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家族性高コレステロール血症の紹介可能な施設等一覧

医療機関名 診療科 住所 電話番号 担当医

札幌医科大学附属病院 第２内科 北海道札幌市中央区南１条西１６ 011-611-2111 斎藤　重幸、古橋  眞人

北海道大学病院 内科Ⅰ・内科Ⅱ・循環器内科 北海道札幌市北区北14条西5丁目 011-716-1161 大平　洋（内科Ⅰ）、三好　秀明（内科Ⅱ）、
石森　直樹（循環器内科）

カレスサッポロ北光記念クリニック 内科・循環器内科 北海道札幌市東区北27条東8丁目 011-722-1122 佐久間　一郎

岩手医科大学付属病院 糖尿病・代謝内科 岩手県盛岡市内丸１９－１ 019-625-5083 石垣　泰

山形市立病院済生館 糖尿病・内分泌内科 山形県山形市七日町１－３－２６ 023-625-5555 五十嵐　雅彦

山形大学医学部附属病院 第一内科 山形県山形市飯田西２－２－２ 023-633-1122 渡邉　哲

さの医院 糖尿病・脂質代謝内科、消化器内科 山形県米沢市中央三丁目４－３６ 0238-26-1020 佐野　隆一

東北大学病院 糖尿病代謝科 宮城県仙台市青葉区星陵町１－１ 022-717-7779 澤田　正二郎

ひまわり内科消化器科クリニック 糖尿病内科・内科 宮城県名取市みどり台２－４－３ 022-386-8333 星　勝彦

済生会山形済生病院 糖尿病内科 山形県山形市沖町７９－１ 023-682-1111 山口　宏

福島県立医科大学　会津医療センター 糖尿病・代謝・腎臓内科 福島県会津若松市河東町谷沢字前田２１－１ 0242-75-2100 橋本　重厚

糖尿病内分泌代謝内科 024-547-1111 島袋　充生

循環器内科 024-547-1190 石田　隆史

大原綜合病院 内科 福島県福島市大町６－１１ 024-526-0300 石橋　敏幸

大原綜合病院附属大原医療センター 循環器内科 福島県福島市鎌田字中江３３ 024-554-2001 石橋　敏幸

新潟大学医歯学総合病院 血液・内分泌・代謝内科 新潟県新潟市中央区朝日町通一番町７５４ 025-223-6161 曽根　博仁

筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科 茨城県つくば市天久保２－１－１ 029-853-3900 島野　仁、　鈴木　浩明、　矢作　直也

自治医科大学附属病院 内分泌代謝科 栃木県下津市薬師寺３３１１－１ 0285-58-7355 石橋　俊

上尾中央総合病院 糖尿病内科 埼玉県上尾市柏座１－１０－１０ 048-773-1111 髙橋　貞夫、瀧　雅成

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 東京都文京区本郷７－３－１
03-3815-5411

内線33113
岡崎　啓明

東京医科大学 循環器内科 東京都新宿区西新宿６－７－１ 03-3342-6111 冨山　博史

福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘１
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老年病内科 下門　顕太郎、田中　明、吉田　雅幸、藍　真澄

遺伝子診療外来 吉田　雅幸、藍　真澄

高血圧・内分泌内科 市原　淳弘

循環器内科 佐藤　加代子

糖尿病代謝内科 内潟　安子

虎の門病院 内分泌代謝科 東京都港区虎ノ門２－２－２ 03-3588-1111 大久保　実

帝京大学病院 内科 東京都板橋区加賀２－１１－１ 03-3964-1211 塚本　和久

寺本内科・歯科クリニック 内科 東京都文京区本郷５－２５－１３ 03-5684-0818 寺本　民生

日本大学医学部附属板橋病院 腎臓高血圧内分泌内科 東京都板橋区大谷口上町３０－１ 03-3972-8111 松本　太郎、田中　翔、上野　高浩

日本医科大学付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 東京都文京区千駄木 １－１－５ 03-3822-2131 及川　眞一

順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科 東京都文京区本郷２－１－１ 03-3813-3111 大村　寛敏

