
施設名 代表者名 卒業大学 開業年 標榜科目など URL
東京
六地蔵ｸﾘﾆｯｸ 小倉弘章 埼玉医科大学 平成17年 脳神経外科、リハビリ科 http://www.rokujizou-clinic.jp/
いなみ整形外科クリニック 井波宏壽 旭川医科大学 平成19年 整形外科、リハビリ科 http://www.inami-clinic.com/
建英会　浅野クリニック 浅野希 昭和大学 平成15年 内科 http://www.asano.ac/
高松メディカルクリニック 高松慶太 山口大学 平成19年 内科、循環器内科 http://www.takamatsu-medical.com/
リセルクリニック 盛隆之 東海大学 平成18年 皮膚科 http://www.recell-clinic.com/
エビスクリニック眼科 田中孝男 東海大学 平成24年 眼科 http://ebisuclinicganka.luna.bindsite.jp/
創友会ヒラハタクリニック 平畑光一 山形大学医学部 平成17年 内科、美容皮膚科 http://www.hirahata-clinic.or.jp/
学園東ひらぐりクリニック 平栗俊介 東京医科大学 平成15年 内科、呼吸器内科（無呼吸ｾﾝﾀｰ） http://www.hiraguri-clinic.jp/
御苑前ウィメンズクリニック 持木昭人 日本大学 平成20年 婦人科 http://www.w-clinic.net/
横山高円寺南医院 横山正人 東京慈恵会医科大学 平成19年 内科、消化器内科 http://www.yokoyama-koenji.com/
二子玉川ライズひろ内科クリニック 水口泰宏 東京医科大学 平成22年 内科、消化器内科 http://www.hiro-cl.net/
間宮泌尿器科クリニック 間宮良美 東京医大 平成17年 泌尿器科 http://www.mamiya-cl.com/introduction.html
桜新町サカベ内科循環器科クリニック 酒部宏一 徳島大学 平成21年 内科、循環器内科 http://www.sakabe-clinic.com/
桜新町ペインクリニック 長谷川純 東海大学 平成21年 麻酔科 http://sakurashinmachi-pain.com/
城田クリニック 城田庄吾 東海大学 平成14年 内科、循環器科 http://www.shirota-clinic.com/pc/
陽真会たかさごクリニック 高砂雅一 富山医科薬科大学 平成14年 内科、消化器科、リハビリ科 http://www.takasago-c.com/index.html
駒沢・風の診療所 斉藤栄造 慶応大学 平成19年 内科、リウマチ科 http://www.kaze-clinic.jp/index.htm
あさひ整形外科クリニック 三浦洋靖 山梨大学 平成18年 整形外科、リハビリ科 http://nishitama-med.or.jp/member_hp/cl_asahiseikeigekaclinic.htm
みしま泌尿器科クリニック 三島淳二 藤田保健衛生大学 平成21年 泌尿器科 http://www.jjuro.com/
日比谷クリニック 奥田丈二 東京慈恵会医科大学 平成20年 内科（渡航センター） http://www.hibiya-clinic.com/index.html
かねやまクリニック 金山和裕 順天堂大学 平成20年 小児科 http://www.kaneyama-clinic.com/
井上メディカルクリニック 井上憲 順天堂大学 平成23年 婦人科 http://www.kyomeikai-imc.com/
岩元クリニック 岩元徳全 東海大学 平成18年 内科、呼吸器科 http://www.iwamotoclinic.com/
徳久会　国領めいようクリニック 富永伸徳 東京慈恵会医科大 平成21年 内科、消化器内科 http://www.meiyou-clinic.com/index.htm
高瀬内科クリニック 高瀬雅久 東京医科大学 平成19年 内科、循環器科 http://hp.health.ne.jp/takasenaika/
大井町整形外科・外科クリニック 小俣昌成 東海大学医学部 平成14年 整形外科、リハビリ科 http://www.ooimachi-oc.jp/
医）あおい會　森山リハビリテーションクリニック 尾立貴志 防衛医大 平成25年 内科、リハビリ科 http://www.aoi-med.org/reha/
