十字病院糖尿病・内分泌内科
（第三内科・2008.8～第一内科から変更）
TMGあさか医療センター内科（糖尿病・内分泌）
（2018.1.1～朝霞台中央総合病院内科（糖尿病内分泌）から施設名変更）
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院糖尿病内科
（2014.4.1～内科から科名変更）
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（内分泌代謝センター）
小川赤十字病院内分泌・糖尿病内科
春日部秀和病院糖尿病内科
学校法人北里研究所北里大学メディカルセンター内分泌代謝内科
（2008.4～社団法人北里研究所北里研究所メディカルセンター病院から名称変更）
（2013.1.1～学校法人北里研究所北里大学北里研究所メディカルセンター病院内科から変更）

認定期間
1990.12.2～
（但し1999.7.1～1999.12.4
旧第二内科のみ資格停止）
1995.11.27～
2014.4.1～
2017.4.1～
1992.11.30～
2017.7.1～
2004.9.25～
2016.10.1～
20019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2001.12.2～2006.3.31
2007.2.13～

川口市立医療センター糖尿病内分泌内科

2017.12.1～

済生会川口総合病院糖尿病・内分泌内科
（2008～内分泌代謝科から科名変更）
埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科
（2005.4～第一内科から科名変更）
埼玉医科大学病院小児科
埼玉医科大学病院内分泌内科・糖尿病内科
（2002～第四内科・2006～附属病院から変更）
（2016～内分泌・糖尿病内科から科名変更）
さいたま記念病院内科
埼玉協同病院内科
埼玉県済生会栗橋病院内科
さいたま市民医療センター糖尿病内科
さいたま市立病院内科
（2001～浦和市立病院より名称変更）
自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科
（2003～内分泌代謝科から科名変更）
（2010～内科系診療部から科名変更）
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院糖尿病・代謝・内分泌科
（2009.4.1～医療法人社団から変更）
（2018.8.28～代謝内分泌科から科名変更）
社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院糖尿病内科
社会保険大宮総合病院内科
秀和総合病院内分泌・糖尿病内科
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院内科
（2004～国立西埼玉中央病院から名称変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター内分泌代謝・糖尿病科
（2014.4.1～埼玉社会保険病院から名称変更）
（2015.7.1～内科から科名変更）
獨協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌・血液内科
（2004～一般内科から科名変更）
（2011～内分泌代謝・血液・神経内科から科名変更）
（2017.11.15～獨協医科大学越谷病院から名称変更）
戸田中央総合病院内科（糖尿病・内分泌）
（2018.12.5～内科から科名変更）
新座志木中央総合病院糖尿病内分泌内科
防衛医科大学校病院内分泌代謝内科
（2009.10～防衛医科大学校第三内科から名称および科名変更）
（2012.4.1～内科3（旧第3内科）から科名変更）
防衛医科大学校病院小児科
防衛医科大学校病院総合臨床部
みさと健和病院総合内科内分泌・代謝科
（2007.6.1～内科・代謝内分泌科から科名変更）
（2016.4.1～内科から科名変更）
医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター
（医療法人社団誠馨会加曽利病院糖尿病センターから変更）
医療法人社団保健会谷津保健病院内科・循環器科
医療法人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
（2011.10～JFE健康保険組合川鉄千葉病院より名称変更）
医療法人鉄蕉会亀田総合病院糖尿病内分泌内科
（2006～内分泌内科から科名変更）
医療法人養真会上総記念病院内科
柏市立柏病院内分泌代謝科

2004.3.23～

柏厚生総合病院糖尿病センター
国際医療福祉大学市川病院糖尿病・代謝・内分泌内科
国保直営総合病院君津中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科
（2017.4.1～君津中央病院内分泌代謝科から施設名および科名変更）
国立国際医療センター国府台病院糖尿病・内分泌・代謝科
（2008.4～国立精神・神経センター国府台病院から変更）
（2017.9.16～内科から科名変更）
順天堂大学医学部附属浦安病院糖尿病・内分泌内科
（2014.5.1～内科2（糖尿病・内分泌内科）から科名変更）
新東京病院内分泌糖尿病内科

1999.12.5～
2009.3.13～
1993.11.29～
2003.11.30～2019.3.31
2000.11.27～
1998.11.30～2009.3.31
2016.10.1～
1991.12.2～2008.3.31
※2015.7.1～教育関連施設へ
1995.11.27～
2003.11.30～
2015.2.25～
1998.11.30～2005.3.31
2014.3.4～
1991.12.2～
1990.12.2～
1994.12.5～

2004.9.16～
2018.10.1～
1997.12.1～2000.3.31
2009.10.27～
1991.12.2～2002.12.6
2001.12.2～2010.3.31
2003.11.30～
1999.12.5～
2014.3.4～
2008.4.14～2013.3.31
2017.7.1～
1994.12.5～
1990.5.22～
1995.11.27～2014.3.31
2015.10.1～教育関連施設へ
2018.7.1～
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
2006.4.5～2015.9.30
2015.10.1～教育関連施設へ
2016.4.1～
1997.12.1～
2009.10.27～2012.3.31
2013.5.27～
2007.9.3～2013.9.30

作成日：2019/4/2
支部・県
千 葉

東 京

施 設 名
新松戸中央総合病院内科
千葉県こども病院内分泌科
千葉市立青葉病院内分泌・糖尿病代謝内科
（2013.12.18～内科から科名変更）
千葉大学医学部附属病院小児科
千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科
（2004.4.1～第二内科から科名変更）
帝京大学ちば総合医療センター第三内科
（2006.8～帝京大学医学部附属市原病院から名称変更）
東京歯科大学市川総合病院内科糖尿病・内分泌センター
東京慈恵会医科大学附属柏病院糖尿病代謝内分泌内科
東京女子医科大学八千代医療センター糖尿病・内分泌代謝内科
（2011～内科から科名変更）
東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病・内分泌・代謝センター
（2001～内科・2006.4～東邦大学医学部附属佐倉病院から変更）
特定医療法人社団上総会山之内病院内科（糖尿病専門外来）
地方独立行政法人総合病院旭中央病院糖尿病代謝内科
（2017.71～総合病院旭中央病院内科から施設名および科名変更）
独立行政法人国立病院機構千葉医療センター糖尿病代謝内科
（2004～国立千葉病院内科・2009.4.1～内科から変更）
独立行政法人国立病院機構千葉東病院内科
（2004～国立佐倉病院から統廃合のため施設名変更）
独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院糖尿病・内分泌内科
（2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
（2016.8.19～内科から科名変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院内科
（2017.4.1～社会保険船橋中央病院から名称変更）
成田赤十字病院内科
日本医科大学千葉北総病院内分泌内科
船橋市立医療センター代謝内科
（2012～内科から科名変更）
JR東京総合病院糖尿病・内分泌内科
（2006.4.1内分泌内科・2010.4.1～内分泌代謝科から科名変更）
NTT東日本関東病院糖尿病・内分泌内科
（1990～関東逓信病院糖尿病センターより名称変更）
一般社団法人至誠会第二病院糖尿病内科
（2013.4.1～東京女子医科大学同窓会立社団法人から変更）
医療法人財団健貢会総合東京病院糖尿病・代謝内科
医療法人財団順和会山王病院内科（糖尿病・甲状腺）
医療法人社団三友会あけぼの病院糖尿病・内分泌内科
医療法人社団藤﨑病院内科
医療法人社団明芳会板橋中央総合病院糖尿病内科
（2006～内科から科名変更）
永寿総合病院糖尿病・内分泌内科
（2013.4.1～代謝・内分泌内科から科名変更）
青梅市立総合病院内分泌糖尿病内科
（2009.2.1～内分泌代謝科から科名変更）
大森赤十字病院糖尿病・内分泌内科
河北総合病院糖尿病・内分泌代謝内科
がん・感染症センター都立駒込病院糖尿病内科
（2013.9.30～東京都立駒込病院内分泌代謝科から名称および科名変更）
（2017.4.1～糖尿病・内分泌内科から診療科名変更）
北里研究所病院糖尿病センター
（2009～腎臓内分泌代謝科（糖尿病センター）から科名変更）
杏林大学医学部付属病院糖尿病・内分泌・代謝内科
（2007.4～第三内科から科名変更）
慶應義塾大学病院腎臓内分泌代謝内科
（2012.3.29～内科（腎・内分泌代謝科）から科名変更）
公益財団法人朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科
（2004～朝日生命成人病研究所附属病院と合併）
（2006～内科（糖尿病）から・2010.10.1～財団法人から変更）

認定期間
2001.12.2～2003.3.31
1996.12.2～2007.3.31
2004.9.16～
1993.11.29～2000.3.31
1993.11.29～
2004.9.16～
2008.4.14～
1996.12.2～
2007.9.3～
2000.11.27～
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
2003.11.30～2007.9.30
2014.10.17～教育関連施設へ
2017.7.1～
1997.12.1～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
1999.12.5～
1996.12.2～
1997.12.1～2003.3.31
2017.4.1～
2000.11.27～
2014.10.17～
2002.12.8～
1997.12.1～
1994.12.5～
1996.12.2～
2019.4.1～
2016.1.1～
2010.10.26～
2004.9.16～
2003.11.30～2018.3.31
2012.9.25～
2008.4.14～
2010.9.1～
2014.10.17～
2005.5.11～
2006.9.21～
1998.11.30～
1990.12.2～
1990.5.22～

（2011.10.1～公益財団法人朝日生命成人病研究所附属丸の内病院内科（糖尿病代謝科）から名称変更）

公益財団法人結核予防会新山手病院生活習慣病センター
公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院糖尿病内分泌内科
公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院内科
（2011～内科から科名変更）
（2012.4～財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院から名称変更）
（2016.7.29～糖尿病センターから科名変更）
(公財)東京都保険医療公社豊島病院 内分泌代謝内科
(2009.4.1～都立豊島病院から名称変更)
公立学校共済組合関東中央病院代謝内分泌内科
（2009.4～関東中央病院第五内科から変更）
公立昭和病院糖尿病・内分泌・代謝内科
（2009.4～内分泌代謝科から科名変更）
（2017.4～内分泌・代謝科から科名変更）
国際医療福祉大学三田病院内科（糖尿病・内分泌代謝）
（2015.8.11～糖尿病代謝内科から科名変更）
国家公務員共済組合連合会九段坂病院内科
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
（2016.4.1～内科・糖尿病科から科名変更）
国家公務員共済組合連合会東京共済病院内分泌代謝科
（2002～代謝科から科名変更）

2013.2.13～2015.9.30
2018.4.1～
2015.10.1～2017.9.30
2007.11.12～

2007.9.3～
1991.12.2～2002.3.31
2009.4.27～
1996.12.2～
2006.11.9～
2006.5.23～
2016.1.1～
2000.11.27～2006.3.31
2011.11.27～

作成日：2019/4/2
支部・県
東 京

施 設 名
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科
（2007.10～内分泌代謝科から変更・2008.4.1～戸山病院追加）
（2010.4～国立国際医療センター戸山病院から変更）
（2012.5～糖尿病・代謝症候群診療部から科名変更）
（2013.6.1～国立国際医療センター病院研究連携部から名称・科名変更）
（2015.4.1～独立行政法人国立国際医療研究センター病院から名称変更）
国立研究開発法人国立成育医療研究センター内分泌代謝科
（2010.4～国立成育医療センター から名称変更）
（2015.4.1～独立行政法人国立成育医療研究センターから名称変更）
国立研究開発法人国立成育医療研究センター母性内科
財団法人朝日生命成人病研究所附属病院内分泌代謝科
（2004～朝日生命成人病研究所へ合併）
東京都保健医療公社多摩北部医療センター内分泌・代謝内科
（2005.4～東京都多摩老人医療センター・2009.4～内分泌科から変更）
自衛隊中央病院内科
社会医療法人社団健生会立川相互病院糖尿病・代謝内科
（2009.9.1～医療法人社団健生会立川相互病院から名称変更）
（2017.8.22～内分泌代謝科から科名変更）
社会医療法人大和会東大和病院糖尿病内分泌内科
社会福祉法人仁生社江戸川病院内科（糖尿病・代謝・腎臓内科）
（2008～内科から変更）
社会福祉法人聖ヨハネ会総合病院桜町病院内科
昭和大学江東豊洲病院内科
順天堂大学医学部附属順天堂医院糖尿病・内分泌内科
（2004～順天堂大学附属から変更）
順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科・思春期科
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター糖尿病・内分泌内科
順天堂大学医学部附属練馬病院糖尿病・内分泌内科
城西病院内科
昭和大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科（旧第一内科）
（2008～医学部第一内科から変更）
昭和大学病院 内科・内分泌代謝
聖路加国際病院内分泌・代謝科
（2009.10.1～内科から科名変更）
帝京大学医学部附属病院内科
東海大学医学部付属東京病院糖尿病内科
東京医科歯科大学医学部附属病院小児科
東京医科歯科大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科
（2002.2～第三内科から科名変更）
（2011.12.1～内分泌・代謝内科から科名変更）
東京医科歯科大学医学部附属病院総合診療科
（2018.7.1～老年病内科から科名変更）
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
（2007～内分泌代謝科から科名変更）
東京医科大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科
（2007～第三内科から変更）
（2014.4.1～第三内科（糖尿病代謝内分泌内科）から変更）
東京急行電鉄株式会社東急病院糖尿病内科
東京勤労者医療会代々木病院内科
東京警察病院内科
東京慈恵会医科大学附属第三病院糖尿病・代謝・内分泌内科
東京慈恵会医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科（旧第三内科）
（2000.4～第三内科から名称変更）
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター総合内科
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科
（2012.1～東京慈恵会医科大学附属青戸病院
糖尿病・代謝・内分泌内科から施設名，科名変更）
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科
（2010.9.1～糖尿病センター内科から変更）
東京女子医科大学東医療センター小児科
（2005.10.1～東京女子医科大学附属第二病院から変更）
東京女子医科大学東医療センター内科
（2005.10.1～東京女子医科大学附属第二病院から変更）
東京大学医学部附属病院内科
（1999～第三内科より糖尿病・代謝内科へ・2001.4分院と合併・内科へ変更）
東京大学医学部附属病院分院内科
（2001～医学部附属病院へ合併）
東京逓信病院内科
（2002～内分泌代謝内科から科名変更）
東京都教職員互助会三楽病院糖尿病・代謝内科
（2013.12.18～内科から科名変更）
東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科
（2009.4.1～老人医療センター内分泌科から変更）
東京都職員共済組合青山病院内科
東京都済生会中央病院糖尿病内分泌内科
（2015.12.17内科から科名変更）
東京都済生会向島病院内科・糖尿病センター
（2004～内科から科名変更）

