
施設名 会員名 施設住所 TEL

医療法人相生会宮田病院附属　山桜クリニック 許田　重律 福岡県宮若市本城723 0949-34-1200

医療法人社団光仁会　老人保健施設べにまんさくの里 丸山　つね子 広島県廿日市市大野1320 0829-50-0031

医療法人湘洋会　ナンブクリニック 陰山　俊之 青森県三戸郡南部町沖田面字千刈47-1 0179-20-6161

社会医療法人禎心会　さっぽろ北口クリニック 徳田　禎久 北海道札幌市北区北7条西2-8-1　札幌北ビル2F 011-709-1131

医療法人社団保健会　メディカルスクエア奏の杜クリニック 黒田　素子 千葉県習志野市奏の杜2-1-1　奏の杜フォルテ2F 047-406-5000

社会医療法人明生会　桂ヶ丘クリニック 橋本　政明 北海道網走市桂町4-1-11 0152-61-6161

医療法人慈秀会　上尾アーバンクリニック 牛尼　秀樹 埼玉県上尾市緑丘3-5-28　シンワ緑丘ビル1Ｆ 048-778-1929

医療法人社団心和会　シンワ総合健診センター 荒井　宗房 千葉県八千代市米本2167-8 047-489-2111

医療法人社団ミッドタウンクリニック　東京ミッドタウンクリニック 田口　淳一 東京都港区赤坂9-7-1　ミッドタウンタワー6F 03-5413-0080

医療法人社団優人会　東西線メディカルクリニック 冨田　兵衛 東京都江東区門前仲町1-4-8　プラザ門前仲町9Ｆ 03-3643-0077

医療法人社団健診会　東京メディカルクリニック 増澤　源造 東京都北区滝野川6-14-9　東京先端医療モールビル 03-3910-3438

医療法人社団三奉会　井上クリニック 早川　貴美子 東京都足立区竹の塚5-11-8 03-3850-5771

医療法人社団バリューメディカル　バリューHRビルクリニック 上砂　敏之 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-14 03-6380-1400

医療法人社団慈誠会　人間ドック会館クリニック 小出　純 東京都板橋区常盤台4-35-10 03-3937-6256

医療法人社団卓秀会　新宿センタービルクリニック 平塚　伸 東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービル5F 03-3346-1151

医療法人社団豊信会　草花クリニック 下村　智 東京都あきる野市草花2724 042-558-7127

医療法人社団陽和会　にしくぼ診療所 山本　昭彦 東京都武蔵野市緑町2-1-40 0422-50-2825

医療法人社団星の砂　ねりま西クリニック 大城　堅一 東京都練馬区大泉町3-2-9 03-5933-3077

医療法人柏堤会（財団）　戸塚共立メディカルサテライト健診センター 横川　秀男 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3970-5 045-869-4605

医療法人一翠会　一翠会千里中央健診センター 奥田　良和 大阪府豊中市新千里東町1-5-3　千里朝日阪急ビル3Ｆ 06-6872-5516

社会医療法人輝城会　沼田クリニック 西松　輝高 群馬県沼田市栄町61-3 0278-22-1188

学校法人　大阪医科大学健康科学クリニック 後山　尚久 大阪府高槻市芥川町1-1-1 072-684-6277

医療法人社団苫仁会　桜木ファミリークリニック 神谷　喜一郎 北海道苫小牧市桜木町2-25-1 0144-71-2351

医療法人社団三意会　ホームケアクリニックあづま 池田　千鶴 北海道足寄郡足寄町南5条3-1 01562-5-5050

医療法人博順会　高萩クリニック 森田　眞敏 茨城県高萩市大字秋山625 0293-22-2106

一般財団法人全日本労働福祉協会　九段クリニック 山下　照代 東京都千代田区九段北1-9-5 03-3222-0071

立川相互ふれあいクリニック 向山　新 東京都立川市錦町1-23-4 042-524-1371

聖愛クリニック 森　規勝 東京都台東区浅草5-64-6 03-3874-5341

医療法人社団重宣会　鈴木胃腸消化器クリニック 鈴木　重弘 東京都港区芝5-27-1 03-3455-6121

医療法人財団順和会　山王メディカルセンター 高木　邦格 東京都港区赤坂8-5-35 03-3402-5581

医療法人社団成山会　楠樹記念クリニック 藤田　直樹 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル6階 03-3344-6666

間外科医院 間　泉三 東京都葛飾区亀有1-15-23 03-3604-8407

医療法人香柏会　渡辺内科クリニック 渡辺　和雄 岐阜県大垣市御殿町2-21 0584-78-2266

医療法人青雲会　佐野医院 佐野　秀行 愛知県豊橋市松葉町3-10 0532-52-3906

医療法人慈照会　天野記念クリニック 宮内　英征 愛知県名古屋市西区上名古屋4-3-6 052-521-2788

医療法人秀壮会　秀壮会クリニック 熊野　久美子 大阪府大阪市淀川区塚本2-19-12 06-6302-1138

医療法人財団愛人会　河村内科消化器クリニック 河村　讓 広島県広島市中区大手町1-4-11 082-248-0666

医療法人社団石見会　いわさきクリニック 岩崎　昭治 広島県広島市東区東山町1-9 082-262-5271

医療法人孝徳会　楠元内科医院 楠元　孝幸 鹿児島県出水市平和町224 0996-62-8600

医療法人財団健隆会　戸田中央総合健康管理センター 中村　毅 埼玉県戸田市上戸田2-32-20 048-442-1118

医療法人社団ミッドタウンクリニック　東京ダイヤビルクリニック 草野　敏臣 東京都中央区新川1-28-25　東京ダイヤビルディング3号館1F 03-3551-7737

