病態栄養専門医研修認定施設（95施設*）
地域

認定番号

認定施設名

代表指導医名 郵便番号

住所

N15-038 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院

黒川 泰任

004-0041 札幌市厚別区大谷地東1丁目

N15-053 社会医療法人高橋病院

筒井 理裕

040-8691 函館市元町32-18

N15-019 岩手医科大学附属病院

遠藤 龍人

020-8505 盛岡市内丸19-1

N15-046 盛岡市立病院

加藤 章信

020-0866 盛岡市本宮5-15-1

N15-006 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

桜井 華奈子

983-8520 仙台市宮城野区宮城野2-8-8

N17-011 友仁会松島病院

丹野 尚

981-0215 宮城郡松島町高城字浜1-26

秋田県

N15-072 秋田大学医学部附属病院

山田 祐一郎

010-8543 秋田市本道1-1-1

群馬県

N15-032 公立藤岡総合病院

塚越 正章

375-8503 藤岡市中栗須813-1

千葉県

N16-006 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院 三村 正裕

290-0003 市原市辰巳台東2-16

埼玉県

N16-008 医療法人秀和会秀和総合病院

鈴木 壱知

344-0035 春日部市谷原新田1200

N15-016 順天堂大学医学部附属順天堂医院

田久保 憲行

113-8431 文京区本郷3-1-3

N15-018 独立行政法人労働者健康福祉機構東京労災病院

大場 信之

143-0013 大田区大森南4-13-21

N15-020 青梅市立総合病院

野口 修

198-0042 青梅市東青梅4-16-5

N15-022 社会医療法人財団大和会東大和病院

横山 潔

207-0014 東大和市南街1-13-12

N15-023 東京都健康長寿医療センター

荒木 厚

173-0015 板橋区栄町35-2

N15-037 社会福祉法人緑風会緑風荘病院

酒井 雅司

189-0012 東村山市萩山町3-31-1

N15-039 東海大学医学部付属東京病院

山田 千積

151-0053 渋谷区代々木1-2-5

N15-044 東京医科大学病院

菅野 義彦

160-0023 新宿区西新宿6-7-1

N15-051 東邦大学医療センター大橋病院

柴 輝男

153-8515 目黒区大橋2-17-6

N15-076 杏林大学医学部付属病院

石田 均

181-8611 三鷹市新川6-20-2

N17-001 日本大学病院

藤城 緑

101-8309 千代田区神田駿河台1−６

N15-009 北里大学病院

林 哲範

252-0375 相模原市南区北里1-15-1

N15-010 神奈川県立こども医療センター

高増 哲也

232-8555 横浜市南区六ツ川2-138-4

N15-026 川崎市立川崎病院

津村 和大

210-0013 川崎市川崎区新川通12-1

N15-033 東海大学医学部付属大磯病院

白石 光一

259-0198 中郡大磯町月京21-1

N15-034 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院

小林 修三

247-8533 鎌倉市岡本1370-1

N15-065 昭和大学藤が丘病院

井上 嘉彦

227-8501 横浜市青葉区藤が丘1-30

N17-008 東芝林間病院

岩﨑 美津子

252-0385 相模原市南区上鶴間7-9-1

N17-012 日本医科大学武蔵小杉病院

八木 孝

211-8533 川崎市中原区小杉町1-396

N16-004 信楽園病院

髙澤 哲也

950-2087 新潟市西区新通南3-3-11

N15-043 浜松医科大学医学部附属病院

加藤 明彦

431-3192 浜松市東区半田山1-20-1

北海道
岩手県
宮城県

東京都

神奈川県

新潟県
静岡県

岐阜県

愛知県

N15-047 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 磯﨑 泰介

430-8558 浜松市中区住吉2-12-12

N17-009 公益社団法人有隣厚生会 富士病院

佐藤 賢

412-0043 御殿場市新橋1784

N15-030 美濃市立美濃病院

三浦 淳

501-3746 美濃市中央4-3

N15-056 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院

林 慎

501-6062 羽島郡笠松町田代185-1