認定期間
1990.12.2～

2004.9.16～2016.3.31
2016.4.1～連携教育施設
(小児科）へ区分変更
2016.4.1～認定教育施設Ⅱ
1990.5.22～2004.3.31
1996.12.2～2010.9.30
2011.4.5～2014.3.31
※2016.12.1～教育関連施設へ
2017.7.1～
1994.12.5～
1994.12.5～2006.3.31
2008.4.14～
2016.1.1～
2005.10.5～
2004.9.16～
2017.4.1～
1990.5.22～
2018.10.1～
2006.8.21～
2010.2.3～
1990.5.22～
1991.12.2～
1997.12.1～2003.3.31
1991.12.2～
1994.12.5～
2015.2.25～
2018.12.1
1990.12.2～
2001.12.2～2002.10.31
2003.11.30～2006.3.31
2008.4.14～
1997.12.1～
1991.12.2～
2012.9.25～2017.3.31
1996.12.2～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1990.12.2～1997.6.30
1999.4.1～2006.3.31
2000.11.27～
1990.5.22～
2016.10.1～
2000.11.27～
1990.5.22～
2001.12.2～
1998.11.30～
1991.12.2～
1996.12.2～2001.3.31
1994.12.5～
2004.9.16～
1996.12.2～2000.12.31
2004.6.15～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2006.9.21～2007.3.31
1990.12.2～
1990.5.22～

作成日：2019/4/2
支部・県
東 京

施 設 名
東京都保健医療公社大久保病院内分泌代謝内科
東京都保健医療公社多摩南部地域病院内科
東京都立大塚病院内科
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科
（2010.3～府中病院から変更）
（2014.5.30～内科から科名変更）
東京都立広尾病院糖尿病内分泌科
東京都立墨東病院内分泌代謝科
東京山手メディカルセンター内科・糖尿病内分泌科
（2006～内科から科名変更）
（2014.4.1～社会保険中央総合病院から名称変更）
東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝内科
（2006～医学部附属大橋病院糖尿病科（内科）から変更）
（2011.4.1～糖尿病内科から変更）
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
（旧東邦大学第一，第二内科）
（旧第二内科2004～第一内科と合併）
（2007～糖尿病・代謝・内分泌センター（旧第一，第二内科）から科名変更）
（2010.9.2～名称および科名変更）
（2010.11.26～名称および科名変更）
独立行政法人国立病院機構災害医療センター糖尿病・内分泌内科
（2004～国立病院東京災害医療センターより変更）
（2017.8.22～内科から科名変更）
独立行政法人国立病院機構東京医療センター内分泌・糖尿病内科
（2004～国立病院東京医療センターから名称変更）
（2018.4.1～内科から名称変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ内科
（2014.4.1～東京厚生年金病院から名称変更）
独立行政法人地域医療推進機構東京蒲田医療センター糖尿病・代謝内科
（2009～内分泌糖尿病内科・2010.3～内科・内分泌代謝科から科名変更）
（2016.8.19～社会保険蒲田総合病院内科から名称および科名変更）
（2017.4.1～糖尿病・代謝内分泌内科から科名変更）
虎の門病院内分泌代謝科
日本医科大学附属病院小児科
日本医科大学付属病院循環器内科
（2007～第一内科から科名変更）
（2015.4.1～循環器内科・肝臓内科・一般内科・再生医療科から科名変更）
日本医科大学糖尿病内分泌代謝内科
（2003～日本医科大学附属病院から名称変更）
（2005～第三内科・2006.2～第三内科内分泌代謝内科から変更）
（2008～血液・消化器・内分泌代謝内科から変更）
（2013.4.1～内分泌代謝内科から科名変更）
日本医科大学附属病院老年内科（2009.4.1～老人科から変更）
日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院糖尿病内科
日本赤十字社医療センター糖尿病内分泌科
（2006～（糖尿病・内分泌）追加）
（2008～第一内科（糖尿病・内分泌）から変更）
日本大学医学部附属板橋病院糖尿病・代謝内科
（2005～日本大学医学部附属板橋病院3から変更）
（2007～糖尿病代謝内科から科名変更）
（2013.12.18～内科学系糖尿病代謝内科学分野から科名変更）
日本大学板橋病院腎臓高血圧内分泌内科
日本大学病院内科
（2014.10.1～駿河台日本大学病院から施設名変更）
日本大学病院小児科
（2014.10.1～駿河台日本大学病院から施設名変更）
複十字病院糖尿病・生活習慣病センター糖尿病科
町田市民病院糖尿病・内分泌内科
（2018.4.1～内科から科名変更）
三宿病院内分泌代謝科
三井記念病院糖尿病代謝内科
（2015.10.1～内科から糖尿病代謝内科へ科名変更）
武蔵野赤十字病院内分泌代謝科
明芳会イムス記念病院糖尿病センター

神奈川

明理会中央総合病院糖尿病内科
労働者健康福祉機構東京労災病院糖尿病・内分泌内科
AOI国際病院糖尿病・代謝内科
（1999.1～健康保険総合川崎中央病院より名称変更）
（2013.4.1～川崎社会保険病院内科から名称・科名変更）
（2015.9.1～医療法人社団葵会川崎南部病院から名称変更）
相原病院内科
伊勢原協同病院内分泌・糖尿病内科
（2015.10.1～JA神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院内科から名称・科名変更）
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 糖尿病内分泌内科
医療法人社団三成会新百合ケ丘病院糖尿病センター
医療法人社団ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院・糖尿病センター
（2007.2.19～東日本循環器病院から名称変更）
医療法人社団仁愛会海老名総合病院糖尿病センター糖尿病内科
医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院内分泌・糖尿病内科
（2012.5～内科から科名変更）
（2012.10.1～茅ヶ崎徳洲会総合病院から名称変更）

認定期間
2009.6.23～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2016.4.1～
2010.10.26～
2007.9.3～
2019.4.1～
2018.4.1～
2001.12.2～
1991.12.2～
1990.5.22～

2002.12.8～2014.9.30
2017.11.26～
1999.12.5～2008.3.31
2017.10.1～
2007.12.2～
2007.4.9～

1990.5.22～
2002.12.8～2013.3.31
1990.12.2～2001.3.30
2002.12.8～
2000.11.27～

1998.11.30～2015.3.31
2017.4.1～2019.3.31
2018.4.1～
1993.11.29～
1993.11.29～

2008.6.2～2015.9.30
2002.12.8～2009.9.30
2012.12.26～
1990.5.22～
2016.7.1～認定教育施設Ⅱ
2009.12.18～2013.3.31
2013.4.22～
1997.12.1～
1999.12.5～2014.3.31
2015.10.1～
2007.11.12～2011.3.31
2013.8.28～
2009.10.27～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2013.8.28～2017.9.30
2013.7.1～2015.9.30
1996.12.2～2011.3.31
2013.4.1～
2001.12.2～2003.7.31
2004.9.16～2007.9.30
2015.10.1～
2014.4.1～
2018.7.1～
2003.11.30～
1997.12.1～2003.3.31
2008.6.2～

作成日：2019/4/2
支部・県
神奈川

施 設 名
医療法人山内龍馬財団山内病院内科
医療法人社団緑成会横浜総合病院内科（代謝・内分泌内科）
（2017.4.1～医療法人緑成会横浜総合病院から名称変更）
神奈川県厚生農業組合連合会相模原協同病院糖尿病・代謝内分泌内科
川崎市立井田病院内科
（2004～糖尿病内科から科名変更）
川崎市立川崎病院内科
川崎市立多摩病院代謝・内分泌内科
北里大学病院小児科
北里大学病院内分泌・代謝内科
国立相模原病院内科
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
（2018.4.1～平塚共済病院内分泌代謝科から名称および診療科名変更）
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
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院内分泌代謝内科
（2002～内科から科名変更）
済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌内科
（2007.3.30～済生会神奈川県病院内科から名称変更）
済生会横浜市南部病院糖尿病内分泌内科
相模原赤十字病院内科
社会医療法人社団三思会東名厚木病院糖尿病・代謝内科
（2016.1.1～内科から科名変更）
（2018.8.1～腎代謝内科から科名変更）
社会福祉法人日本医療伝道会総合病院衣笠病院内科
湘南鎌倉総合病院糖尿病内分泌内科
昭和大学藤が丘病院糖尿病・代謝・内分泌内科
（2015.4.1～内科・内分泌代謝科から科名変更）
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科
（2004～代謝・内分泌内科（旧第三内科）から変更）
聖マリアンナ医科大学東横病院代謝・内分泌内科
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院代謝・内分泌内科
（2010.11.1～内分泌代謝科から科名変更）
聖隷横浜病院内分泌・糖尿病内科
（2015.6.1～内科・内分泌糖尿病科から科名変更）
医療法人財団明徳会総合新川橋病院糖尿病代謝内科
茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科
帝京大学医学部附属溝口病院第四内科
東海大学医学部附属病院腎・内分泌・代謝内科
（2005～医学部内科学系腎・内分泌・代謝内科から変更）
東芝林間病院糖尿病・代謝・内分泌内科
（2019.4.1～代謝・内分泌内科から診療科名変更）
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター糖尿病内分泌内科
独立行政法人地域医療推進機構横浜中央病院糖尿病内科
独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院糖尿病内分泌内科
（2007.5.1～腎臓代謝内科から科名変更・2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院内分泌・糖尿病センター
（2007～（内分泌・代謝内科）追加・2012.4～内科（内分泌・代謝内科）から科名変更）
（2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
虎の門病院分院内科総合診療科（糖尿病・代謝科）
日本医科大学武蔵小杉病院 内分泌・糖尿病・動脈硬化内科
日本鋼管病院内科
平塚市民病院腎内分泌代謝内科
藤沢御所見病院内科
藤沢市民病院糖尿病・内分泌内科
大和市立病院糖尿病・内分泌内科
横須賀共済病院内分泌・糖尿病内科
（2010.9.1～内科から科名変更）
横須賀市立市民病院内分泌・糖尿病内科
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター内分泌・糖尿病内科
（2000～横浜市立大学医学部附属浦舟病院第三内科から変更）
横浜市立大学附属病院内分泌・糖尿病内科
（2005.1.1～第三内科から変更）
（2005.4.1～医学部附属病院から変更）
横浜市立市民病院糖尿病リウマチ内科
横浜市立みなと赤十字病院糖尿病内分泌内科
（2013.4.1～内科から科名変更）
横浜逓信病院第一内科

認定期間
2000.11.27～2006.3.31
2016.10.1～
2016.10.1～
2000.11.27～
1994.12.5～2004.6.30
2010.6.11～2013.3.31
※2016.7.1～教育関連施設へ
2018.7.1～
1994.12.5～2015.3.31
1990.5.22～
1991.12.2～1997.3.31
1998.11.30～2005.9.30
2012.3.22～
2007.2.13～
1997.12.1～2008.9.30
※2014.12.9～教育関連施設へ
2018.7.1～
2018.7.1～
2018.7.1～
2016.1.1～
2014.10.17～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
1996.12.2～1998.6.30
2016.1.1～
2004.9.16～2006.9.30
2005.5.11～2011.9.30
2012.1.18～2015.3.31
2017.12.1～
1991.12.2～
1990.12.2～
2016.4.1～
2009.3.13～
2009.10.27～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2006.8.21～2010.12.31
2016.7.1～
2003.11.30～
2004.9.16～2006.3.31
2009.4.27～
1990.5.22～
2018.12.1～認定教育施設Ⅱ
2016.4.1～
2016.7.1～
2006.9.21～
1997.12.1～
2010.9.1～
2014.4.1～
1991.12.2～1999.3.31
2019.4.1～
2006.8.21～2010.9.30
2009.3.13～
2011.11.29～2012.9.30
1995.11.27～1999.6.30
2010.9.1～2011.9.30
2011.11.2～2012.9.30
2015.2.25～
1993.11.29～1998.3.31
1999.12.5～
1990.5.22～
2014.10.17～
2006.5.23～
2016.1.1～2017.3.31

作成日：2019/4/2
支部・県
新 潟

山 梨

長 野

施 設 名
柏崎総合医療センター内科
（2012.4.1～新潟県厚生連刈羽郡総合病院から名称変更）
木戸病院糖尿病センター糖尿病内科
（2008.12.1～糖尿病科から科名変更）
（2013.4.1～糖尿病内科から科名変更）
県立がんセンター新潟病院内科
済生会新潟第二病院代謝・内分泌内科
（2009～代謝内分泌科から変更）
長岡赤十字病院糖尿病内分泌代謝センター
（第4内科→1995～第三内科→1998～糖尿病センターへ変更）
長岡中央綜合病院糖尿病センター
（2013～内科から科名変更）
新潟県立小出病院内科
新潟県厚生連佐渡総合病院内科（内分泌・代謝・糖尿病内科）
（2017.8.22～内科から診療科名変更）
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
（2009.10.1～新潟こばり病院糖尿病センターから変更・2016.2.1～糖尿病センターから科名変更）
新潟市民病院内分泌・代謝内科
（2005～第二内科・2010.10～内分泌代謝科から科名変更）
新潟大学医歯学総合病院血液・内分泌・代謝内科
（2003～医学部付属病院から変更・2012.12.26～第一内科から科名変更）
新潟大学医歯学総合病院小児科
新潟大学医歯学総合病院腎・膠原病内科
（2003～医学部附属病院から変更・2012.12.26～第二内科から科名変更）
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
新潟万代病院内科
（2015.4.1～新潟逓信病院から名称変更）
甲府共立病院内科
市立甲府病院糖尿病内科
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院糖尿病内分泌内科
山梨大学医学部附属病院小児科
山梨大学医学部附属病院第三内科
（2002～山梨医科大学医学部附属病院から名称変更）
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
JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院内分泌代謝科糖尿病センター
（2017.4.1～JA長野厚生連篠ノ井総合病院から名称変更）
安曇野赤十字病院糖尿病内分泌内科
飯田市立病院内科
伊那中央病院内科
（2003.4～伊那市営伊那中央病院内科から名称変更）
医療法人丸山会丸子中央病院糖尿病センター糖尿病科
岡谷市民病院糖尿病センター
（2015.10.10～岡谷市民病院へ名称変更）
佐久市立国保浅間総合病院糖尿病内科
（2016.4.1～内科から科名変更）
社会医療法人財団慈泉会相澤病院糖尿病センター
（2011～内科から科名変更）
信州大学医学部附属病院糖尿病・内分泌代謝内科
（2010.7.1～加齢総合診療科（老年科）から科名変更）
信州大学医学部附属病院第二内科
千曲中央病院内科
独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター内科
（2004～国立松本病院・2008.4.1～まつもと医療センター追加）
（2018.5.1～独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター松本病院から名称変更）
長野県立須坂病院内科
長野市民病院内分泌・代謝内科
長野赤十字上山田病院内科
長野赤十字病院糖尿病内分泌内科
（2001～第二内科・2009～内科から科名変更）
長野中央病院内科（糖尿病・内分泌・腎臓内科）