医療法人社団ミッドタウンクリニック　浜松町ハマサイトクリニック 草野　敏臣 東京都港区海岸1-2-20　汐留ビルディング2F 03-5472-1100

医療法人財団康生会　山科武田ラクトクリニック 武田　隆司 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92　ラクトC301 075-581-0910

医療法人厚生会　米子中海クリニック 小嶋　達也 鳥取県米子市彦名町1250 0859-24-1501

志免総合診療所 遠藤　豊成 福岡県粕屋郡志免町志免4-22-11 092-937-5656

医療法人柳育会　新やなぎ健診クリニック 小西　浩 福岡県八女市吉田134-1 0943-23-6977

医療法人社団倫仁会　小嶋内科 小嶋　敏之 北海道余市郡余市町黒川町7-13 0135-22-2245

社会医療法人北斗　上士幌クリニック 小泉　洋一 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238 01564-2-2010

医療法人社団兜中央会　中島クリニック 中島　興治 東京都中央区日本橋兜町8-8 03-3666-0880

医療法人社団愛誠会　のがたクリニック 菊田　淳子 東京都中野区野方1-40-1 03-3389-2201

医療法人慈友会　ライフクリニック 岩浅　祐二郎 徳島県小松島市赤石町14-27 0885-37-1811

公益財団法人　香川成人医学研究所附属診療所ウェルクリニック 松浦　和義 香川県坂出市横津町3-2-31 0877-45-2311

医療法人尚仁会　名古屋ステーションクリニック 木下　水信 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17　名古屋ビルデイング8階 052-551-6663

医療法人共和会　茨木診療所 安達　克郎 大阪府茨木市元町4-16 072-624-3977

医療法人社団ヤマナ会　広島生活習慣病・がん健診センター 山名　征三 広島県広島市中区幟町13-4　広島マツダビル4Ｆ 082-224-6661

医療法人仁医会　井口医院 井口　雅之 広島県広島市安佐北区可部7-5-7 082-815-1777

公益社団法人　全日本病院協会　準会員一覧（平成２９年３月）



施設名 会員名 施設住所 TEL

社会医療法人財団大和会　東大和病院附属セントラルクリニック 神楽岡　治彦 東京都東大和市南街2-3-1 042-562-5511

医療法人伸裕会　渡辺クリニック 猪苗代　裕 福島県南相馬市原町区西町1-50 0244-22-7000

医療法人社団石川記念会　新宿石川クリニック 石川　悦久 東京都新宿区西新宿1-7-1　松岡セントラルビル6・7F 03-3340-1751

医療法人社団愛育会　協和メディカルクリニック 竹川　勝治 東京都江東区北砂2-15-40 03-3648-4166

医療法人社団東京桜十字　桜十字赤坂健診クリニック 平原　美孝 東京都港区赤坂3-21-13　ヒューリック赤坂ビル2F 03-5549-1901

医療法人社団国立あおやぎ会　日比谷公園クリニック 大冨　眞吾 東京都港区新橋1-18-1　航空会館4F 03-3595-0781

医療法人武蔵野総合病院グループ　川越予防医療センター・クリニック 小室　万里 埼玉県川越市新宿町1-17-1 049-248-7000

医療法人緑地会　赤尾クリニック 松浦　敏文 大阪府大阪市鶴見区緑3-2-15 06-6911-2961

医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 亀田　省吾 千葉県鴨川市東町1344 04-7099-2211

医療法人京星会　JOH&PARTNERS UMEDA CLINIC 城　孝尚 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-20　桜橋IMビル2F 06-6147-8136

医療法人社団東京桜十字　恵比寿ガーデンプレイスクリニック 安村　隆二 東京都渋谷区恵比寿4-20-3　恵比寿ガーデンプレイスタワー3F 03-6854-1515

大阪市立大学医学部附属病院先端予防医療部附属クリニック　MedCity21 福本　真也 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス21F 06-6624-4010

横浜東口クリニック 関根　千秋 神奈川県横浜市西区高島2-19-12　スカイビル17F 045-453-3366

シンワメディカルリゾート柏の葉健診クリニック 荒井　壽明 千葉県柏市若柴178-4-2　KOIL4F401 04-7138-6661

医療法人社団桐心会　林クリニック 林　滋 東京都板橋区小茂根4-28-14 03-3973-1517

医療法人誠昇会　北本共済医院 竹並　麗 埼玉県北本市下石戸下511-1 048-591-7111

医療法人社団翔医会　東京国際空港診療所 菊地　淳雄 東京都大田区羽田空港3-3-2　西旅客ターミナル1F 03-5757-1122

医療法人社団栄悠会　あやせ循環器クリニック 丁　栄市 東京都足立区谷中3-6-9 03-3605-2821

医療法人社団直和会　平成立石ペンギンクリニック 猪口　正孝 東京都葛飾区立石5-7-3 03-3693-3131

医療法人広島ハートセンター　広島心臓血管クリニック 木村　祐之 広島県広島市安佐南区西原7-8-38 082-874-8080

医療法人礼風会　五輪橋マタニティクリニック 齋藤　孝次 北海道札幌市南区南39条西11-1-30 011-585-3110

医療法人明輝会　内村川上内科 川上　秀一 鹿児島県鹿児島市川上町2750-18 099-243-9929

木村内科クリニック 木村　進 京都府与謝郡与謝野町後野643-7 0772-43-2134

医療法人瑞和会　ラッフルズクリニック 大西　洋一 大阪府大阪市北区梅田2-5-25　ハービスPLAZA4F 06-6345-8145

医療法人朋愛会　淀屋橋健診プラザ 依田　久実 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1　明治安田生命大阪御堂筋ビル4F 06-6232-7770