N15-057 岐阜大学医学部附属病院

武田

N15-068 岐阜市民病院

石塚 達夫

500-8513 岐阜市鹿島町7-1

N16-002 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

飯田 真美

500-8717 岐阜市野一色4-6-1

N17-004 大垣市民病院

藤谷 淳

503-8502 大垣市南頬町4-86

N15-008 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院

林 正幸

457-8510 名古屋市南区三条1-1-10

N15-012 医療法人衆済会増子記念病院

堀田 直樹

453-8566 名古屋市中村区竹橋町35-28

N15-013 愛知医科大学病院

福沢 嘉孝

480-1195 長久手市岩作雁又1-1

N15-027 医療法人幸世会中京厚生クリニック

西本 幸弘

467-0856 名古屋市瑞穂区新開町23-13

N16-007 愛知県厚生連知多厚生病院

丹村 敏則

458-0922 名古屋市緑区桶狭間切戸1635

純

501-1194 岐阜市柳戸1-1

富山県

N15-011 独立行政法人労働者健康福祉機構富山労災病院 村上 史峰

937-0042 魚津市六郎丸992

福井県

N15-002 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 金原 秀雄

918-8503 福井市和田中町舟橋7-1

N15-004 大津市民病院

峠岡 佑典

520-0804 滋賀県大津市本宮2丁目9-9

N15-064 滋賀県立成人病センター

山本 泰三

524-8524 守山市守山5-4-30

N15-071 彦根市立病院

黒江 彰

552-8539 彦根市八坂町1882

N15-073 大津赤十字病院

岡本 元純

520-8511 大津市長等1-1-35

N15-024 京都市立病院

小暮 彰典

604-8845 京都市中京区壬生東高田町1-2

N15-042 京都大学医学部附属病院

稲垣 暢也

606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

N15-075 医療法人健康会総合病院京都南病院

岡本 三希子

600-8876 京都市下京区西七条南中野町8

N17-013 京都第一赤十字病院

岩瀬 広哉

605-0981 京都市東山区本町15-749

N15-007 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院

大楠 崇浩

543-0035 大阪市天王寺区北山町10-31

N15-021 医療法人藤仁会藤立病院

上田 章人

535-0002 大阪市旭区大宮5-4-24

N15-028 社会医療法人愛仁会千船病院

髙橋 哲也

555-0001 大阪市西淀川区佃2-2-45

水野 雅之

564-0013 吹田市川園町1-2

N15-055 特定医療法人仁真会白鷺病院

奥野 仙二

546-0002 大阪市東住吉区杭全7-11-23

N15-061 関西電力病院

黒瀬 健

553-0003 大阪市福島区福島2-1-7

N15-063 社会医療法人清恵会清恵会病院

北岡 治子

590-0024 堺市堺区向陵中町4-2-10

N15-069 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院

安田 浩一朗

536-0001 大阪市城東区古市1-3-25

N17-006 パナソニック健康保険組合

岡田 博史

570-8540 守口市外島町5-55

N15-003 神戸市立医療センター西市民病院

金子 正博

653-0013 神戸市長田区一番町2-4

N16-001 神戸大学医学部附属病院

岡田 裕子

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2

N16-003 医療法人社団綱島会厚生病院

野﨑 晃

670-0074 姫路市御立西4-1-25

N17-007 市立芦屋病院

紺屋 浩之

659-8502 芦屋市朝日ケ丘町39-1

N15-054 那智勝浦町立温泉病院

山本 康久

649-5331 東牟婁郡那智勝浦町大字天満483-1

N15-059 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院

佐々木 秀行

649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺219

N15-060 和歌山県立医科大学附属病院

西 理宏

641-8509 和歌山市紀三井寺811-1