中部
富 山

医療法人社団平成会桜井病院糖尿病内科
金沢医科大学氷見市民病院内分泌代謝科
（～2006.3.31まで氷見市民病院内科）
かみいち総合病院内科・糖尿病センター
黒部市民病院内科
厚生連高岡病院糖尿病・内分泌内科
（2018.9.20～内科から科名変更）
公立学校共済組合北陸中央病院内科
市立砺波総合病院糖尿病・内分泌内科
（2009.10.13～礪波中央病院内科から変更）
新湊市民病院内科
真生会富山病院糖尿病代謝内科
高岡市民病院内科
独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院糖尿病センター
富山大学附属病院第一内科
富山県済生会高岡病院内科

認定期間
2006.8.21～
1992.11.30～
1991.12.2～2007.3.31
2005.11.27～
1993.11.29～2010.3.31
2010.12.10～2011.7.27
※2011.7.28～教育関連施設へ
2003.11.30～
1999.12.5～2008.9.30
2002.12.8～
2001.12.2～
1995.11.27～
1991.12.2～
2014.6.12～
1992.11.30～
2016.7.1～
2007.11.12～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1990.5.22～
2010.4.30～
2017.4.1～
1991.12.2～
1993.11.29～
2018.4.1～
2013.3.27～2015.9.30
2016.7.1～
2018.4.1～
2000.11.27～
2002.12.8～2008.3.31
2009.3.13～2013.3.31
2015.10.1～
2014.12.09～
2014.4.1～
1990.5.22～1997.3.31
2006.4.5～
2010.6.11～
1994.12.5～
1997.12.1～2003.3.31
2010.12.10～2012.9.30
2003.11.30～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
1998.11.30～2004.3.31
2009.4.27～2019.3.31
1997.12.1～2007.9.30
1991.12.2～2014.3.31
2016.4.1～
2005.11.27～
2018.10.1～認定教育施設Ⅱ
1995.11.27～2006.3.31
2009.12.18～2012.3.31
2011.4.5～
1990.5.22～
1993.11.29～
2006.8.21～
1999.12.5～2005.3.31
2009.10.13～2012.9.30
2014.9.29～
1999.12.5～2002.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1994.12.5～2007.9.30
2016.10.1～2018.9.30
2014.7.17～
1991.12.2～
2007.11.12～

作成日：2019/4/2
支部・県
富 山

石 川

施 設 名
富山県済生会富山病院糖尿病内分泌内科
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター内科（内分泌・代謝・糖尿病）
富山県立中央病院内科（内分泌・代謝）
（2015.12.17内科（内分泌・代謝科）から科名変更）
富山市民病院内科（内分泌代謝科）
（2000.11.27～（内分泌代謝科）へ変更）
富山赤十字病院糖尿病・内分泌・栄養内科
（2015.12.17内科から診療科名変更）
南砺市民病院内科
浅ノ川総合病院内科
石川県済生会金沢病院糖尿病・内分泌内科
石川県立中央病院糖尿病・内分泌内科
（2002～内科・2009.4～代謝・内分泌内科から科名変更）
医療法人社団和楽仁芳珠記念病院内科
金沢医科大学病院内分泌・代謝科
（2006～内分泌内科から科名変更）
金沢医科大学老年病科
金沢市立病院内分泌・糖尿病内科
（2012.4.1～内科から科名変更）
金沢赤十字病院糖尿病・腎センター
（2017.4.1～内科から科名変更）
金沢大学附属病院内分泌・代謝内科
（2007～内分泌代謝内科から変更）
（2010～内科（旧第一内科・第二内科）から科名変更）
（2015.12.7～金沢大学医学部附属病院内分泌代謝内科から施設名および科名変更）
公立能登総合病院内科

福 井

岐 阜

公立羽咋病院内科
公立松任石川中央病院糖尿病内分泌内科
国家公務員共済組合連合会北陸病院内科
小松市民病院内科
市立輪島病院内科
社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院内科
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター内科（内分泌代謝）
独立行政法人地域医療機能推進機構金沢社会保険病院代謝・糖尿病センター
（2014.4.1～金沢社会保険病院から名称変更）
白山石川医療企業団公立つるぎ病院内科
山中温泉医療センター内科
医療法人厚生会福井厚生病院内科（内分泌・代謝・糖尿病内科）
公立小浜病院内科
市立敦賀病院内科（糖尿病）
（2018.12.1～内科から科名変更）
福井大学医学部附属病院内分泌代謝内科
（2003～福井医科大学と福井大学の統合のため名称変更）
（2008～第3内科から科名変更）
福井県済生会病院内分泌代謝内科
（2007～内科から科名変更）
福井県立病院内分泌・代謝内科
（2008～内科から科名変更）
（2017.4.1～内分泌・代謝科から科名変更）
福井赤十字病院内科
福井総合病院内科
朝日大学病院糖尿病内分泌内科
（2018.4.1～朝日大学歯学部附属村上記念病院から名称変更）
医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ河村病院糖尿病内分泌内科
大垣市民病院糖尿病・腎臓内科（2003～内科から変更）
海津市医師会病院内科
（2004～海津郡医師会病院から変更）
木沢記念病院糖尿病センター
（2019.3.1～内分泌代謝科から診療科名変更）
岐阜県総合医療センター糖尿病・内分泌内科
（2006.11～岐阜県立岐阜病院から名称変更）
（2009.4.1～総合内科から変更）
岐阜県立下呂温泉病院内分泌内科
岐阜県立多治見病院内分泌内科
岐阜市民病院総合診療・リウマチ膠原病センター (総合内科・リウマチ膠原病科)
岐阜赤十字病院甲状腺・糖尿病内科
（2006.10～第三内科から科名変更）
岐阜大学医学部附属病院総合内科・総合診療部
（2007.11～総合診療部から科名変更）
岐阜大学医学部附属病院第三内科（内分泌代謝病態学）
（2004～（内分泌代謝病態学）追加）
岐阜中央病院糖尿病内分泌科
社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院内科
（2004～成人病内科・2008.10～医療法人から変更）
高山赤十字病院内科
中濃厚生病院内分泌・糖尿病内科
（2014.4.1～内分泌内科から科名変更）

認定期間
2017.4.1～
2017.10.1～認定教育施設Ⅱ
1995.11.27～
1997.12.1～1998.9.30
2000.11.27～
1995.11.27～
2007.9.3～2010.3.31
2011.7.28～
2012.8.23～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1992.11.30～
2010.6.11～
1991.12.2～
1991.12.2～1999.3.31
2000.11.27～2006.3.31
2009.10.27～
1997.12.1～
1990.5.22～

2003.11.30～2007.3.31
2009.6.23～
2006.12.10～2011.9.30
2013.5.27～
1994.12.5～2004.6.30
2001.12.2～
1998.11.30～2008.9.30
2015.2.25～
2005.9.1～
2008.9.18～2012.9.30
2012.12.26～
2009.10.27～2012.9.30
2003.11.30～2006.9.30
2009.6.23～2012.9.30
2017.10.1～
1999.12.5～2003.10.31
2004.9.16～2006.3.31
2018.12.1～
1990.5.22～
1999.12.5～
1993.11.29～
1990.5.22～2001.9.30
2003.11.30～2006.9.30
2009.12.18～
2009.6.23～2015.9.30
1995.11.27～
1995.11.27～
2003.11.30～
2003.11.30～2014.9.30
2015.4.14～
2008.4.14～2011.3.31
2015.10.1～
2014.4.1～
2003.11.30～
2001.12.2～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1992.11.30～
2005.9.1～2009.9.30
1999.12.5～
1993.11.29～
2009.4.27～

作成日：2019/4/2
支部・県
岐 阜
静 岡

施 設 名
羽島市民病院内分泌・糖尿病 内科
（2009.4～内科（内分泌・糖尿病）から科名変更）
美濃市立美濃病院みの糖尿病センター/内科
JA静岡厚生連 遠州病院内分泌内科
磐田市立総合病院糖尿病内分泌内科
掛川市立総合病院内科
公益社団法人有隣厚生会富士病院糖尿病内科
（2014.4.1～社団法人から変更）
国際医療福祉大学熱海病院内分泌代謝科
（2007.2.1～国際医療福祉大学附属熱海病院から名称変更）
（2014.8.6～内科から科名変更）
静岡県立総合病院糖尿病・内分泌代謝センター
（2000～内科（内分泌内科，糖尿病・代謝科）から科名変更）
静岡赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科
順天堂大学医学部附属静岡病院糖尿病・内分泌内科
市立島田市民病院糖尿病・内分泌内科
（2009.4.1～糖尿病・代謝内科から科名変更）
聖隷浜松病院内分泌内科

愛 知

聖隷三方原病院消化器科
地方独立行政法人静岡市立静岡病院内分泌・代謝内科
（2008.10.1～内分泌代謝科から科名変更）
（2016.4.1～静岡市立静岡病院から名称変更）
独立行政法人労働者健康安全機構浜松労災病院内分泌代謝内科
（2004～労働福祉事業団浜松労災病院から名称変更）
（2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
沼津市立病院糖尿病・内分泌代謝内科
（2017.9.25から内分泌代謝内科から科名変更）
浜松医療センター内分泌・代謝内科
（2011.4～県西部浜松医療センター内分泌代謝科から名称・科名変更）
浜松医科大学医学部附属病院内分泌・代謝内科
（2006～第二内科から科名変更）
袋井市立袋井市民病院内分泌代謝科
藤枝市立総合病院糖尿病・内分泌内科
富士市立中央病院糖尿病・内分泌・血液内科
（2016.12.1～代謝・一般内科から科名変更）
焼津市立総合病院代謝内分泌科
愛知医科大学病院内分泌・代謝・糖尿病内科
（2001.4～第一内科から科名変更）
愛知医科大学病院糖尿病内科/糖尿病センター
愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院内分泌・糖尿病内科
（2008.5.1～JA昭和病院と合併・愛北病院から名称変更）
（2018.4.1～内科から科名変更）
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院内分泌糖尿病内科
（2002～内科・2007.4～内分泌内科から科名変更）
愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院内分・泌代謝内科
（2008.1.1～加茂病院から名称変更）
愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院内科
愛知県厚生連海南病院糖尿病・内分泌内科
（2011.4.1～愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院糖尿病・内分泌科から変更）
あま市民病院内科
（2010～公立尾陽病院から名称変更）
一宮市立市民病院糖尿病・内分泌内科
（2011～内分泌内科から科名変更）
稲沢市民病院糖尿病・内分泌内科
（2014.11.1～内科から科名変更）
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院内科
（2003～内科から変更・2004～医療法人豊田会が追加）
（2006.4.1～刈谷総合病院内科（内分泌代謝内科）から変更）
岡崎市民病院内分泌・糖尿病内科
春日井市民病院糖尿病・内分泌内科（糖尿病センター）
（2017.4.1～内科から診療科名変更）
蒲郡市民病院内科
公立陶生病院内分泌・代謝内科
国家公務員共済組合連合会名城病院内科
公立西知多総合病院内分泌・代謝内科
（2015.5.1～知多市民病院内科から施設名および科名変更）
小牧市民病院糖尿病・内分泌内科
済衆館病院糖尿病内分泌内科
（2018.12.3～内分泌内科から科名変更）
社会医療法人杏嶺会一宮西病院内分泌・糖尿病内科
（2013.12.11～内科から科名変更）
社会医療法人大雄会総合大雄会病院内分泌・糖尿病内科
社会医療法人志聖会総合犬山中央病院糖尿病内科
独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院内分泌・糖尿病内科
（2014.4.1～社会保険中京病院内分泌代謝科から名称および科名変更）
社団医療法人財団新和会八千代病院内分泌代謝内科
社会医療法人宏潤会大同病院糖尿病内分泌内科
（2014.8.22～大同病院第三内科から名称変更）
社会医療法人明陽会成田記念病院腎臓内科

認定期間
2003.11.30～
2016.7.1～
2014.10.17～
2012.4.1～
1992.11.30～1997.3.31
2013.9.26～
2005.11.9～2007.9.30
2009.4.1～
1991.12.2～
2008.9.18～
2006.12.10～2009.3.31
2012.12.26～教育関連施設へ
2013.9.26～
1998.11.30～2001.10.31
2002.4.1～2008.9.30
2009.4.1～
2000.11.27～2002.12.31
2006.9.21～
1999.12.5～2002.10.31
1997.12.1～
1999.12.5～2008.9.30
2016.1.1～
2013.9.26～
2000.11.27～
2001.12.2～
2002.12.8～2014.3.31
2019.4.1～
2006.8.21～2013.9.30
2016.12.1～
1992.11.30～2012.3.31
1993.11.29～2012.9.30
2012.10.22～
1992.11.30～
（但し旧昭和病院は2008.5.1～）

1996.12.2～
2006.5.23～
2005.5.11～
2005.11.27～2007.3.31
2010.6.11～
2000.11.27～2019.3.31
2005.11.9～2014.9.30
2018.12.1～
1994.12.5～
1994.12.5～
2016.12.1～
2007.7.2～
1998.11.30～2004.3.31
2009.4.1～
2004.6.15～2014.3.31
2007.11.12～2016.9.30
2016.12.1～
2017.4.1～
2014.3.4～
2009.3.13～
2013.5.27～
2018.10.1～
2009.12.18～
2015.10.1～
1995.11.27～2001.3.31
2014.8.22～
2018.4.1～

作成日：2019/4/2
支部・県
愛 知

施 設 名
独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 糖尿病内分泌内科
（労働事業団から名称変更・2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
中部ろうさい病院糖尿病内分泌内科
（2004～労働福祉事業団より変更・2011～代謝内分泌内科から科名変更）
（2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
（2016.11.21～独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院から名称変更）
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 糖尿病・内分泌内科
（2002～内科・2004～国立名古屋病院から変更）
（2009～内分泌内科（内科）から科名変更）
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター内科
豊川市民病院糖尿病・内分泌内科
（2018.12.1～内科から科名変更）
豊橋市民病院糖尿病・内分泌内科
トヨタ記念病院内分泌・糖尿病内科
（2018.4.1～内分泌科から変更）
名古屋掖済会病院糖尿病・内分泌内科
名古屋記念病院代謝・内分泌内科
名古屋市立西部医療センター内分泌・糖尿病内科
名古屋市立大学病院内分泌糖尿病内科
（2003～第1.3内科統廃合）
名古屋市立東部医療センター内分泌・糖尿病内科
名古屋大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科
（2003～第1.2.3内科を統廃合）
名古屋大学医学部附属病院老年科
名古屋第一赤十字病院内分泌内科
（2007～内科から科名変更）
名古屋第二赤十字病院糖尿病・内分泌内科
（2008.4～内分泌内科から科名変更）
半田市立半田病院糖尿病・内分泌内科
藤田医科大学坂文種報徳會病院内分泌・代謝内科
（2018.11.20～藤田保健衛生大学から名称変更）
藤田医科大学病院内分泌代謝内科
（2018.11.20～藤田保健衛生大学から名称変更）
名鉄病院内分泌代謝内科
（2011.11.1～内分泌代謝科から科名変更）
名南病院内科

