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お名前 ご所属 

島田 朗 先生 埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科 

岡本 将英 先生 大分大学医学部 内分泌糖尿病内科 

小川 理 先生 亀田総合病院 糖尿病内分泌内科 

猪立山 恵美 先生 大分赤十字病院 糖尿病・代謝内科 

大竹 啓之 先生 埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科 

廣田 勇士 先生 神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 

友安 雅子 先生 東急病院 内科 

中島 泰 先生 日本医科大学付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 

矢野 誠一 先生、 

蘆田 健二 先生 
九州大学 病態制御内科学（第三内科） 

熊谷 亮 先生、 

野牛 宏晃 先生 
水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科 

郡山 暢之 先生 鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科 

福井 道明 先生 京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学 

大黒 晴美 先生 公立昭和病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 

浅井 志高 先生 川崎市立多摩病院 代謝・内分泌内科 

持田 曜弘 先生 順天堂大学医学部附属浦安病院 糖尿病・内分泌内科 

岡島 史宜 先生 日本医科大学千葉北総病院 内分泌内科 

高木 聡 先生 東京女子医科大学 糖尿病センター内科 

長澤 薫 先生 虎の門病院 内分泌代謝科 

武友 保憲 先生 近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科 

宇野 彩 先生 大手前病院 代謝・内分泌内科 

志鎌 明人 先生 茨城県立中央病院 内分泌代謝・糖尿病内科 

米田 祥 先生 大阪大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科 

森武 美帆 先生、 

川浪 大治 先生 
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 

吉川 理津子 先生 香川県立中央病院 糖尿病内科 

稲葉 秀文 先生、 

芝 みち子 先生 

和歌山県立医科大学病院 第一内科 

今井 健二郎 先生、 

納 啓一郎 先生、 

大橋 健 先生 

国立がん研究センター 中央病院 総合内科、 

国立がん研究センター 東病院 糖尿病腫瘍内科 

石塚 義崇 先生 滋賀医科大学附属病院 糖尿病内分泌・腎臓内科 

山本 浩司 先生 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科 
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佐々木 基史 先生 松江市立病院 糖尿病・内分泌内科 

川﨑 英二 先生   新古賀病院 

倉井 英卓 先生 獨協医科大学病院 内分泌代謝内科 

近藤 琢磨 先生 杏林大学医学部第三内科 

足立 淳一郎 先生 青梅市立総合病院 内分泌糖尿病内科 

光井 悠人 先生 大阪大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 

紙谷 史夏 先生 奈良県立医科大学附属病院 糖尿病センター 

野村 英生 先生 京都医療センター 糖尿病内科 

石橋 里江子 先生 八尾徳洲会総合病院 糖尿病代謝内科 

本多 敏朗 先生 KKR札幌医療センター 代謝・内分泌・糖尿病内科 

渡辺 恭子 先生 岡山赤十字病院 総合内科 

伊藤 直顕 先生 順天堂大学 内科学・代謝内分泌学講座 

四方 雅隆 先生 富山大学 第一内科 

山口 大旗 先生 大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科 

楠 宜樹 先生 兵庫医科大学 糖尿病・内分泌・代謝内科 

平野 志歩 先生 

堀江 正和 先生 

県立広島病院 糖尿病・内分泌内科 

橘 洋美 先生 倉敷中央病院 糖尿病内科 

井土 哲志 先生 

笠原 貴敏 先生 

公立陶生病院 内分泌・代謝内科 

山内 一郎 先生 京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学 

四方田 美和子 先生 島根大学医学部内科学第一 

渡邉 真由 先生 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 

医療人キャリアセンターMUSCAT 

高崎 敦史 先生 国保直営総合病院君津中央病院 

糖尿病・内分泌・代謝内科 

小関 紗代 先生 

岡崎 玲 先生 

横浜市立みなと赤十字病院内分泌内科 

 

別所 瞭一 先生 旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野 

大村 寧 先生 公立甲賀病院 糖尿病・内分泌センター 

加藤 二郎 先生 西知多総合病院 内分泌・代謝内科 

良本 佳代子 先生 大阪労災病院 糖尿病内科 
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小林 朋子 先生 名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 

瀧 雅成 先生 上尾中央総合病院 糖尿病内科 

  

  

 