N15-070 (独)労働者健康安全機構和歌山ろうさい病院

南條 輝志男

640-8505 和歌山市木ノ本93-1

N15-036 玉野市立玉野市民病院

木村 文昭

706-8531 玉野市宇野2-3-1

N15-074 社会医療法人光生病院

渡辺 明治

700-0985 岡山市北区厚生町3-8-35

N15-017 広島医療生活協同組合広島共立病院

Wong Toh Yoon 731-0121 広島市安佐南区中須2-19-6

N15-049 特定医療法人社団啓卯会村上記念病院

山辺 瑞穂

722-0014 尾道市新浜1-14-26

N15-066 医療法人グランドタワーメディカルコート

伊藤 千賀子

730-0012 広島市中区上八丁堀4-1 4F

山口県

N15-045 山口大学医学部附属病院

坂井田 功

755-8505 宇部市南小串1-1-1

徳島県

N15-029 徳島県立中央病院

白神 敦久

770-8539 徳島市蔵本町1-10-3

N15-025 愛媛県立中央病院

上田 晃久

790-0024 松山市春日町83

N15-031 一般財団法人永頼会松山市民病院

新谷 哲司

790-0067 松山市大手町2-6-5

N15-035 独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター

山内 一彦

791-0281 東温市横河原366

N15-040 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院

宮岡 弘明

791-8026 松山市山西町880-2

N15-062 愛媛大学医学部附属病院

松浦 文三

791-0295 東温市志津川454

N15-067 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

恩地 森一

799-1592 今治市喜田村7-1-6

N15-050 高知大学医学部附属病院

藤本 新平

783-8505 南国市岡豊町小蓮

N15-001 医療法人森和会行橋中央病院

江藤 知明

824-0031 行橋市西宮市5-5-42

N15-005 遠賀中間医師会おんが病院

末廣 剛敏

811-4342 遠賀郡遠賀町大字尾崎1725-2

N16-005 二田哲博クリニック姪浜

下野 大

819-0046 福岡市西区西の丘3-29-9

N15-015

明石 哲郎

810-0001 福岡市中央区天神1-3-46

N15-048 社会医療法人天神会新古賀病院

川﨑 英二

830-8577 福岡県久留米市天神町120

N15-052 社会医療法人財団白十字会白十字病院

岩瀬 正典

819-8511 福岡市西区石丸3-2-1

N17-003 医療法人社団陣内会 陣内病院

稗島 州雄

862-0976 熊本市中央区九品寺6-2-3

堀之内 秀治

890-8760 鹿児島市上荒田37-1

吉田 貞夫

901-1414 南城市佐敷字津波古西原2310

与儀 洋之

901-0362 糸満市真栄里870

滋賀県

京都府

N15-041
大阪府

兵庫県

和歌山県

岡山県

広島県

愛媛県

高知県

福岡県

熊本県

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会
吹田医療福祉センター大阪府済生会吹田病院

松下記念病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院

鹿児島県 N17-005 鹿児島市立病院
沖縄県

N15-014 医療法人真徳会沖縄メディカル病院

N17-010 社会医療法人友愛会
*2018年4月現在

南部病院

病態栄養専門医研修関連施設（７施設*）
認定番号

関連施設名

代表指導医名 郵便番号

住所

神奈川県 K16-001 めぐみ在宅クリニック

太田 一樹

246-0037 横浜市瀬谷区橋戸2丁目4-3

長野県

K17-001 飯田市立病院

下平 雅規

395-8502 飯田市八幡町438

岐阜県

K15-003 医療法人和光会山田メディカルクリニック

堀川 幸男

500-8167 岐阜市東金宝町1-12

愛知県

K15-002 医療法人幸世会新瑞橋ネフロクリニック

西本 幸弘

467-0833 名古屋市瑞穂区鍵田町2-20

大阪府

K15-001 箕面市立病院

上田 章人

562-0014 箕面市萱野5-7-1

山口県

K15-004 社会医療法人同仁会周南記念病院

沖田 極

744-0033 下松市生野屋南1-10-1

福岡県

K16-002 福岡和仁会病院

下野 大

819-0055 福岡市西区生の松原1-33-18

*2018年4月現在