三 重

伊勢赤十字病院糖尿病・代謝内科
（2011.1.1～山田赤十字病院内科より名称・科名変更）
医療法人同心会遠山病院内分泌・代謝内科
医療法人博仁会村瀬病院内科
社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院内科
市立四日市病院糖尿病・内分泌内科
（2015.7.1～内科から科名変更）
地方独立行政法人桑名市総合医療センター桑名西医療センター内科
（2012.4.1～地方独立行政法人桑名市民病院から名称変更）
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター糖尿病・内分泌内科
（1998～国立津病院と合併・2004～国立三重中央病院内科から変更）
（2018.12.3～内科から科名変更）
独立行政法人国立病院機構三重病院内科
独立行政法人地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター糖尿病センター
三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科
（2004～第三内科から科名変更）

近畿
滋 賀

近江八幡市立総合医療センター代謝・内分泌内科
（2006.10～近江八幡市民病院内科から名称変更）
近江療善会西大津病院内科
地方独立行政法人市立大津市民病院内科
（2017.4.1～大津市民病院内科から名称変更）
大津赤十字病院内科
大津赤十字志賀病院内科（糖尿病・内分泌）
草津総合病院糖尿病・内分泌内科
公立高島総合病院内科
公立甲賀病院糖尿病・内分泌センター
済生会滋賀県病院糖尿病内分泌内科
（2016.5.1～糖尿病代謝内科から科名変更）
滋賀医科大学医学部附属病院内科学講座（糖尿病内分泌・腎臓内科）
（2002～第三内科から変更・2004～内科から変更）
(2014.4.1～内分泌代謝内科から科名変更)
(2016.7.1～（糖尿病内分泌・腎臓・神経)から科名変更）
滋賀県立総合病院糖尿病・内分泌内科
（2014.7.17～第一内科から変更）
（2018.1.1～滋賀県立成人病センターから名称変更）
市立長浜病院腎臓代謝内科
地域医療機能推進機構滋賀病院糖尿病内科
独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター糖尿病・内分泌内科
長浜赤十字病院糖尿病・内分泌内科
（2012.1～第1内科（内分泌代謝内科）から科名変更）
彦根市立病院糖尿病代謝内科
（2015.4.1～内科から科名変更）

認定期間
1990.5.22～
1994.12.5～

1993.11.29～
2012.8.23～2018.3.31
2006.4.5～2015.9.30
2018.4.1～教育関連施設へ
2018.12.1～
2014.8.22～
2008.3.6～
2018.4.1～
2009.10.27～
2012.9.25～
1995.11.27～
2017.12.1～
1991.12.2～
1995.11.27～
1997.12.1～
1992.11.30～
2018.4.1～
2018.4.1～
1991.12.2～
2004.6.15～
2009.10.13～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2005.11.9～
2009.4.1～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2009.10.13～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
1990.5.22～2006.3.31
2001.12.2～2003.10.31
2015.7.1～
2011.7.28～2012.9.30
1993.11.29～
2014.10.17～
2014.8.22～
1992.11.30～
2006.4.5～
1990.5.22～1997.10.31
1990.12.2～1998.9.30
1999.12.5～
1994.12.5～
2018.10.1～
2001.12.2～
2003.11.30～2006.3.31
2017.4.1～
2014.10.17～
1990.5.22～

1990.12.2～2001.3.31
2014.7.17～
2017.4.1～
2018.12.1～認定教育施設Ⅱ
2017.7.1～
2006.11.9～
2002.12.8～

作成日：2019/4/2
支部・県
京 都

施 設 名
愛生会山科病院糖尿病内科
綾部市立病院内分泌・糖尿病内科
医仁会武田総合病院糖尿病センター
医療法人健康会総合病院京都南病院糖尿病内科
（2017.8.23～内科から科名変更）
医療法人財団康生会武田病院内分泌・糖尿病内科
（2013.5.27～武田病院内科から名称・科名変更）
医療法人財団康生会東山武田病院内科
（2005.9.1～JT京都専売病院内科から変更・医療法人財団康生会追加）
医療法人社団洛和会洛和会音羽病院糖尿病・内分泌・生活習慣病センター
（2007.7～代謝内分泌内科から科名変更）
（2008.10～内分泌糖尿病科から科名変更）
（2014.4.1～内分泌糖尿病内科から科名変更）
京都岡本記念病院糖尿病内科
（2004～糖尿病科から科名変更）
(2016.5.1～第二岡本総合病院から施設名変更）
京都社会事業財団西陣病院内科
京都市立病院糖尿病・代謝内科
（2004～内分泌代謝科から変更）
京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科
（2002～病態栄養科から科名変更）
（2013.9.1～内分泌代謝内科と合併，糖尿病・栄養内科から科名変更）
京都大学医学部附属病院内分泌代謝内科
（2002～第二内科から変更）
京都第一赤十字病院糖尿病・内分泌内科
（2006.11.1～第一内科から科名変更）
（2012.4.1～糖尿病・内分泌・リウマチ科から科名変更）
（2014.4.1～糖尿病・内分泌・リウマチ内科から科名変更）
京都第二赤十字病院糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科
（2009～内科から科名変更）
（2012.4.1～代謝・内分泌・腎臓内科から科名変更）
（2016.1.5～代謝・腎臓・リウマチ内科から科名変更）
京都武田病院糖尿病内科
京都逓信病院第一内科
（2016.4.1～内科から科名変更）
京都府立医科大学附属病院第三内科
京都府立医科大学附属病院 内分泌・糖尿病・代謝内科（第一内科）
京都山城総合医療センター糖尿病・代謝内科
（2013.5.1～公立山城病院内科（糖尿病内科）から名称・科名変更）
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
（2017.7.7～内分泌・糖尿科から科名変更）
（2018.4.1～内分泌・糖尿内科から科名変更）

市立福知山市民病院糖尿病内科
独立行政法人国立病院機構京都医療センター糖尿病センター
（2004～国立京都病院内科から変更・2005～内科から科名変更）
日本バプテスト病院糖尿病内科
三菱京都病院糖尿病内科

認定期間
2016.12.1～
2017.4.1～
1998.11.30～2007.3.31
2013.8.28～2018.3.31
1997.12.1～
1990.12.2～2001.3.31
2013.5.27～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
1998.11.30～2011.12.31
（2011.12.31閉院）
1997.12.1～2000.8.31
2001.12.2～
1994.12.5～
1995.11.27～
1990.5.22～
1990.5.22～
1990.12.2～2013.8.31
1996.12.2～1998.8.31
2001.12.2～
2000.11.27～

2015.2.25～
2007.7.2～2011.9.30
2016.4.1～
1992.11.30～1997.3.31
1990.5.22～
2012.3.22～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1999.12.5～
2018.4.1～
1990.5.22～
2008.3.6～2016.9.30
2014.10.17～2018.4.30
（2018.4.30糖尿病一般外来閉鎖）

大 阪

洛和会丸太町病院内科
JR大阪鉄道病院糖尿病・代謝内科
（2009.6～血液内分泌内科から科名変更）
NTT西日本大阪病院糖尿病・内分泌内科
PL病院内科
藍野病院内科
石井記念愛染園附属愛染橋病院内科
泉大津市立病院糖尿病内科
（2011～糖尿病科から科名変更）
和泉市立総合医療センター内分泌・糖尿病内科
（2018.12.1～名称および科名変更）
一般財団法人住友病院内分泌代謝内科（2005～内科から科名変更）
一般財団法人淀川勤労者厚生協会附属西淀病院糖尿病代謝内科
医療法人医誠会医誠会病院糖尿病・代謝センター
(2014.12.09～医誠会病院糖尿病・代謝センターから変更)
医療法人永広会島田病院内科
医療法人蒼龍会井上病院糖尿病内科
（2015.8.17～内科から糖尿病内科へ科名変更）
医療法人ガラシア会ガラシア病院内科
医療法人協仁会小松病院糖尿病センター
医療法人協和会協和会病院糖尿病内科
医療法人恵生会恵生会病院糖尿病・内分泌・代謝内科
医療法人同仁会耳原総合病院内科糖尿病代謝科
医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院糖尿病代謝内科
医療法人みどり会中村病院糖尿病内科
（医）守田会オリオノ和泉病院 内科
大阪医科大学附属病院小児科
大阪医科大学附属病院糖尿病代謝・内分泌内科（第一内科）
（2006～糖尿病代謝内科から科名変更）

1998.11.30～2004.3.31
1995.11.27～
2012.3.22～
2009.12.18～2011.9.30
2008.6.2～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
2006.8.21～2014.3.31
2005.10.5～2010.3.31
2011.9.22～2014.9.30
2003.11.30～2006.9.30
2018.12.1～
1990.5.22～
2018.4.1～
2009.10.13～2013.9.30
2014.12.09～
2004.6.15～2013.3.31
2000.11.27～
1998.11.30～2005.2.28
2010.9.1～
2016.12.1～
2004.6.15～2005.2.28
2016.7.1～
2003.11.30～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2018.4.1～
2008.9.18～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
1998.11.30～2006.9.30
1995.11.27～1998.2.28
2013.11.12～連携教育施設へ
1994.12.5～

作成日：2019/4/2
支部・県
大 阪

施 設 名
大阪回生病院糖尿病内分泌内科
大阪北逓信病院内科
大阪警察病院内科（糖尿病・内分泌内科）
(2015.8.14内科からへ科名変更
大阪市立大学医学部附属病院小児科
大阪市立桃山市民病院第一内科

認定期間
2016.10.1～認定教育施設Ⅱ
1992.11.30～2003.3.31
1990.5.22～
1995.11.27～2001.3.31
1990.5.22～1994.12.5
※1994.12～
大阪市立総合医療センターへ合併

大阪市立北市民病院内科
大阪市立十三市民病院糖尿病内科
大阪市立総合医療センター糖尿病内科
（1994～大阪市立桃山市民病院と合併・2006～内科から科名変更）
（2014.4.1～代謝内分泌内科から科名変更）
大阪市立大学医学部附属病院小児科
大阪市立大学医学部附属病院 生活習慣病・糖尿病センター（第二内科）
大阪赤十字病院糖尿病内分泌内科
（2009.4.1～内科から科名変更）
大阪大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科
（2004～第一内科（内分泌代謝内科（病態代謝内科）・第二内科・第三内科・第四内科合併）
（2017.4.1～内分泌代謝内科から科名変更）
大阪大学医学部附属病院老年・高血圧内科
（2004.5.30～2009.10.26大阪大学医学部附属病院内分泌・代謝内科
（第二内科）と合併・ 2009.10.27～第四内科から変更）
大阪福祉事業財団すみれ病院内科
大阪府済生会泉尾病院糖尿病・内分泌内科
（2015.4.1～糖尿内分泌科から科名変更）
大阪府済生会茨木病院内科（糖尿病・内分泌）
（2016.830内科から科名変更）
大阪府済生会千里病院糖尿病内科
（2011.10.1～内科から科名変更）
大阪府済生会中津病院糖尿病内分泌内科
大阪急性期・総合医療センター糖尿病内分泌内科
（2003～大阪府立病院消化器代謝内科から変更）
（2006.4.1～消化器代謝内科から科名変更）
（2015.5.15～糖尿病代謝内科から科名変更）
（2017.4.1～大阪府立急性期・総合医療センターから名称変更）
関西医科大学香里病院内科
関西医科大学附病院糖尿病科
（2013.12.18～関西医科大学第二内科附属枚方病院から名称変更）
（2015.4.1～内分泌代謝性疾患科から糖尿病科へ科名変更）
（2016.4.1～関西医科大学附属枚方病院から名称変更）
関西医科大学総合医療センター内分泌代謝内科
（2016.5.1～関西医科大学附属滝井病院から名称変更）
（2006～関西医科大学第二内科から名称変更）
関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター
（2002～第一内科・2005～糖尿病内科から科名変更）
（2008～糖尿病・栄養・内分泌内科から科名変更）
（2013.5.1～糖尿病・栄養・内分泌内科から科名変更）
近畿大学医学部堺病院内分泌・代謝・糖尿病内科
（2008.11～内分泌・代謝科から科名変更）
近畿大学医学部附属病院内分泌・代謝・糖尿病内科
（2002～第二内科から変更・2004～附属病院追加）
健康保険組合連合会大阪中央病院内科
公益財団法人日本生命済生会日生病院糖尿病・内分泌センター
（2009.4.1～財団法人日本生命済生会附属日生病院総合内科から変更）
（2012.4.1～財団法人日本生命済生会付属日生病院から名称変更）
（2016.8.29～総合内科から科名変更）

2003.11.30～2010.3.31
2010.6.11～
1990.5.22～
1995.11.27～2001.3.30
2002.12.8～
1993.11.29～
1990.12.2～
1990.5.22～

1994.12.5～2004.5.29
（2004.5.30～2009.10.26）
2009.10.27～2011.3.31
※2014.12.9～教育関連施設へ
※2017.7.1～認定教育施設Ⅱ
2006.8.21～
2011.3.1～
2011.11.29～
2005.10.5～2008.3.31
2009.4.1～
1994.12.5～
1990.5.22～

2014.4.1～
2006.4.5～

1996.12.2～
2001.12.2～

2005.11.9～
1991.12.2～
1990.5.22～1993.3.31
2011.7.28～2014.9.30
※2016.1.1～教育関連施設へ
2007.7.2～

（2018.4.30～公益財団法人日本生命済生会附属日生病院糖尿病・内分泌センターから名称変更）

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌センター
（2004～内科・2008.4.1～糖尿病内分泌内科から科名変更）
（2012.4.1～（財）田附興風会医学研究所北野病院から名称変更）
国立循環器病研究センター動脈硬化・糖尿病内科
（2010.4.1～動脈硬化代謝内科から科名変更）
（2011～国立循環器病センターから変更）
（20154.1～糖尿病・代謝内科から科名変更）
国家公務員共済組合連合会大手前病院代謝内分泌内科
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院内分泌代謝科（糖尿病センター）
（2003.4～国家公務員共済組合連合会新香里病院から京阪奈病院新香里分院へ変更）
（2005.9～新香里分院削除）
（2008.4～京阪奈病院から名称変更）
（2010.4～内分泌代謝科から変更、2011.8.16～糖尿病内科から科名変更）
（2016.1.1～糖尿病内科から科名変更）

