
糖尿病診療研修セミナー修了証取得医師名簿
＜長崎市＞ 令和元年５月１日　現在

氏名 医療機関２ 住　　　所

赤澤美保子 赤澤内科クリニック 長崎市千歳町９番26号

赤司　文廣 赤司内科消化器科医院 長崎市若葉町14番８号

赤司　有史 赤司消化器クリニック 長崎市桜町６番10号

明石  政治 三和中央病院 長崎市布巻町165番地１

秋吉　都美 あきよし都美内科クリニック 長崎市若葉町１番24号　フラワーメイトビル2F

阿保　守邦 阿保外科医院 長崎市宿町28番地１

天本　俊太 みのり会診療所
長崎市梅香崎町２番14号　フェリーチェ梅香崎
2F

雨森　龍彦 雨森内科医院 長崎市西海町1723番地１

有高　知樹 有高クリニック 長崎市万屋町４番19号

猪狩　民生 猪狩医院 長崎市小瀬戸町155番地

池邉　　璋 池辺内科医院 長崎市鍛冶屋町６番47号

石黒美矢子
春回会クリニック井上病院健診セン
ター 長崎市目覚町７番２号　ＨＣＳ長崎ビル6F

石丸　忠彦

井石　哲哉 井石内科医院 長崎市滑石２丁目５番17号

井手　　聰 井手外科医院 長崎市樺島町４番１号

岩見　浩一 長崎掖済会病院 長崎市樺島町５番16号

出口　忠澄 出口小児科内科医院 長崎市花丘町１番26号

伊東  昭郎 いとう内科医院 長崎市滑石３丁目25番18号

伊藤　年徳 伊藤クリニック 長崎市大橋町７番20号　栄久ビル2F

岩永　圭介 田村内科神経内科油木坂クリニック 長崎市油木町８番48号

岩永　信昭 岩永医院 長崎市平和町８番７号

岩永　浩昭 岩永医院 長崎市平和町８番７号

江良　　修 江良医院 長崎市住吉町５番15号

大久保紘基 おおくぼ乳腺クリニック 長崎市矢上町25番１号,幸照メディカルビル2F

大久保喜久子 おおくぼ乳腺クリニック 長崎市矢上町25番１号,幸照メディカルビル2F

大久保　仁 おおくぼ乳腺クリニック 長崎市矢上町25番１号,幸照メディカルビル2F

大久保哲生 大久保病院 長崎市戸石町1470番地１

奥　　保彦 奥内科医院 長崎市西山２丁目10番10号

奥　百合子 奥内科医院 長崎市西山２丁目10番10号

奥平　定之 奥平外科医院 長崎市梁川町４番15号

上戸　穂髙 長崎みどり病院 長崎市富士見町18番24号

茅野　公一 長崎友愛病院 長崎市蚊焼町2314番地１

賀來　　俊 井上病院 長崎市宝町６番12号

川原健治郎 川原内科クリニック 長崎市滑石３丁目８番１号　大久保ビル2F

神田　哲郎 長崎みなとメディカルセンター 長崎市新地町６番39号
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喜多　由子 十善会病院 長崎市籠町７番18号

