
会社名・団体名 住所 TEL

大塚製薬株式会社 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー13Ｆ 03-6361-7353

株式会社メディセオ 東京都中央区八重洲2-7-15 03-3517-5035

アルフレッサ株式会社 東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル13F 03-3292-8828

旭化成ファーマ株式会社 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルティング 03-3296-3665

アステラス製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町2-3-11 03-3244-3211

フクダ電子株式会社 東京都文京区本郷2-35-8 03-5684-1284

株式会社アステム 大分県大分市西大道2-3-8 097-543-2111

大正富山医薬品株式会社 東京都豊島区高田3-25-1 03-3985-8157

田辺三菱製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町2-2-6 03-3241-4684

株式会社スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8 03-5825-1699

塩野義製薬株式会社 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル 03-3406-8740

東芝メディカルシステムズ株式会社 栃木県大田原市下石上1385 0287-26-5016

財団法人 日本医療教育財団 東京都千代田区猿楽町2-2-10 03-3294-6624

武田薬品工業株式会社 東京都中央区日本橋2-12-10 03-3278-2426

小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町1-8-2 06-6263-2943

ファイザー株式会社 東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル 03-5309-6099

中外製薬株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-1 03-3281-6611

東邦薬品株式会社 東京都世田谷区代沢5-2-1 03-3419-7811

サノフィ・アベンティス株式会社 東京都新宿区西新宿3-20-2 03-6301-3136

第一三共株式会社 東京都中央区日本橋本町3-5-1 03-6225-1074

エーザイ株式会社 東京都文京区小石川5-5-5 03-3817-3043

ＡＩＧスター生命保険株式会社 東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー 03-5637-3960

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町 03-3515-4143

ワタキューセイモア株式会社 九州支社 佐賀県小城市小城町227-2 0952-72-5111

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 03-3283-9271

鳥居薬品株式会社 東京都中央区日本橋本町3-4-1 03-3231-6833

株式会社ほくやく 北海道札幌市中央区北六条西16-1-5 011-611-1169

日本ケミファ株式会社 東京都千代田区岩本町2-2-3 03-3863-1212

株式会社ツムラ 東京都港区赤坂2-17-11 03-6361-7181

大鵬薬品工業株式会社 東京都千代田区内神田1-2-4 03-3293-2105

株式会社万葉 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保1356 048-798-7051

パラマウントベッド株式会社 東京都江東区東砂2-14-5 03-3648-1112

株式会社アトル 福岡県福岡市博多区半道橋2-2-51 092-451-8867

富士産業株式会社 東京都港区新橋6-9-6 住友東新橋ビル4号館9F 03-5400-6111

株式会社ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3 03-3350-0118

財団法人 医療関連サービス振興会 東京都千代田区九段北1-11-11 第二フナトビル3F 03-3238-1861

株式会社トータル保険サービス 東京都文京区本郷4-23-14 ＴＩＳ春日ビル 03-5804-1500

医療総研株式会社 東京都文京区後楽2-3-4 03-3817-8861

全国医療専門経営会計人会 東京都千代田区平河町2-16-2 平河町森タワーレジデンス2202号 03-6272-6297

TKC医業・会計システム研究会 東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル5F 03-3266-9227

医療経営財務協会 東京都新宿区矢来町75 03-3513-6023

社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 東京都中央区東日本橋1-1-7 野村不動産東日本橋ビル3F 03-5822-6996