2001.12.2～
1991.12.2～

1992.11.30～2008.3.31
2011.3.1～
2000.11.27～

作成日：2019/4/2
支部・県
大 阪

施 設 名
讃和会友愛会病院内科
社会医療法人医真会 八尾総合病院糖尿病・腎臓病・血液浄化センター
社会医療法人景岳会南大阪病院内科
（2013～社会医療法人追加）
社会医療法人清恵会清恵会病院糖尿病代謝内科
（2014.1.1～医療法人から変更）
（2018.4.1～内科から科名変更）
社会医療法人同仁会耳原総合病院内科糖尿病代謝科
（2011.1～特定医療法人から変更）
市立池田病院内分泌・代謝内科
（2010.4.1～内科から科名変更）
市立貝塚病院内科
市立岸和田市民病院代謝内分泌内科
堺市立総合医療センター腎代謝免疫内科
（2013～腎・代謝内科から科名変更）
（2015.7.1～市立堺病院から施設名変更）
市立豊中病院糖尿病センター
市立東大阪医療センター内分泌代謝内科
（2016.10.1～東大阪市立総合病院から名称変更）
市立枚方市民病院内科
市立藤井寺市民病院内科
社会医療法人愛仁会高槻病院糖尿病内分泌内科
（2009.1.1～社会医療法人追加，2012.5.1～内科から科名変更）
社会医療法人愛仁会千船病院糖尿病内分泌内科
（2014～内科から科名変更）
社会医療法人垣谷会明治橋病院内科（腎臓・糖尿病内科）
（2018.1.1～腎臓・糖尿病内科から科名変更）
社会医療法人生長会阪南市民病院内科
（2017.4.1～阪南市立病院内科から名称および科名変更）
社会医療法人生長会府中病院内科糖尿病センター
（2009.1～特定医療から変更）
社会福祉法人大阪暁明館大阪暁明館病院糖尿病内科
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院内科（代謝・糖尿病内科）
（2015.8.17～内科から科名変更）
（2015.12.17～代謝・糖尿病内科から科名変更）
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
仁和会和田病院内科
高槻赤十字病院糖尿病・内分泌・生活習慣病科
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
（2004～（内分泌代謝内科）追加）
（2006.4～地方独立行政法人大阪府立病院機構追加）
（2007～臨床検査科（内分泌代謝内科）から科名変更）
（2017.4.1～大阪府立成人病センター内分泌代謝内科（臨床検査科内）から名称・診療科名変更
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立母子医療センター母性内科
（2006.4～地方独立行政法人大阪府立病院機構追加）
（2017.4.1～大阪府立母子保健総合医療センターから名称変更）
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター第三内科
（2004～国立大阪南病院から名称変更）
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター総合内科
（2003.7～国立大阪病院から変更・2004.4～国立病院から変更）
地方独立行政法人市立吹田市民病院内科（内分泌・代謝内科）
（2016.10.1～市立吹田市民病院内科から名称変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院内科
（2014.4.1～大阪厚生年金病院から名称変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター糖尿病内科
独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院小児科
（労働福祉事業団から名称変更）
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院糖尿病内科
（労働福祉事業団から名称変更・2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機から変更）
地方独立行政法人りんくう総合医療センター糖尿病・内分泌代謝内科
（2018.4.1～内分泌代謝内科から科名変更）
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
（2002～第一内科から科名変更）
（2010～松下記念病院から名称変更）
糖尿病・代謝・内分泌内科
ベルランド総合病院内分泌・代謝科
（2016.8.22～内科から診療科名変更）
箕面市立病院糖尿病センター
（2012～内科から科名変更）
八尾市立病院内科（糖尿病内科）
淀井病院糖尿病内科
淀川キリスト教病院内分泌免疫内科

認定期間
2002.12.8～2006.3.31
2017.7.1～認定教育施設Ⅱ
2009.11.29～
2002.12.8～
2003.11.30～
1992.11.30～1994.3.31
2007.11.12～
1991.12.2～1997.3.31
2001.12.2～2006.9.30
1990.5.22～1996.3.31
1998.11.30～
2011.7.28～
1998.11.30～
2007.2.13～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1997.12.1～2003.3.31
2007.2.13～2011.9.30
※2011.9.22～教育関連施設へ
2012.12.26～
2003.11.30～
1995.11.27～1999.5.31
2005.11.27～
2017.10.1～認定教育施設Ⅱ
1990.12.2～2008.3.31
2017.4.1～
1999.12.5～
2018.10.1～
2000.11.27～
2007.9.3～
2007.7.2～2009.3.31
2008.3.6～
2002.12.8～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ

2001.12.2～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1993.11.29～
1990.12.2～
1997.12.1～2011.3.31
※2011.11.27～教育関連施設へ
2016.10.1～
1990.5.22～
2015.2.25～
2003.11.30～2014.3.31
1990.12.2～
2016.12.1～
1990.5.22～2013.9.30
2014.10.17～
1991.12.2～
2004.9.16～
2014.6.12～
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2010.12.10～2013.9.25
※2013.9.26～淀川キリスト教病院
糖尿病・内分泌内科へ合併

淀川キリスト教病院糖尿病・内分泌内科
（2012.7.6～淀川キリスト教病院分院内科から名称・科名変更）

2007.11.12～2016.9.30
2016.11.23～

作成日：2019/4/2
支部・県
兵 庫

施 設 名
赤穂市民病院内科
赤穂中央病院内科
一般財団法人甲南会甲南病院内科
（2012.4.1～財団法人甲南病院から名称変更）
医療法人川崎病院内科
医療法人財団神戸海星病院糖尿病センター
医療法人社団慈恵会新須磨病院糖尿病センター
医療法人社団正名会池田病院糖尿病内科
（2006.7.1～池田病院・2010.8.1～内科から変更）
医療法人社団綱島会厚生病院糖尿病センター
（2014.8.7～医療法人社団綱島会厚生病院内科から科名変更）
医療法人社団新日鐵広畑病院内科
医療法人晋真会ベリタス病院内科
医療法人社団まほし会真星病院糖尿病センター
（2007.4.1～神戸真星病院から名称変更）
医療法人明和病院糖尿病内科分泌内科
医療法人緑風会龍野中央病院内科
北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科
（2013.10.1～市立小野市民病院から名称変更）
神戸市立医療センター中央市民病院糖尿病内分泌内科
（2007.4.1～神戸市立中央市民病院から名称変更）
神戸市立医療センター西市民病院糖尿病・内分泌内科
（2007.4.1～医療センター追加）
神戸赤十字病院糖尿病代謝内科
（2003.3.31須磨赤十字病院廃院他の施設と統合・2009.4～内科から変更）
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科
（2001～第二内科から科名変更）

認定期間
2006.12.10～
2006.8.21～2014.9.30
1992.11.30～2003.3.31
2004.9.16～
1997.12.1～
2009.6.23～
2012.12.26～
1990.5.22～
2005.5.11～
1995.11.27～2006.3.31
2007.9.3～2009.3.31
2002.12.8～
2007.2.13～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
2004.9.25～2016.9.30
1996.12.2～
1992.11.30～
2001.12.2～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1998.11.30～
1990.5.22～

（2007.4～内分泌代謝内科（旧第三内科）と合併・糖尿病内科から科名変更）

神戸大学医学部附属病院内分泌代謝内科（旧第三内科）
（2002～第三内科から変更・2007.4～糖尿病・内分泌内科と合併）
神戸大学医学部附属病院総合内科
（2009.10.1～老年内科から科名変更）
神戸百年記念病院内科
神戸労災病院糖尿病・内分泌内科
（2017.11.1内科から科名変更）
公立学校共済組合近畿中央病院内分泌内科
（2013.12.18～内科から科名変更）
公立豊岡病院組合立豊岡病院内分泌・糖尿病内科
国立病院機構神戸医療センター糖尿病内科
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 内分泌・糖尿内科
（2017.4.1～(財）神戸市地域医療振興財団西神戸医療センターから名称変更）
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 糖尿病・代謝内科
（2015.4.1～医療法人社団神鋼会神鋼病院から名称変更）
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
市立芦屋病院内科
（2009.12.16～芦屋市立芦屋病院から名称変更）
市立伊丹病院糖尿病センター
（2014.6.1～糖尿病内科から科名変更）
市立川西病院内科
高砂市民病院内科
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院糖尿病内科
（2011.4～加古川市民病院から名称変更）
（2014.4～加古川西市民病院内科から科名変更）
（2016.7.1～加古川西市民病院から施設合併に伴う名称変更）
独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院糖尿病内科
（2004～国立療養所・2009.4.1～内科から変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)神戸中央病院内科
（2014.4.11～社会保健神戸中央病院から名称変更）
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院内科
（2004～独立行政法人追加）
（2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
西川病院糖尿病内科
（2009～内科・消化器科・眼科から科名変更）
西宮市立中央病院糖尿病・内分泌内科
西脇市立西脇病院内科
兵庫医科大学病院・内科学糖尿病・内分泌・代謝科
（2000～中央臨床検査部から変更・2002～第二内科から変更）
（2005～総合内科学から変更・2014～内科学糖尿病科から変更）
兵庫県立尼崎総合医療センター糖尿病・内分泌内科
（2015.7.1～兵庫県立尼崎病院から名称変更）
兵庫県立加古川医療センター糖尿病・内分泌内科
（2009.11.1～加古川病院内科から変更）
兵庫県立成人病センター代謝内科
兵庫県立リハビリテーション中央病院内科
（2011.4.1～兵庫県立総合リハビリテーションセンター
リハビリテーション中央病院内科より変更）

1998.11.30～2007.3.31
2000.11.27～
2011.9.22～
1995.11.27～2001.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
1998.11.30～
2017.7.1～
2017.4.1～
1999.12.5～
2002.12.8～2007.9.30
2014.4.1～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2017.10.1
2009.10.13～
1990.5.22～2007.9.30
※2010.9.1～教育関連施設へ
2014.6.12～
2012.4.25～
1994.12.5～
2010.6.11～

2002.12.8～2011.3.31
2011.7.28～2013.9.30
2016.12.1～
1990.5.22～2006.3.31
2011.4.5～
1991.12.2～
1990.5.22～2010.7.31
2006.8.21～
1999.12.5～
1993.11.29～
2003.11.30～
※2015.7.1～兵庫県立塚口病院
内科と合併
1990.5.22～1999.12.31
2001.12.2～
1993.11.29～1997.7.31
1990.12.2～

作成日：2019/4/2
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施 設 名
兵庫県立塚口病院内科
兵庫県立西宮病院糖尿病・内分泌内科
（2013.3.27～内科から科名変更）
兵庫県立姫路循環器病センター糖尿病・内分泌内科
三木山陽病院内科
みどり病院糖尿病内科
六甲アイランド甲南病院内科

奈 良

医療法人ひのうえ会樋上病院内科
近畿大学医学部奈良病院内分泌・代謝・糖尿病内科
（2013.12.13～内分泌・代謝・糖尿病内科から科名変更）
（2016.4.1～消化器・内分泌内科から科名変更）
市立奈良病院糖尿病内科
（2013.1～内科から科名変更）
公益財団法人天理よろづ相談所病院内分泌内科
（2015.12.17天理よろづ相談所病院から名称変更）
奈良県立医科大学附属病院糖尿病センター
（2008～第三内科から科名変更）

認定期間
1996.12.2～2015.6.30
※2015.7.1～兵庫県立尼崎病院
糖尿病・内分泌内科と合併
1996.12.2～2002.7.31
2013.3.27～
2013.8.28～
2003.11.30～
2012.8.8～2013.3.31
2002.12.8～2007.9.30
※2010.10.26～教育関連施設へ
2017.4.1～
2004.9.16～2009.9.30
2009.4.27～
2005.2.5～
1995.11.27～
1996.12.2～

（2012.4.1～奈良県立医科大学消化器・内分泌代謝内科から名称・科名変更）

奈良県立医科大学附属病院循環器腎臓代謝内科
（2001～第一内科から科名変更）

和歌山

奈良県立奈良病院内科
南奈良総合医療センター内科
（2016.4.1～町立大淀病院から施設名変更）
有田市立病院内科
紀南病院内科
（2014.3.12～社会保険紀南病院から名称変更）
公立大学法人和歌山県立医科大学付属病院紀北分院内科
公立那賀病院内科
国保日高総合病院第二内科
済生会和歌山病院糖尿病代謝内科
新宮市立医療センター内科
独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院内科
（2004～和歌山労災病院から名称変更・2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機から変更）
那智勝浦町立温泉病院糖尿病内科
日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病・内分泌内科部
（2011～第一内科から科名変更）
和歌山県立医科大学附属病院第一内科（糖尿病・内分泌代謝内科）
（2005～（糖尿病・内分泌代謝内科）追加）

中国四国
鳥 取 独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院糖尿病・代謝内科
（2004.4.1～労働福祉事業団・2008.4.1～内科から変更）
（2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
鳥取県済生会境港総合病院糖尿病センター
鳥取県立中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科
（2013.4.1～内科から科名変更）
鳥取市立病院内科・総合診療科
鳥取赤十字病院内科
鳥取大学医学部附属病院第一内科
鳥取大学医学部附属病院内分泌代謝内科
島 根

岡 山

医療法人慈誠会山根病院内科
公立雲南総合病院内科
島根県立中央病院内分泌代謝科
島根大学医学部附属病院内分泌代謝内科（第一内科）
（2003.10.1～第一内科・2006～内分泌代謝・血液腫瘍内科から科名変更）
総合病院益田赤十字病院第三内科
（2002～内科から科名変更）
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター内分泌・代謝内科
松江市立病院糖尿病・内分泌内科
（2016.10.1～内科から科名変更）
松江赤十字病院糖尿病・内分泌内科
（2007.4.1～第一内科から科名変更）
赤磐医師会病院内科
一般財団法人津山慈風会津山中央病院糖尿病内科
医療法人岡村一心堂病院内科
岡山県健康づくり財団附属病院内科
岡山済生会総合病院内科・糖尿病センター
岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科
（2001～第三内科から科名から変更）
（2004～歯学部追加、免疫・内分泌代謝内科から変更）
（2007.1.1～医学部歯学部附属病院から変更）
岡山大学医学部附属病院第一内科

1996.12.2～2012.3.31
※2012.4.1～奈良県立医科大学
附属病院糖尿病センターと合併
1999.12.5～2005.3.31
1999.12.5～
2007.2.13～2011.3.31
2011.9.22～
2014.3.4～2017.9.30
2009.10.13～
1993.11.29～1996.3.31
2001.12.2～
2009.4.1～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2003.11.30～2017.9.30
1990.5.22～
2014.7.17～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2000.11.27～
1990.5.22～
1999.12.5～
1999.12.5～2006.3.31
1991.12.2～
2017.4.1～
1999.12.5～2006.3.31
2018.10.1～教育関連施設へ
1997.12.1～1998.9.30
2002.12.8～2006.9.30
2009.10.13～
2005.9.1～
2001.12.2～2006.3.31
1996.12.2～
1990.12.2～
1998.11.30～2006.3.31
2008.4.30～2014.9.30
2011.3.1～2015.9.30
※2018.7.1～教育関連施設へ
2005.10.5～2011.9.30
2016.10.1～
1990.5.22～
2018.10.1～
2018.7.1～
2001.12.2～2004.10.5
2000.11.27～2002.11.30
1995.11.27～
1996.12.2～