木谷　文博 木谷内科循環器クリニック 長崎市坂本１丁目８番30号　ハイバレーＩ

清原　龍夫 清原龍内科 長崎市川口町８番20号

吉良　満夫 浜崎外科医院 長崎市曙町３番６号

黒部　勝則 黒部医院 長崎市片淵１丁目12番22号

桑原記久雄 桑原医院 長崎市布巻町123番地２

河野　通夫 河野内科医院 長崎市川平町1204番地

小森　清和 小森内科クリニック 長崎市上小島４丁目16番１号

坂本　　晃 さかもとクリニック 長崎市弁天町17番１号

坂本　俊文 みどりクリニック 長崎市城栄町32番20号

笹山　一夫 あおぞら内科クリニック
長崎市元船町５番４号,メディカルモール元船
2F

笹山　初代 あおぞら内科クリニック
長崎市元船町５番４号,メディカルモール元船
2F

佐藤　辰夫 さとう内科医院 長崎市富士見町３番25号

鮫島  恭彦

宿輪千恵子 三和中央病院 長崎市布巻町165番地１

下田　穂積 愛宕病院 長崎市愛宕４丁目14番１号

杉山英一郎 すぎやま内科・消化器科 長崎市千歳町６番１号

田浦　紀子 田浦医院 長崎市西海町1734番地

田村　一則 田村内科神経内科油木坂クリニック 長崎市油木町８番48号

高尾　幸男 たかお内科クリニック 長崎市銅座町７番29号

高木　正剛 ヨゼフクリニック 長崎市坂本１丁目６番１号

髙岸　有子 福田医院 長崎市鍛冶屋町６番19号

高比良拓重 たかひら内科循環器科 長崎市大浦町３番23号

高村　邦彦 高村内科医院 長崎市万屋町２番10号

田川　秀樹 たがわ内科 長崎市浜口町１番６号

竹下潤一郎 竹下内科医院 長崎市小江原２丁目29番12号

立石　訓己 諸熊内科医院 長崎市中園町11番22号

田中　耕三 光風台病院 長崎市鳴見台２丁目45番20号

谷川　　健 谷川放射線科胃腸科医院 長崎市若葉町６番１号

谷口　晴幸 谷口医院 長崎市毛井首町96番地30

千々岩秀夫 千々岩医院 長崎市水の浦町３番10号

土屋　知洋 ちひろ内科クリニック 長崎市馬町47番地１,3F

堤　　恒雄 つつみ内科クリニック 長崎市富士見町１番４号

釣船　崇仁 釣船医院 長崎市かき道３丁目２番３号

出口　　昇 出口外科医院 長崎市大浦町９番11号
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土橋　佳子 十善会病院 長崎市籠町７番18号

飛永　征一 飛永内科医院 長崎市女の都３丁目１番９号

中田　雅也 中田内科 長崎市桜馬場１丁目２番25号

中村　憲章 中村内科クリニック 長崎市竹の久保町１番２号

難波　裕幸 南長崎クリニック 長崎市松が枝町３番20号

西田　義彦 西田内科胃腸科医院 長崎市油屋町６番11号

西田　義之 西田内科胃腸科医院 長崎市油屋町６番11号

野田　剛稔 野田消化器クリニック 長崎市浜町２番18号　クリエート長崎ビル2F

長谷川　宏 長谷川医院 長崎市京泊３丁目30番17号

馬場  是明 馬場医院 長崎市梅香崎町１番６号

濵﨑　勝幸 浜崎内科クリニック 長崎市小ケ倉町２丁目183番地

濵崎　真二 長崎病院 長崎市桜木町６番41号

早川　　滉 出島病院 長崎市出島町12番23号

早野　元信 済生会長崎病院 長崎市片淵２丁目５番１号

林    郁夫 林　医院 長崎市弁天町11番22号

原田　知行 原田医院 長崎市平和町11番22号

飛田　大作 飛田内科クリニック 長崎市琴海形上町1782番地１

平田　哲也 平田クリニック 長崎市上野町１番５号

平松　征生 平松クリニック 長崎市江川町350番地１

深堀　茂樹 深堀内科医院 長崎市小ヶ倉町３丁目76番77号

福居  兼実 福居医院 長崎市中園町３番２号

福島　建一 虹が丘病院 長崎市虹が丘町１番１号

藤原　靖子 長崎腎病院 長崎市興善町５番１号

古市　　哲 古市外科胃腸科医院 長崎市緑ヶ丘２番１号

古屋　孝文 長崎みどり病院 長崎市富士見町18番24号

星子　浄水 星子医院 長崎市新戸町１丁目18番１号

星子　龍英 星子医院 長崎市新戸町１丁目18番１号

星野　和彦 星野内科呼吸器科クリニック 長崎市目覚町10番３号

牧　　俊夫 牧　医院 長崎市東立神町８番13号

蒔本　　恭 田上病院 長崎市田上２丁目14番15号

真崎　宏則 まさき内科呼吸器クリニック 長崎市銅座町５番７号　サイノオビル3F

松尾　美代 まつお医院 長崎市上戸町２丁目17番11号

松﨑　忠樹 松崎内科循環器科 長崎市魚の町７番３号　サンガーデン眼鏡橋1F

馬渡　一雄 まわたり内科医院 長崎市西山２丁目９番２号

右田礼二郎 右田医院 長崎市界１丁目１番５号
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三浦　直樹 光風台病院 長崎市鳴見台２丁目45番20号

三島　致衍 三島内科医院 長崎市上戸町２丁目８番16号

三島　一幸 長崎掖済会病院 長崎市樺島町５番16号

宮崎　健一 光晴会病院 長崎市葉山１丁目３番12号

宮﨑　俊雄 みやざき内科クリニック 長崎市油屋町１番14号　アスクビル2F

宮崎　正信 宮崎内科医院 長崎市白鳥町３番12号

牟田　隆也 松原牟田内科小児科医院 長崎市松原町2550番地

牟田　直矢 牟田医院 長崎市矢上町９番６号

武藤　一巳 武藤内科医院 長崎市寄合町３番41号

山川　賢一 山川内科 長崎市岩屋町23番３号

山崎　和文 聖フランシスコ病院 長崎市小峰町９番20号

山﨑　英文 やまさき内科医院 長崎市千歳町２番６号　いわさきビル

山下　広志 山下内科呼吸器科 長崎市千歳町10番２号　竹村ビル2F

山田　佑子 山田内科医院 長崎市岩川町３番１号

山根　　豊 山根内科胃腸科医院 長崎市幸町６番20号

横田　　厚 横田医院 長崎市大園町10番12号

吉見公三郎 吉見内科胃腸科 長崎市花丘町19番５号

米田　圭子 井石内科医院 長崎市滑石２丁目５番17号

林　　宗榮

渡邊　一夫 大石共立病院 長崎市琴海村松町246番地

渡部誠一郎 わたべクリニック 長崎市元船町12番11号 藤村ビル2F