東海大学医学部付属東京病院 循環器内科（脂質代謝内科） 東京都渋谷区代々木１－２－５ 03-3370-2321 岸本　憲明

循環器内科 03-3784-8000 木庭　新治

糖尿病代謝内分泌内科 03-3784-8000 平野　勉、林　俊行

小児科 03-3784-8565 土橋　一重

東京有明医療大学附属クリニック 内科 東京都江東区有明２－９－１ 03-6703-7003 林　洋

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高
齢者医療センター

糖尿病・内分泌内科 東京都江東区新砂３－３－２０ 03-5632-3111 小沼　富男

森と海　東京　東京蒲田病院 循環器内科 東京都大田区西蒲田７－１０－１ 03-3733-0525 井上　直人

東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 東京都大田区大森６－１１－１ 03-3762-4151 池田　隆徳

仁愛医院 内科・糖尿病内科・循環器内科 東京都町田市高ヶ坂６－１９－３１ 042-728-1055 吉村　中行

東京逓信病院 内分泌代謝内科 東京都千代田区富士見２－１４－２３ 03-5214-7110 川村　光信

渡辺整形外科内科病院 内科 東京都練馬区石神井町２－１３－１５ 03-3997-6237 上野　高浩

自衛隊中央病院 内科 東京都世田谷区池尻１－２－２４ 03-3411-0151 伊藤　利光、　中家　和宏

横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌・糖尿病内科 神奈川県横浜市南区浦舟町４-５７ 045-261-5656 山川 正

昭和大学病院 東京都品川区旗の台１−５−８

東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町８－１ 03-3353-8111

東京医科歯科大学医学部附属病院 東京都文京区湯島 １－５－４５ 03-3813-6111
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帝京大学医学部附属溝口病院 第四内科 神奈川県川崎市高津区溝口３－８－３ 044-844-3333 原　眞純

横浜栄共済病院 循環器内科 神奈川県横浜市栄区桂町１３２ 045-891-2171 道下　一朗、野末　剛

横浜保土ヶ谷中央病院 糖尿病内科 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町４３-１ 045-331-1251 岡本　芳久

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 千葉県千葉市中央区亥鼻１-８-１ 043-222-7171 竹本 稔、横手 幸太郎

東京慈恵会医科大学附属柏病院 内科（総合診療部）・中央検査部 千葉県柏市柏下１６３－１ 04-7164-1111 吉田　博

創造会メディカルプラザ平和台病院 内科 千葉県我孫子市布佐８３４－２８ 04-7189-1111 多田　紀夫（木曜）

国立国際医療研究センター国府台病院 総合内科 千葉県市川市国府台１－７－１ 047-372-3501 柳内　秀勝

恵仁会セントマーガレット病院 内科 千葉県八千代市上高野４５０ 047-485-5111 多田　紀夫（金曜）

日本医科大学千葉北総病院 内分泌内科 千葉県印西市鎌苅1715 0476-99-1111 岡島　史宜

日産厚生会佐倉厚生園病院 代謝内分泌 千葉県佐倉市鏑木町３２０ 043-484-2161 佐々木　憲裕

国際医療福祉大学　市川病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 千葉県市川市国府台６－１－１４ 047-375-1111 竹本　稔

北斗会　宇都宮東病院 内科 栃木県宇都宮市平出町３６８－８ 028-664-1551 大須賀　淳一、石橋　俊、　三井田　孝

獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科、循環器内科、糖尿病・内分泌内科 栃木県日光市高徳６３２ 0288-76-1515 安　隆則