1998.11.30～2004.9.30

作成日：2019/4/2
支部・県
岡 山

広 島

施 設 名
川崎医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科
（2001.4.～内分泌内科と合併）
（2011～糖尿病・内分泌内科から科名変更）
川崎医科大学総合医療センター内科
（2016.12.1～川崎医科大学附属川崎病院から名称変更）
倉敷生活習慣病センター（倉敷平成病院内）内科
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
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院内科
（2013.4.1～（財）倉敷中央病院より名称変更）
重井医学研究所附属病院内科
心臓病センター榊原病院糖尿病センター
（2010.10.1～内科から変更）
（2015.4.1～糖尿病内科から変更）
総合病院岡山赤十字病院内科
総合病院岡山協立病院内科
総合病院玉野市立玉野市民病院内科
地方独立行政法人
岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院内科・糖尿病センター
（2010.4.1～内科から科名変更）
（2014.4.1～総合病院岡山市立市民病院から名称変更）
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター糖尿病・代謝内科
（2001.4～国立岡山病院から国立病院岡山医療センターへ）
（2004～国立病院より変更・2008～内科から科名変更）
独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター内科
（2004～国立療養所から変更）
独立行政法人労働者健康福祉機構岡山労災病院 内科・糖尿病センター
三菱水島病院内科
NTT広島中央健康管理所内科
医療法人社団一陽会原田病院糖尿病・代謝内科
（2011～内科（内分泌・代謝科）から科名変更）
医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院内科
県立広島病院糖尿病・内分泌内科
（2008.4.1～内分泌・腎臓内科から科名変更）
厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科・糖尿病センター
（2002～内科・2006～第二内科（糖尿病代謝内科）から変更）
（2010.4～糖尿病代謝内科から変更）
（2013.2.4～糖尿病・代謝内科から科名変更）
公立学校共済組合中国中央病院腎臓病・糖尿病内科
（2013.12.18～内科から科名変更）
国家公務員共済組合連合会呉共済病院代謝内科
（2016.7.8～内科から科名変更）
国家公務員共済組合連合会吉島病院糖尿病・内分泌内科
特定医療法人あかね会土谷総合病院内分泌内科
特定医療法人社団啓卯会村上記念病院内科
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院代謝内分泌科
（2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
独立行政法人国立病院機構東広島医療センター内分泌・糖尿病内科
（2004～国立療養所広島病院から変更）
（2013.4.1～科名変更）
独立行政法人国立病院機構呉医療センター内分泌・糖尿病内科
（2001～国立呉病院・2004.4.1～国立病院呉医療センターから名称変更）
（2009.4.1～内科から変更）
独立行政法人国立病院機構福山医療センター糖尿病・内分泌内科
日本鋼管福山病院内科

山 口

広島市立安佐市民病院内分泌・糖尿病内科
（2017.4.1～内科から科名変更）
広島市立広島市民病院内科
広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科
（2010.10.1～第5内科（内分泌・代謝科）から科名変更）
広島大学病院 内分泌・糖尿病内科
（2004～医学部附属病院第二内科から変更）
（2005～医学部歯学部附属病院・2009.1.1～内分泌代謝内科から変更）
広島鉄道病院第三内科
マツダ株式会社マツダ病院糖尿病内科
（2004～内科・2009.10～内科・内分泌科から科名変更）
阿知須共立病院糖尿病内科
宇部協立病院内科（糖尿病内分泌内科）
（2014.4.1～代謝・内分泌科から科名変更）
周南市立新南陽市民病院糖尿病・血液内科
（2016.4.1～内科から科名変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター糖尿病・内分泌内科
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター内科
（2004～国立岩国病院内科から名称・科名変更）
山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院血液・内分泌内科

認定期間
1990.5.22～
2011.7.28～
2002.12.8～2009.3.31
2018.12.1～
1990.5.22～
2005.9.1～
2000.11.27～
1990.5.22～2001.3.30
2001.11.30～2002.12.31
2008.4.14～
1998.11.30～2012.9.30
2004.9.16～2017.9.30
2000.11.27～

1998.11.30～2003.9.30
2008.9.18～
1998.11.30～2005.9.30
2011.11.29～2013.9.30
2005.9.1～2009.3.31
1998.11.30～2004.3.31
1997.12.1～2003.3.31
2007.7.2～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
1999.12.5～2015.3.31
1996.12.2～
1990.5.22～1996.9.30
1997.12.2～
2009.4.1～
2001.12.2～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
2016.4.1～
2009.4.1～2011.9.30
2013.8.28～
2003.11.30～
2004.9.16～
2000.11.27～2011.9.30
2012.1.18～2015.3.31
2018.4.1～
1990.12.2～2007.3.31
2008.11.30～
2018.10.1～
1990.5.22～1997.12.31
2005.9.1～
1998.11.30～2011.3.31
2012.12.26～
2002.12.8～
2000.11.27～
1992.11.30～
2001.12.2～2006.9.30
2002.12.8～2007.9.30
2009.10.27～
2016.12.1～認定教育施設Ⅱ
2008.4.30～
2011.7.28～
2014.10.17～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2001.12.2～2004.3.31
2012.9.25～2014.9.30
※2016.10.1～教育関連施設へ

作成日：2019/4/2
支部・県
山 口
徳 島

香 川

施 設 名
山口県立総合医療センター内科
（2005.4～山口県立中央病院から名称変更）
山口大学医学部附属病院第三内科
阿南共栄病院阿南地域糖尿病センター
（2017.7.1～内科から科名変更）
川島病院糖尿病糖尿病内科
（2015.7.9～内科から糖尿病内科へ科名変更）
たまき青空病院糖尿病内分泌内科
寺沢病院内科
徳島県鳴門病院内科
徳島県立中央病院糖尿病・代謝内科
（2012.10.9～内科から科名変更）
徳島赤十字病院代謝・内分泌科
徳島大学病院内分泌・代謝内科
（2008.4.1～医学部附属病院第一内科から変更）
徳島大学病院小児科
香川県立中央病院内科
香川大学医学部附属病院内分泌代謝内科
（2006.4～第一内科から科名変更）
（2013.11.1～内分泌代謝・血液・免疫・呼吸器科から科名変更）
（2015.4.1～糖尿病センターから科名変更）
国家公務員共済組合連合会高松病院糖尿病内分泌内科
（2016～KKR高松病院から名称変更）
さぬき市民病院内科
社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院糖尿病センター
坂出市立病院糖尿病内科
(2018.12.11～総合病院坂出市立病院から名称変更）
高松市民病院内科
高松赤十字病院内分泌代謝内科
（2004～第四内科から科名変更）
（2014.12.16～内科から科名変更）
独立行政法人国立病院機構善通寺病院内科
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院内科
（2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構）
三豊総合病院代謝科（内科）

愛 媛

医療法人住友別子病院小児科
医療法人慈風会白石病院糖尿病センター
医療法人同仁会おおぞら病院内科
（2015.2.9～吉田病院から名称変更）
愛媛県立今治病院内科
愛媛県立中央病院糖尿病内分泌内科
（2006～内科から科名変更・2013.5.4～内分泌代謝内科から科名変更）
愛媛大学医学部附属病院小児科
愛媛大学医学部附属病院第三内科
愛媛大学医学部附属病院臨床検査医学（糖尿病内科）
西条中央病院内科
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院内科
社団福祉法人恩賜財団済生会西条病院内科
社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院内科
十全総合病院内科
市立大洲病院内科
市立宇和島病院内科
市立八幡浜総合病院内科
聖光会鷹の子病院内科（糖尿病センター）
西予市立野村病院内科
（2004～町立から名称変更）
独立行政法人国立病院機構 愛媛医療センター 糖尿病内科
（2013.4.1～独立行政法人国立病院機構愛媛病院から名称変更）
松山市民病院内科

高 知

松山赤十字病院内科（糖尿病・代謝内分泌）
（2009～内科から科名変更）
医療法人尚腎会高知高須病院糖尿病内科
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
（2015.4.1～代謝・内分泌科から科名変更）
高知赤十字病院糖尿病腎臓内科
（2015.7.1～内科から糖尿病腎臓内科へ科名変更）
高知大学医学部附属病院内分泌代謝・腎臓内科、糖尿病センター
（2008～医学部附属病院第二内科から科名変更）
（2016.4.1～内分泌代謝・腎臓内科学から科名変更）
社会医療法人近森会近森病院糖尿病・内分泌代謝内科
社会医療法人仁生会細木病院内科（糖尿病・内分泌内科）
（2015.4.1～特定医療法人仁生会細木病院から名称変更）

認定期間
1997.12.1～
1993.11.29～
2006.5.23～2011/3/31
2017.7.1～2018.3.31
2000.11.27～
2017.10.1～認定教育施設Ⅱ
2008.10.23～2018.3.31
2017.4.1～
2009.10.27～
2004.9.16～
1992.11.30～1998.10.31
2003.11.30～
2003.11.30～2007.3.31
※2018.10.1～連携教育施設へ
1990.5.22～
1995.11.27～

2008.9.18～
2007.4.9～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
2009.4.1～
2014.6.12～
2003.11.30～2012.3.31
1999.12.5～2003.8.31
2003.12.2～
2009.7.24～2014.3.31
2016.4.1～
1995.11.27～1998.9.30
2000.11.28～
2012.8.23～2016.3.31
2010.10.26～
2009.4.1～2018.3.31
2018.12.1～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2003.11.30～2011.9.30
1990.5.22～
1990.12.2～2012.9.30
2016.10.1～
1997.12.1～
1998.11.30～
2000.11.27～2006.3.31
2007.9.3～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
2015.10.1～
1994.12.5～
2003.11.30～2007.9.30
1999.12.5～
2007.4.9～
1990.5.22～
2006.9.21～
2000.11.27～
2012.8.23～
1995.11.27～1998.9.30
2000.11.28～
1990.5.22～
2014.3.4～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2008.10.23～
1990.12.2～2011.3.31
2015.7.1～
1991.12.2～
2013.11.12～
2009.10.13～

作成日：2019/4/2
支部・県
九州
福 岡

施 設 名
JCHO久留米総合病院内分泌代謝内科
JR九州病院糖尿病内科
朝倉医師会病院糖尿病・内分泌内科
飯塚病院内分泌・糖尿病内科
行橋中央病院糖尿病内科
医療法人社団高邦会高木病院内科
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院心療内科・内分泌内科
（2018.6.22～心療内科から科名変更）
医療法人財団華林会村上華林堂病院糖尿病・内分泌内科
医療法人社団誠心会萩原中央病院内科
医療法人社団誠和会牟田病院糖尿病内科
（2014.12.12～内科から診療科名変更）
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
医療法人社団シマダ嶋田病院糖尿病内科
医療法人和基会戸畑総合病院内科
（2016.7.17～医療法人和基会牧山中央病院から名称変更）
大平メディカルケア病院内科
北九州市立医療センター糖尿病内科
北九州市立戸畑病院内科
北九州市立八幡病院内科
九州大学病院血液・腫瘍・心血管内科／免疫膠原病・感染症内科
（2003.10～九州大学医学部附属病院・2008～第一内科から科名変更）
（2018.12.12～血液・腫瘍内科／免疫膠原病・感染症内科から科名変更）
九州大学病院腎・高血圧・脳血管内科
（2003.10～九州大学医学部附属病院から名称変更）
九州大学病院心療内科
（2003.10～九州大学医学部附属病院から名称変更）
九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科
（2003.10～九州大学医学部附属病院から名称変更）
（2012.9～第三内科から科名変更）
久留米大学医学部内分泌代謝内科
久留米大学医学部附属病院第三内科
久留米大学医療センター内分泌代謝内科
公立学校共済組合九州中央病院内分泌内科
（2004.4.1～第五内科・2007～第1内科から変更）
公立八女総合病院内分泌代謝内科
国家公務員共済組合連合会 新小倉病院糖尿病センター
（2007.1～糖尿病代謝内科から科名変更）
国家公務員共済組合連合会千早病院内科
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
（2006～内科・2007.4.1～内科（内分泌代謝科）・2016.4.11～内分泌代謝科から科名変更）
産業医科大学病院第一内科
産業医科大学病院第3内科
（2006～第三内科・2009.4.1～消化器・代謝内科から科名変更）
社会医療法人製鉄記念八幡病院糖尿病内科
（2006～内科から科名変更）
（2011.12.1～新日鐵八幡記念病院から名称変更）
社会医療法人大成会福岡記念病院糖尿病・内分泌内科
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院糖尿病内分泌内科
（2008.7.3～糖尿病内科から科名変更）
（2009.4.1～医療法人雪ノ聖母会から変更）
社会保険大牟田天領病院代謝内科
（2002.4.1～三井鉱山株式会社三井大牟田病院内科から名称・科名変更）
（2010.6～内科から変更）
社会保険仲原病院内科
新古賀病院糖尿病センター
（2011.4.1～糖尿病内分泌内科から科名変更）
新小文字病院内分泌・糖尿病内科
総合病院原三信病院内科
白十字会白十字病院糖尿病内科
（2010.4.28～内科から科名変更）
田川市立病院糖尿病内分泌内科
筑後市立病院内分泌代謝科
千鳥橋病院糖尿病内分泌科
（2012～代謝内分泌科から科名変更）
地方独立行政法人大牟田市立病院内分泌・代謝内科
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院糖尿病内科
（2015.10.1～福岡市民病院内科から
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院糖尿病内科へ名称・科名変更）
社会医療法人原土井病院内科（糖尿病）
（2017.4.1～特定医療法人原土井病院から名称変更）
（2018.12.26内科から診療科名変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院内分泌代謝内科
（2014.4.1～九州厚生年金病院から名称変更）

認定期間
2017.12.1～ 認定教育施設Ⅱ
2017.7.1～認定教育施設Ⅱ
2018.4.1～
1998.11.30～2008.9.30
2009.4.15～2015.9.30
2016.1.1～2019.3.31
2010.9.1～
2003.11.30～2008.3.31
2018.10.1～
1999.12.5～
2008.9.18～
2003.11.30～2008.9.30
2014.8.22～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2018.4.1～
2017.4.1～
2015.10.1～
2005.9.1～2017.3.31
1991.12.2～
1991.12.2～2002.3.31
1993.11.29～2009.9.30
2017.7.1～
1993.11.29～2016.9.30
2016.12.1～
1990.12.2～
1994.12.5～1997.9.30
1992.11.30～
1990.5.22～
2004.9.16～2008.9.30
2018.12.1～認定教育施設Ⅱ
1992.11.30～
2014.10.17～2017.3.31
2005.11.27～
2013.3.27～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
1997.4.1～
1994.12.5～
1993.11.29～
1990.5.22～1996.12.31
2000.11.27～
2013.9.26～2014.9.30
1992.11.30～
2001.12.2～2004.9.30
2010.6.11～2013.3.31
2002.12.8～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
2002.12.8～
2018.7.1～
1998.11.30～2004.3.31
1990.5.22～
2016.12.1～2017.9.30
2003.11.30～2007.9.30
1995.11.27～2011.3.31
2011.7.28～2014.3.31
2018.7.1～
2014.7.17～2016.9.30
2001.12.2～2014.3.31
2015.10.1～
2003.11.30～
2013.11.12～