山内クリニック 山内健義 日本医科大学 平成22年 内科、消化器内科、耳鼻科 http://www.yamauchicl.com/about/about02.html
東池袋レディースクリニック 渡邊昌紀 慶応義塾大学 平成23年 婦人科 http://www.dr-watanabe.jp/
つたえ内科クリニック 鈴木清文 東京慈恵会医科大学 平成25年 内科、循環器内科 http://www.tsutae-naika.com/
たまきクリニック 玉木優子 北里大学 平成20年 内科 http://www.tamaki-clinic.com/
きらく内科クリニック 都野晋一 東京慈恵会医科大学 平成25年 一般内科、消化器内科、小児科 http://www.kiraku-naika.com/index.html
ハート歯科クリニック 呂井利奈 http://www.heart-shika.com/index_pc.html
内田医院 内田千秋 東京医科歯科大
幡ヶ谷さかえ整形外科クリニック 榮春人 日本大学医学部 平成29年 整形外科 http://h-sakaeclinic.com/about/index.html
くげぬま緩和ケア内科 https://kugenuma-palliative-medicine.com/
(医）まこと整形外科
(医）テンジン　三鷹レディースクリニック
桜新町濱岡ブレストクリニック
さくら調剤薬局
いとうクリニック
(医）清慶会　松浦整形外科
神奈川
八木クリニック 八木健太郎 東海大学 平成19年 内科、循環器内科 http://www.yagi-cl.net/
八木歯科クリニック 山下千穂 平成23年 歯科
おおたわ整形外科 川口直之 聖マリアンナ医科大学 平成25年 整形外科、リハビリ科 http://www.otawa-seikei.com/
桂台内科クリニック 藤澤明子 京都大学医学部 平成15年 内科、循環器科 http://www.katsuradai-naika.jp/
泉福レディースクリニック 泉福明子 藤田保健衛生大学 平成21年 婦人科 http://www.senpuku-clinic.com/
すずき小児科・アレルギー科 鈴木剛 東海大学 平成25年 小児科、アレルギー科 http://www.suzuki-kids.com/
秋月リウマチ科 秋月正史 慶応義塾大学 平成18年 内科、リウマチ科 http://www.akizuki-clinic.jp/
綱島泌尿器科・内科クリニック 大隅信幸 新潟大学 平成18年 泌尿器科、内科 http://tucl.jp/
産婦人科クリニックさくら 桜井明弘 順天堂大学 平成19年 産婦人科（不妊ｾﾝﾀｰ） http://www.cl-sacra.com/
よこはま元町クリニック 中山学 東海大学 平成18年 整形外科、リハビリ科、美容皮膚科 http://y-motomachi-cl.jp/
美瑛会かげやまクリニック 影山広美 富山医科薬科大学 平成17年 整形外科、リハビリ科 http://www.kageyama-clinic.jp/
海老名呼吸器科クリニック 朴在善 東海大学 平成18年 内科、呼吸器科 http://www.ebina-kokyuki.com/
湘南みわクリニック 三輪博久 三重大学 平成24年 内科、消化器外科、乳腺外科 http://dr-miwa.com/
石井呼吸器内科医院 石井博司 佐賀医科大学 平成24年 内科、呼吸器内科 http://ishii-4159.com/
医療法人社団　清光会 横山志郎 東京慈恵会医科大学 平成15年 内科、循環器科 http://www.seikoukai-zushi.or.jp/
山越泌尿器クリニック 山越昌成 聖マリアンナ医科大学 平成18年 泌尿器科 http://www.myclinic.ne.jp/yamagoe_cl/pc/index.html
しなだ呼吸器循環器クリニック 品田純 北里大学医学部 平成17年 内科、呼吸器科、循環器科 http://www.shinada-clinic.jp/
関医院 関知之 東京医科大学 平成22年 内科、消化器内科 http://members2.jcom.home.ne.jp/sekiclinic/index.html
みひらクリニック 三平将彦 川崎医科大学 平成20年 内科（往診専門） http://www.mihira-clinic.com/
藤田医院 藤田 平成16年 内科、消化器科