株式会社全日病福祉センター 東京都千代田区三崎町3-7-12 清話会ビル 03-3222-5327

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1 03-5544-1111

東京ガス株式会社 東京都港区海岸1-5-20 03-5322-7662

株式会社ハートライフ 東京都世田谷区宮坂3-12-17 03-3428-6399

日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング20F 03-3287-3611

株式会社シーエイチシー 東京都千代田区一番町9 グランドメゾン一番町702 03-5213-5255

社団法人 全日本病院協会 賛助会員一覧（平成２４年１月）



会社名・団体名 住所 TEL

株式会社メディカルアート・ラボラトリー 東京都文京区千石4-22-6 2F 03-5976-2583

日本光電工業株式会社 東京都中野区東中野3-14-20 03-5996-8647

有限会社健康と料理社 東京都千代田区三番町24 林三番町ビル4F 03-5275-0543

株式会社東京都民銀行 東京都港区六本木2-3-11 03-3505-2590

株式会社理舎 広島県広島市中区舟入中町2-14 082-295-3083

協和発酵キリン株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1 03-3282-0070

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア10F 03-5714-2300

株式会社ウィ・キャン 東京都中央区銀座5-6-2 銀座七宝ビル6F 03-5537-7708

株式会社 メディカル・プリンシプル社 東京都渋谷区渋谷2-15-1 03-5468-5300

株式会社ゼネラルフード事業スタジオ 東京都中央区銀座5-14-16 アビタシオン603 03-3541-8777

ＮＰＯ法人 医療機関支援機構 東京都品川区東五反田1-9-10 神野ビル603 03-5423-6760

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

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

株式会社インキューブ 兵庫県神戸市中央区江戸町98-1 東町・江戸町ビル4Ｆ 078-331-6781

株式会社小池メディカル 東京都江戸川区松島1-24-8 03-5662-6605

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 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー6F 03-5413-7623

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

医療法人一翠会 一翠会千里中央健診センター 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

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

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

株式会社新銀行東京 東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル 03-6302-3590

スキルアップジャパン株式会社 東京都新宿区高田馬場1-24-16 内田ビル 03-5287-4035

NPO法人日本HIS研究センター 京都府京都市下京区因幡堂町713 井筒因幡堂町ビル5F 075-353-1801

株式会社 じほう 東京都千代田区一ツ橋2-6-3 一ツ橋ビル 03-3265-8785

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 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3970-5 045-869-4605

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

大阪医科大学健康科学クリニック 大阪府高槻市芥川町1-1-1 072-684-7231

株式会社時事通信社 東京都中央区銀座5-15-8 03-3546-7026

スリーエムヘルスケア株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 03-5226-1633

株式会社エーアイエス 東京都文京区小石川2-23-11 常光ビル 03-5800-5911

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

株式会社学研メディカル秀潤社 東京都品川区西五反田2-11-8 03-6431-1200

大日商事株式会社 大阪府大阪市旭区大宮4-18-18 06-6952-7015

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

株式会社日本能率協会コンサルティング 東京都港区芝公園虎ノ門3-22-1 03-3434-7335

社団法人日本能率協会 東京都港区芝公園3-1-22 03-3434-1377

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

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

医療法人社団心和会 メディカルクリニック八千代 千葉県八千代市米本2167-8 047-488-1122

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

医療法人社団慈誠会 上板橋病院健康管理センター 東京都板橋区常盤台4-36-9 03-3937-6256

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

協栄テックス株式会社 岩手県盛岡市中央通3-3-1 ジブラルタル中央ビル2F 019-652-1145

バリューHRビルクリニック 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-14 バリューHRビル内 03-6380-1400

株式会社イーウェル 東京都千代田区麹町3-2 03-3511-1623

日立メディカルコンピュータ株式会社 東京都品川区西五反田1-31-1 03-3490-0751

ソレキア株式会社 東京都大田区西蒲田8-3-3 03-3732-1133

ねりま西クリニック 東京都練馬区大泉町3-2-9 03-5933-3077

星光ビル管理株式会社 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-1 06-6201-0932

クリニック滝野川内科 東京都北区北野川3-39-7 03-3910-3438
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医療法人社団陽和会 にしくぼ診療所 東京都武蔵野市緑町2-1-40 0422-50-2825

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 広島県広島市中区幟町13-4 広島マツダビル4Ｆ 082-224-6661

エース損害保険株式会社 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー 03-5740-0788

株式会社日経サービス 大阪府大阪市中央区南船場1-17-10 南船場NSビル 06-6268-6788