作成日：2019/4/2
支部・県
福 岡

施 設 名
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
（2004～国立病院から名称変更）
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター消化器内科
（2004～国立病院から名称変更）
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター内科
（2004～国立病院・2008.10.1～小倉病院から名称変更）
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター内分泌代謝科
（糖尿病内科から変更・2004～国立療養所福岡東病院から変更）
独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター内科
(2014.10.17～門司労災病院糖尿病代謝内科から名称・科名変更）
(2016.4.1～独立行政法人労働者健康福祉機構から変更）
福岡県済生会飯塚嘉穂病院内科
（2014.4.3～福岡県立嘉穂病院から名称変更）
福岡県済生会福岡総合病院内科
福岡市医師会成人病センター糖尿病代謝内分泌内科
（2008～代謝内分泌科・2008.9.1～糖尿病内分泌代謝科から変更）
福岡赤十字病院糖尿病代謝内科
（2007.4.1～第三内科（旧第四内科）から科名変更）
（2013～糖尿病・内分泌内科（旧第三内科）から科名変更）
福岡大学筑紫病院内分泌・糖尿病内科
（2011.10.1～内科第二から科名変更）
福岡大学病院内分泌糖尿病内科
（2001～第一内科・2007.4.1～血液・糖尿病科から科名変更）
福岡逓信病院内科

佐 賀

長 崎

三菱化学株式会社黒崎事業所附属病院内科
宗像医師会病院内科
佐賀大学医学部附属病院小児科
佐賀大学医学部附属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科
（2013.12.16～内科から科名変更）
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター糖尿病・内分泌内科
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館糖尿病代謝内科
（2013.5.1～佐賀県立病院から名称変更）
独立行政法人国立病院機構東佐賀病院内分泌代謝内科
（2004～国立療養所から名称変更）
医療法人光晴会病院糖尿病センター
医療法人宏善会諫早記念病院糖尿病/代謝内科
諫早総合病院内科糖尿病・代謝内科

熊 本

佐世保中央病院糖尿病センター（2002～内科から変更）
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター糖尿病・内分泌内科
（2016.7.1～佐世保市立総合病院から施設名変更）
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
（2001.4.1～国立長崎中央病院から変更・2004国立病院より変更）
（2013.8.28～科名変更）
長崎大学病院内分泌代謝内科
（2009.4.1～医学部歯学部附属病院から変更）
（2014.4.1～長崎大学病院生活習慣病予防診療部と合併）
長崎大学病院生活習慣病予防診療部
（2004～医学部附属病院第一内科から変更）
（2009.4.1～医学部・歯学部附属病院から変更）
長崎みなとﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ糖尿病・代謝内科
（2017.4.1～長崎みなとﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ市民病院から名称変更）
日本赤十字社長崎原爆病院内分泌・代謝内科
（2011.4.1～第四内科から科名変更）
天草郡市医師会立天草地域医療センター 代謝内科
荒尾市民病院代謝・内分泌内科
一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター代謝内科
（2013.4.1～一般社団法人追加）
医療法人社団陣内会陣内病院糖尿病内科・循環器内科・神経内科・眼科・人工透析
（2010～陣内病院内科から変更）
（2013.4.1～糖尿病内科・神経内科・眼科・人工透析から科名変更）
回生会堤病院内科
上天草総合病院代謝内科
菊池郡市医師会立病院糖尿病センター
くまもと成仁病院内科
熊本市民病院代謝内科
熊本市立植木病院糖尿病・代謝・内分泌内科
熊本大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科
（2004～代謝内科から科名変更）
（2015.4.1～代謝・内分泌内科から科名変更）

認定期間
1999.12.5～2001.3.31
2002.12.9～
1990.5.22～2011.3.31
2002.12.8～2016.3.31
2016.4.1～教育関連施設へ
1997.12.1～
1990.5.22～2002.12.31
2014.10.17～
1999.12.5～2002.11.30
2003.4.1～2005.9.30
2014.3.4～
1997.12.1～
1998.11.30～2013.9.30
※2013.11.12～教育関連施設へ
1997.4.1～
1992.11.30～2010.3.31
2010.10.1～
1990.5.22～
1999.12.5～2000.9.30
2005.10.5～2008.3.31
2015.10.1～
2004.9.16～2007.9.30
2009.4.1～2013.3.31
1998.11.30～2005.3.31
2003.11.30～
2017.4.1～
2012.12.26～
2000.11.27～2004.3.31
2009.4.27～2015.9.30
※2016.4.1～教育関連施設へ
2009.4.27～
2013.5.27～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設Ⅱ
1996.12.2～1998.9.30
2018.4.1～
1990.5.22～
2016.7.1～
1996.12.2～2003.3.31
2013.8.28～2017.9.30
2017.12.1～
1990.5.22～
1999.12.5～2014.3.31
※2014.4.1～
長崎大学内分泌代謝内科と合併

2014.10.17～2016.3.31
2016.11.23～
1996.12.2～
2014.4.1～
2008.9.18～2011.9.30
2018.10.1～
1999.12.5～
1990.5.22～
2007.7.2～2017.3.31
2017.4.1～認定教育施設Ⅱ
2007.11.12～2011.3.31
2013.3.27～2016.3.31
2014.10.17～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2005.5.11～
2011.11.29～
2017.7.1～認定教育施設Ⅱ
1990.5.22～

作成日：2019/4/2
支部・県
熊 本

大 分

宮 崎

鹿児島

沖 縄

施 設 名
独立行政法人くまもと県北病院機構公立玉名中央病院代謝糖尿病・内分泌科
（2006～成人科から科名変更）
（2012.4.1～代謝内科から科名変更）
（2017.10.1～公立玉名中央病院代謝糖尿病・内分泌科から名称・科名変更）
国保水俣市立総合医療センター代謝内科（糖尿病・内分泌センター）
（2017.4.1～国保水俣市立総合医療センター糖尿病内分泌センターから診療科名変更）
国家公務員共済組合連合会熊本中央病院内分泌代謝科
（2009.4～代謝内分泌科から科名変更）
済生会熊本病院腫瘍・糖尿病センター
社会医療法人黎明会宇城総合病院糖尿病センター
（2012.3.22～宇賀岳病院内科から名称・科名変更）
（2012.10.1～社会医療法人黎明会宇賀岳病院から名称変更）
特定医療法人萬生会熊本第一病院糖尿病・代謝内科
（2015.6.15～内科から科名変更）
独立行政法人国立病院機構熊本医療センター糖尿病センター
（2004～国立熊本病院から変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院糖尿病センター
（2013.1.1～健康保険八代総合病院から名称変更）
（2014.4.1～健康保険熊本総合病院から名称変更）
労働者健康安全機構熊本労災病院糖尿病・代謝内科
医療法人野口病院内科（2004～野口記念から変更）
大分県厚生連鶴見病院糖尿病・代謝内科
大分市医師会立アルメイダ病院内分泌科
大分赤十字病院内分泌・糖尿病内科
（2018.7.31 ～内科から科名変更）
（2018.12.10～糖尿病・代謝内科から科名変更）
大分県立病院内分泌代謝内科
（2002～第一内科・2003～循環器内分泌内科から科名変更）
大分大学医学部附属病院小児科
大分大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科
（2003.10～大分医科大学・2004～内科第一から変更）
（2010～第一内科から科名変更）
九州大学病院別府病院内科（免疫・血液・代謝内科）
（2011～別府先進医療センター免疫・血液・代謝内科専門診療科から変更）
（2011～内科から科名変更）
恵愛会中村病院糖尿病内科
国家公務員共済組合連合会新別府病院内分泌・代謝内科
佐伯中央病院内科
（2009.10.13～佐伯中央病院（旧小寺内科病院）から変更）
社会医療法人恵愛会大分中村病院糖尿病内科
社会医療法人三愛会大分三愛メディカルセンター糖尿病・内分泌内科
（2016.6.1～糖尿病・代謝内科から科名変更）
津久見市医師会立津久見中央病院内科
中津市立中津市民病院糖尿病・内分泌内科
医療法人社団紘和会平和台病院内分泌代謝科糖尿病専門外来
（2003～糖尿病専門外来へ変更）
社会医療法人同心会古賀総合病院内科
延岡市医師会病院内科
宮崎県立宮崎病院内科（糖尿病内分泌）
宮崎大学医学部附属病院内分泌・代謝・糖尿病内科
（2017.4.1～第三内科から科名変更）
鹿児島厚生連病院内科
鹿児島市立病院糖尿病・内分泌内科
（2019.4.1～内科から診療科名変更）
鹿児島大学病院糖尿病・内分泌内科
（2004～医学部附属病院第一内科から変更）
（2018.4.1～糖尿病内分泌内科から科名変更）
公益財団法人慈愛会いづろ今村病院糖尿病内科
（2014.8.22～財団法人慈愛会今村病院分院糖尿病内科から名称変更）
（2017.4.1～財団法人慈愛会今村病院から名称変更）
公益社団法人鹿児島共済会南風病院糖尿病・内分泌内科
社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院内科
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
医療法人おもと会大浜第一病院糖尿病センター
浦添総合病院糖尿病センター
沖縄県立南部病院内科
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院糖尿病センター
（2006～特定・特別追加・2009.3～特定・特別医療法人から変更）
社会医療法人敬愛会中頭病院糖尿病内分泌代謝内科
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
（2007.1～内科から科名変更）
（2011～医療法人友愛会豊見城中央病院から名称変更）

認定期間
1992.11.30～

2009.3.13～
2002.12.8～
2008.9.18～
1992.11.30～1998.3.31
2012.3.22～
2006.8.21～
1997.12.1～
1995.11.27～2006.9.30
2008.6.20～
2018.4.1～
1999.12.5～
2014.3.4～
1997.12.1～2005.3.31
※2014.9.29～教育関連施設へ
2018.4.1～
2003.11.30～
1990.12.2～2006.3.31
2014.6.12～
2008.4.30～2013.3.31
1990.5.22～
2007.2.13～2014.9.30
2009.10.13～2013.6.30
2018.12.1～
2005.10.5～2008.3.31
2009.10.13～
2016.1.1～
2014.12.09～
2004.9.16～2005.9.30
2016.4.1～
1990.5.22～1997.10.31
1997.12.2～1999.3.31
2003.11.30～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
1993.11.29～
2017.4.1～
2013.8.28～
1997.4.1～
2014.12.09～
2010.4.30～
1993.11.29～
1998.11.30～2019.3.31
2019.4.1～認定教育施設Ⅱ
2017.7.1～
2006.8.21～2008.3.31
2007.7.2～
2017.4.1～
1996.12.2～
2000.11.27～2003.8.31
2002.12.8～2012.9.30
2009.4.1～
2006.4.5～

作成日：2019/4/2
支部・県
沖 縄

施 設 名
琉球大学大学院医学研究科
内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）
（2010.4～医学部附属病院内分泌代謝内科から変更）

認定期間
1990.5.22～

認定教育施設一覧（無床）
支部・県
北海道
北海道

医療法人社団清水内科医院 内科・消化器科
さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック糖尿病内科
関東甲信越
茨 城 医療法人永和会みなみ赤塚クリニック内科
東 京 医療法人社団ユスタヴィア多摩センタークリニックみらい糖尿病・脂質代謝内科
（2013.12.10～内科から科名変更）
東京女子医科大学附属成人医学センター糖尿病内科
神奈川 医療法人社団一洋会H.E.C サイエンスクリニック糖尿病内科
金沢内科クリニック糖尿病内科
近畿
大 阪
中国四国
広 島
九州
福 岡
沖 縄

認定期間

施 設 名

2007.7.24～2016.3.31
2017.4.1～
2006.9.21～
2009.10.13～

武田クリニック内科

2019.4.1～
2007.4.9～
2009.4.27～2016.3.31
2016.10.1～2019.3.31
2011.11.29～2017.3.31

医療法人白岩内科医院糖尿病センター

2018.12.1～

グランドタワーメディカルコート ライフケアクリニック

2006.9.21～

医療法人二田哲博クリニック内科
メディカルプラザ大道中央内分泌代謝センター

2010.6.11～
2008.6.2～2010.9.30

教育関連施設一覧
支部・県
施 設 名
北海道
北海道 JR札幌病院糖尿病内科
（2018.4.1～循環器内科・腎臓内科・糖尿病内科から科名変更）
岩見沢市立総合病院内科（循環器・糖尿病）
釧路赤十字病院内科
社会医療法人母恋天使病院糖尿病・代謝内科
（2018.6.1～糖尿病内科から科名変更）
製鉄記念室蘭病院糖尿病内科
名寄市立総合病院糖尿病代謝内科
東北
青 森

八戸赤十字病院糖尿病代謝内科
つがる西北五広域連合つがる総合病院内分泌・糖尿病・代謝内科(旧第三内科)

岩 手
宮 城
秋 田

奥州市総合水沢病院内科（糖尿病外来）
宮城厚生協会長町病院糖尿病代謝内科
JA秋田厚生連平鹿総合病院消化器・糖尿病内科

関東甲信越
茨 城 医療法人社団善仁会小山記念病院糖尿病内科
（2019.1.1～内科から診療科名変更
株式会社日立製作所日立総合病院代謝内分泌内科
国家公務員共済組合連合会水府病院内分泌代謝内科
埼 玉

千 葉

独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター代謝内科
医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター糖尿病・代謝内科
埼玉医科大学総合診療内科
さいたま市立病院内科（糖尿病・内分泌）
秀和総合病院内分泌・糖尿病内科
草加市立病院内分泌･代謝内科
柏市立柏病院内分泌代謝内科
柏厚生総合病院糖尿病センター
（2018.4.1～糖尿病内科から科名変更）
君津中央病院内分泌代謝科
国際医療福祉大学臨床医学研究センター化学療法研究所附属病院糖尿病・代謝内科
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院糖尿病代謝内科

東 京

医療法人社団順江会江東病院内科
公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター 内分泌・代謝内科
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
（2017.4.1～内分泌代謝内科から科名変更）
駿河台日本大学病院内科
高島平中央総合病院糖尿病・内分泌・代謝内科
同愛記念病院糖尿病代謝内科
東京女子医科大学高血圧・内分泌内科
東京北医療センター糖尿病内科
（2018.12.1～総合診療科から科名変更）
西東京中央総合病院内科