高座渋谷じんクリニック 中西努 東邦大学 平成16年 腎臓内科（透析） http://www.yamatoclinicmall.com/jin/
たけむら内科クリニック 武村文夫 東海大学 http://www.takemura-cl.jp/index.html
茅ヶ崎泌尿器科・皮フ科 小方康生 東海大学 http://www.ogata385north.com/index.html
(医）神徳会　ミズタ整形外科
さとだ内科クリニック
あべ整形外科
ニコニコこどもクリニック
はるひ野整形外科
はるひ野内科クリニック
鈴木内科循環器科
(医）救友会　湘南真田クリニック
くげぬま緩和ケア内科 小川賢一 https://kugenuma-palliative-medicine.com/
サザンクリニック耳鼻咽喉科 関本靖雄 https://www.southern-clinic.com/
(医)総生会健診センター 菅泰博 東京医科大学 令和3年 健診センター https://kenshin.souseikai.net/
ワゲン療育病院長竹 村上研一 https://www.wagen.or.jp/nagatake/
総合相模更生病院血液浄化センター　B棟リニューアル 松本豊 http://www.sagami-kouseibyouin.or.jp/
千葉
明海皮ふ科 本橋尚子 東京医科歯科大学 平成22年 皮膚科 http://www.akemi-hifuka.jp/index.htm
新浦安医院 犬尾公厚 北里大学 平成17年 内科、循環器科 http://www.shin-urayasu.com/
おおさか循環器内科生活習慣病クリニック 大坂勤 北里大学 平成23年 内科、循環器内科 http://osaka-cl.com/
千葉中央こころのクリニック 坂本忠 滋賀医科大学 平成21年 精神科 http://chibachuo-mental.com/
こんどうこどもクリニック 近藤康夫 帝京大学医学部 平成14年 小児科 http://www.kondo-kodomo.com/
うらわ整形外科
マーシー動物病院
(医）蘭友会　石川内科クリニック
千葉中央クリニック
埼玉
あかね会　牛久保耳鼻咽喉科 牛久保朱美 東京女子医大 平成14年 耳鼻科 http://www.ushikubo-clinic.com/
洪医会　河野内科医院 河野本生 日本大学医学部 平成18年 内科、小児科 http://www.myclinic.ne.jp/kono_naika/pc/index.html
今城内科クリニック 今城俊浩 群馬大学医学部 平成18年 内科、糖尿病内科 http://www.imaki-clinic.com/
おのだ内科クリニック 小野田一敏 東京医科大学 平成19年 内科、消化器科 http://www.onoda-clinic.com/
豊岡クリニック 下地克典 平成16年 内科 http://iruma.medi-association.jp/index.php/kikan_list/toyooka/toyoka
やすらぎクリニック 山本眞二 平成18年 胃腸科、内科、小児科、外科、肛門科 http://iruma.medi-association.jp/index.php/kikan_list/fujisawa/yasuragi
(医）ワールドワン　にしかわ整形外科
その他
つくば辻クリニック 辻勝久 筑波大学 平成20年 内科、消化器内科 http://www.tsukuba-tsuji.com/
翡翠会　太田じんクリニック 中西努 東邦大学 平成20年 内科（透析） http://www.yamatoclinicmall.com/jin/access-ohta.html
駿東整形外科医院 清水学 日本医大 平成15年 整形外科、リハビリ科（メディカルフィットネス施設） http://www.sunto-seikei.jp/
産婦人科西垣ＡＲＴクリニック 西垣新 島根医科大学 平成15年 産婦人科（不妊ｾﾝﾀｰ） http://www.nishigaki-art.com/
上野原梶谷整形外科 梶谷光太郎 東京慈恵会医科大学 平成19年 整形外科、リハビリ科 http://www.kajitani-seikeigeka.com/
川島クリニック 川島聡 九州大学医学部 平成14年 整形外科、リハビリ科 http://kawashimaclinic.jp/
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