認定期間
2015.10.1～2018.3.31
※2018.4.1～認定教育施設へ
2013.5.27～2015.6.30
※2015.7.1～認定教育施設へ
2010.10.26～
2018.4.1～2018.9.30
※2018.10.1～認定教育施設へ
2017.10.1～
2011.7.28～
2012.9.25～2016.9.30
2016.11.23～
2017.4.1～2018.9.30
※2018.10.1～認定教育施設へ
2016.4.1～
2012.3.22～2015.9.30
2016.12.1～2017.9.30
※2017.10.1～認定教育施設へ
2018.10.1～
2015.2.25～
2009.11.29～2012.6.7
※2012.6.8～認定教育施設へ
2017.7.1～
2016.4.1～
2012.8.23～
2015.7.1～
2012.9.25～2014.3.3
※2014.3.4～認定教育施設へ
2012.12.26～
2015.10.1～
2017.7.1～2018.6.30
※2018.7.1～認定教育施設へ
2015.10.1～2016.3.31
※2016.4.1～認定教育施設へ
2010.9.1～2014.9.30
2014.10.17～2017.6.30
※2017.7.1～認定教育施設へ
2011.7.28～
2016.12.1～2017.6.30
※2017.7.1～認定教育施設へ
2010.9.1～2011.11.26
※2011.11.27～認定教育施設へ
2009.11.29～2012.12.25
※2012.12.26～認定教育施設へ
2018.4.1～
2015.10.1～
2017.10.1～
2018.12.1～
2016.4.1～

作成日：2019/4/2
支部・県
神奈川

施 設 名
小田原市立病院糖尿病内分泌内科
川崎市立川崎病院糖尿病内科
川崎市立多摩病院代謝・内分泌内科
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院内分泌代謝内科
東海大学医学部付属病院大磯病院腎糖尿病内科
秦野赤十字病院糖尿病・内分泌内科
平塚市民病院腎内分泌代謝内科
（2018.12.12～内科（腎臓・糖尿病・内分泌・高血圧）から科名変更）
横浜市立市民病院糖尿病リウマチ内科
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター糖尿病内分泌内科

新 潟

山 梨
長 野
中部
富 山

信楽園病院糖尿病・内分泌内科
長岡赤十字病院糖尿病内分泌センター
町立津南病院内科
新潟県立中央病院内分泌代謝科
国民健康保険富士吉田市立病院内科
健和会病院透析内科
金沢医科大学氷見市民病院内分泌・代謝科
真生会富山病院糖尿病内科
高岡市民病院内科（糖尿病）
（2018.12.1～内科から科名変更）

石 川

富山労災病院糖尿病内分泌科
浅ノ川総合病院内科

岐 阜

美濃市立美濃病院みの糖尿病センター

静 岡

国立病院機構天竜病院内分泌代謝内科
順天堂大学医学部附属静岡病院糖尿病・内分泌内科

愛 知

岡崎市民病院内分泌・糖尿病内科
社会医療法人大雄会総合大雄会病院内分泌・糖尿病内科
社会医療法人志聖会総合犬山中央病院糖尿病内科
津島市民病院内分泌内科
豊川市民病院糖尿病・内分泌内科

三 重

名古屋市立東部医療センター内分泌糖尿病内科
（2011.5.1～名古屋市立東部医療センター東市民病院から名称変更）
市立四日市病院 糖尿病・内分泌内科
独立行政法人国立病院機構三重病院内科
独立行政法人地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター糖尿病センター
（2014.4～四日市社会保険病院糖尿病・内分泌科から名称変更）

近畿
滋 賀

大 阪

公立甲賀病院糖尿病・内分泌センター
(2014.4.1～内科から科名変更）
市立長浜病院腎臓代謝内科
（2014.4.1～内科から科名変更）
独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター糖尿病・内分泌内科
医療法人藤井会石切生喜病院内科
医療法人北辰会有澤総合病院糖尿病センター
（2014.3.1～特定医療法人有恵会から変更）
大阪大学医学部附属病院老年・高血圧内科
健康保険組合連合会大阪中央病院内科
白鷺病院内科
市立ひらかた病院内科
（2014.10.1～市立枚方市民病院から名称変更）
吹田市民病院内科
地方独立行政法人りんくう総合医療センター内分泌代謝内科
八尾市立病院内科（糖尿病内科）
淀川勤労者厚生協会付属西淀病院内科

兵 庫

明石市立市民病院糖尿病内科
（2018.9.7内科から科名変更）
医療法人尚和会宝塚第一病院糖尿病内科
社会医療法人中央会尼崎中央病院糖尿病内科
（2015.6.15～医療法人中央会尼崎中央病院内科から施設名・科名変更）
（2016.3.7～特定医療法人中央会尼崎中央病院糖尿病内科から名称変更）
神戸掖済会病院糖尿病内科

認定期間
2015.2.25～
2016.7.1～
2014.12.09～
2014.12.09～2018.6.30
※2018.7.1～認定教育施設へ
2015.10.1～
2019.4.1～
2016.4.1～2019.3.31
※2019.4.1～認定教育施設へ
2013.5.27～2014.10.16
※2014.10.17～認定教育施設へ
2015.2.25～2016.3.31
※2016.4.1～認定教育施設へ
2013.5.27～
2011.7.28～
2019.4.1～
2016.1.1～
2017.7.1～
2012.8.8～
2012.9.25～2017.9.30
2016.10.1～2017.3.31
※2017.4.1～認定教育施設Ⅱへ
2010.2.3～2016.9.30
※2016.10.1～認定教施設へ
2018.12.1～
2017.4.1～
2010.6.11～2011.7.27
※2011.7.28～認定教育施設へ
2009.10.13～2016.6.30
※2016.7.1～認定教育施設へ
2011.9.22～2014.9.30
2015.4.14～2016.9.30
2012.12.26～2013.9.25
※2013.9.26～認定教育施設へ
2012.4.25～
※2016.12.1～認定教育施設へ
2010.12.10～2013.5.26
※2013.5.27～認定教育施設へ
2016.10.1～2018.9.30
※2018.10.1～認定教育施設へ
2014.4.1～2016.3.31
2016.11.23～
2018.4.1
※2018.12.1～認定教育施設へ
2010.9.1～2017.11.30
※2017.12.1～認定教育施設へ
2013.9.26～2015.6.30
※2015.7.1～認定教育施設へ
2010.6.11～2014.10.16
※2014.10.17～認定教育施設へ
2009.10.27～2014.8.21
※2014.8.22～認定教育施設へ
2010.9.1～2017.3.31
※2017.4.1～認定教育施設へ
2012.1.18～2017.3.31
※2017.4.1～認定教育施設へ
2014.6.12～2017.6.30
※2017.7.1～認定教育施設へ
2019.4.1～
2012.12.26～2017.3.31
2014.12.09～2017.6.30
※2017.7.1～認定教育施設へ
2016.1.1～
2014.10.17～
2011.9.22～
2011.11.29～2016.9.30
※2016.101～認定教育施設へ
2016.1.1～2016.11.30
※2016.12.1～認定教育施設へ
2013.8.28～2014.6.11
※2014.6.12～認定教育施設へ
2013.3.27～2018.3.31
※2018.4.1～認定教育施設へ
2014.3.4～
2015.2.25～
2011.4.5～
2010.12.10～

作成日：2019/4/2
支部・県
兵 庫

施 設 名
神戸労災病院糖尿病糖尿病・内分泌内科
（2017.11.1～内科から科名変更）
公立宍粟総合病院内科
国立病院機構神戸医療センター糖尿病内科
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院糖尿病・代謝内科
（2015.4.1～医療法人社団神鋼会神鋼病院から施設名変更）
市立伊丹病院糖尿病センター
（2015.4.1～糖尿病内科から科名変更）
市立川西病院内科
姫路赤十字病院内科
兵庫県立西宮病院糖尿病・内分泌内科
六甲アイランド甲南病院内科
（2012.4.1～六甲アイランド病院から名称変更）
医療法人康仁会西の京病院内科

奈 良
中国四国
鳥 取 鳥取赤十字病院内科
島 根 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター内分泌・代謝内科
岡 山 赤磐医師会病院内科

山 口

香 川
愛 媛

一般財団法人津山慈風会津山中央病院糖尿病内科
（2018.5.1～内科から科名変更）
岡山大学病院総合内科
倉敷スイートホスピタル内科
津山中央記念病院内科（糖尿病）
独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター糖尿病・内分泌内科
（2014.4.1～社会保険下関厚生病院から名称変更）
山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院血液・内分泌内科
山口赤十字病院内科
香川県済生会病院内科
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院内科
瀬戸内海病院糖尿病内科
（2014.11.1～科名変更）

九州
福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本
大 分

宮 崎

沖 縄

医療法人愛風会さく病院糖尿病内科
医療法人社団シマダ嶋田病院糖尿病内科
（2016.7.12～内科から科名変更）
九州大学病院心療内科
健和会大手町病院代謝科
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
中間市立病院内科・糖尿病内科
福岡市医師会成人病センター 糖尿病代謝内分泌内科
門司掖済会病院糖尿病内科
唐津赤十字病院糖尿病内科
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター糖尿病・内分泌内科
独立行政法人国立病院機構佐賀病院内科
独立行政法人国立病院機構東佐賀病院内分泌代謝内科
諫早総合病院内科
（2014.4.1～健康保険諫早総合病院から名称変更）
佐世保市立総合病院糖尿病・内分泌内科
くまもと森都総合病院代謝・内分泌内科
（2012.7.1～NTT西日本九州病院から名称変更）
大分市医師会立アルメイダ病院内分泌内科
国家公務員共済組合連合会新別府病院内分泌・代謝内科
独立行政法人国立病院機構大分医療センター代謝・内分泌内科
医療法人魁成会宮永病院糖尿病センター
（2017.4.1～内科から科名変更）
社団医療法人泉和会千代田病院内科
医療法人おもと会大浜第一病院糖尿病センター
社会医療法人敬愛会中頭病院内分泌・代謝内科（糖尿病）

認定期間
2012.3.22～2018.3.31
※2018.4.1～認定教育施設へ
2017.12.1～
2016.7.1～2017.3.31
※2017.4.1～認定教育施設へ
2011.4.5～2014.3.31
※2014.4.1～認定教育施設へ
2010.9.1～2014.6.11
※2014.6.12～認定教育施設へ
2009.11.29～2011.9.30
2018.10.1～
2012.12.26～2013.3.26
※2013.3.27～認定教育施設へ
2010.10.26～2017.3.31
※2017.4.1～認定教育施設へ
2015.7.1～
2018.10.1～
2018.7.1～
2016.7.1～2018.9.30
※2018.10.1～認定教育施設へ
2016.4.1～2018.6.30
※2018.7.1～認定教育施設へ
2016.10.1～
2014.6.12～
2014.8.22～2019.3.31
2010.4.30～2014.10.16
※2014.10.17～認定教育施設へ
2010.12.10～2014.9.30
2016.10.1～
2016.12.1～
2013.8.28～2014.2.28
2013.3.27～2015.9.30
※2015.10.1～認定教育施設へ
2010.9.1～
2017.10.1～
2011.11.29～2017.3.31
※2017.4.1～認定教育施設へ
2013.3.27～
2010.9.1～2011.3.31
2011.7.28～
2016.4.1～
2010.9.1～
2013.11.12～2015.9.30
2017.7.1～
2019.4.1～
2015.10.1～2017.3.31
※2017.4.1～認定教育施設へ
2011.11.29～2013.9.30
2016.4.1～
2014.3.4～2018.3.31
※2018.4.1～認定教育施設へ
2012.6.8～2016.6.30
※2016.7.1～認定教育施設へ
2011.3.1～2013.9.30
2014.9.29～2018.3.31
2018.4.1～認定教育施設へ
2014.7.17～
2016.10.1～2019.3.31
2015.2.25～
2011.11.29～2014.9.30
2017.7.1～
2010.10.26～2017.3.31
※2017.4.1～認定教育施設へ
2014.3.4～

連携教育施設(小児科)一覧
支部・県
施 設 名
東北
岩 手 岩手医科大学附属病院小児科
関東甲信越
埼 玉 埼玉県立小児医療センター 代謝内分泌科
防衛医科大学校小児科
獨協医科大学埼玉医療センター小児科
（2017.11.15～獨協医科大学越谷病院から名称変更）
千 葉 東京歯科大学市川総合病院小児科
千葉大学医学部附属病院小児科
東 京 医療法人財団順和会山王病院小児科
公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター小児科
国立研究開発法人国立成育医療研究センター内分泌代謝科

認定期間
2013.11.12～
2013.8.28～
2014.7.17～2018.3.31
2013.7.1～2018.3.31
2013.8.28～
2017.4.1～
2016.7.1～
2016.12.1～
2016.4.1～

作成日：2019/4/2
支部・県
東 京

神奈川
中部
静 岡
愛 知
三 重
近畿
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
和歌山
中国四国
広 島
徳 島
香 川
愛 媛
九州
福 岡

佐 賀

施 設 名
東京慈恵会医科大学附属病院小児科
東邦大学医療センター大橋病院小児科
横浜市立大学市民総合医療センター小児総合医療センター

認定期間
2009.11.29～2018.11.30
※2018.12.1～認定教育施設へ
2018.4.1～
2017.10.1～
2014.10.17～

浜松医科大学医学部附属病院小児科
豊橋市民病院小児科
愛知医科大学病院小児科
国立病院機構三重病院小児科

2012.3.22～
2016.1.1～
2018.4.1～
2015.7.1～

滋賀医科大学医学部附属病院小児科
京都府立医科大学附属病院小児科
京都府立医科大学附属病院 北部医療センター小児科
大阪医科大学附属病院小児科
大阪警察病院小児科
大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌内科
神戸掖済会病院小児科
日本赤十字社和歌山医療センター小児科

2013.3.27～2018.3.31
2011.4.1～
2013.4.1～2015.9.30
2013.11.12～
2010.4.1～2017.9.30
2011.9.22～
2014.4.1～2018.3.31
2014.3.4～2017/9/30

国立病院機構呉医療センター小児科
徳島大学病院小児科
高松赤十字病院小児科
愛媛大学医学部附属病院小児科

2016.4.1～
2018.10.1～
2009.11.29～2015.3.31
2013.2.13～
※2016.10.1～認定教育施設へ

北九州市立医療センター小児科
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
（2014.11.1～福岡市立こども病院・感染症センターから名称変更）
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院小児科
福岡大学小児科
地方独立行政法人佐賀県立医療センター好生館小児科

2014.3.4～2016.3.31
2012.8.23～

東京医科歯科大学医学部附属病院小児科

2015.2.25～
2009.12.9～
2018.7.1～