筑波大学附属病院水戸地域医療教育セン
ター/総合病院水戸協同病院

内分泌代謝・糖尿病内科 茨城県水戸市宮町３－２－７ 029-231-2371 野牛　宏晃

筑波総合クリニック 代謝内科 茨城県つくば市１１８７－２９９ 029-864-1212 松島　照彦

光仁会　総合守谷第一病院 糖尿病内科 茨城県守谷市松前台１－１７ 0297-45-5111 横田　千津子

所沢ハートセンター付属
しんとこ駅前クリニック

循環器内科・代謝内科
埼玉県所沢市翠町１－４－１
デュオヒルズ新所沢駅前１０１

04-2929-1801 綾織　誠人

中山クリニック 循環器内科、糖尿病内科 埼玉県さいたま市大宮区上小町６２５－４ 048-657-3500 中山　桂司

こばやし小児科内科医院 循環器内科 群馬県太田市東本町４０－３０ 0276-26-1000 喜多村　一孝

静岡県立総合病院 循環器内科、糖尿病・内分泌内科 静岡県静岡市葵区北安東４－２７－１ 054-247-6111 坂本　裕樹、井上　達秀

慈泉会　相澤病院 糖尿病センター 長野県松本市本庄２－５－１ 0263-33-8600 相澤　徹

信州大学医学部附属病院 循環器内科 長野県松本市旭３－１－１ 0263-37-3506 伊澤　淳

久保田内科クリニック 長野県伊那市中央５０４７ 0265-71-8855 久保田　大輔

岐阜県総合医療センター 内科・総合診療科・循環器内科 岐阜県岐阜市野一色４－６－１ 058-246-1111 飯田　真美

名古屋市立大学病院 循環器内科 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１ 052-851-5111
大手　信之、杉浦　知範
横山　信治（非常勤）

3 ページ



2018年2月20日現在

家族性高コレステロール血症の紹介可能な施設等一覧

医療機関名 診療科 住所 電話番号 担当医

名古屋大学医学部附属病院 老年内科 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５ 052-741-2111
葛谷雅文（水曜日、内科第7診）、
林登志雄（木曜日、内科第7診）

国立長寿医療研究センター 内科 愛知県大府市森岡町　７－４３０ 0562-46-2311 荒井　秀典

明宣会　奥田内科クリニック 内科、循環器内科 愛知県名古屋市瑞穂区日向町２－９－３ 052-835-1600 佐久間　長彦
（毎月第一金曜日　午後5:40～7:00 予約制）

みうら内科クリニック 内科 愛知県名古屋市名東区亀の井２丁目１８０ 052-703-8817 三浦　義孝

杏嶺会　一宮西病院 循環器内科 愛知県一宮市開明平１ 0586-48-0077 田中　伸享

三重大学医学部附属病院 循環器内科 三重県津市江戸橋２－１７４ 059-232-1111 伊藤　正明

社会医療法人愛仁会　千船病院 循環器内科 大阪府大阪市西淀川区福町３－２－３９ 06-6471-9541 藤岡　由夫、二宮　幸三

大阪市立大学医学部附属病院 生活習慣病・糖尿病センター 大阪府大阪市阿倍野区旭町１－５－７ 06-6645-2311 庄司　哲雄

国立循環器病研究センター研究所 糖尿病・代謝内科 大阪府吹田市藤白台５－７－１ 06-6833-5012 斯波　真理子

大阪大学医学部附属病院 循環器内科 大阪府吹田市山田丘２－１５ 06-6879-5111 西田　誠、小関　正博、増田　大作

住友病院 循環器内科 大阪府大阪市北区中之島５－３－２０ 06-6443-1261 平岡　久豊

焦クリニック 内科、循環器科、胃腸科、小児科 大阪市旭区大宮４－９－３９ 06-6957-2222 焦　昇

大阪医科大学附属病院 循環器内科 大阪府高槻市大学町２－７ 072-683-1221 石坂　信和

春秋会　城山病院 循環器科 大阪府羽曳野市はびきの２－８－１ 072-958-1000 喜納　直人

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 総合内科 大阪府枚方市藤阪東町１－２－１ 072-858-8233 上田　之彦

JCHO星ヶ丘医療センター 循環器内科 大阪府枚方市星丘４－８－１ 072-840-2641 橘　公一

循環器内科 072-469-3111 山下　静也、永井　義幸、武田　吉弘

内分泌代謝内科 072-469-3111
大野　昭、樫根　晋、福井　健司、
倉敷　有紀子、高井　研次

医療法人さかいクリニック 内科／循環器科 大阪府守口市大日東町１－１８　イオンモール大日３階 06-6904-0005 酒井　尚彦

京都大学医学部附属病院 高齢者医療ユニット 京都府京都市左京区聖護院川原町５４ 075-751-3110 横出 正之

国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター（高脂血症外来） 京都府京都市伏見区深草向畑町１－１ 075-641-9161 坂根　直樹、小谷　和彦（木曜）

奈良県立医科大学 循環器内科・腎臓・代謝内科 奈良県橿原市四条町840番地 0744-22-3051 岡山　悟志

神戸大学医学部附属病院 循環器内科 兵庫県神戸市中央区楠木町７－５－１ 078-382-5111 石田　達郎

医療法人　川崎病院 内科 兵庫県神戸市兵庫区東山町３－３－１ 078-511-3131 中村　正

りんくう総合医療センター 大阪府泉佐野市りんくう往来北２－２３
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加古川市民病院機構　加古川中央市民病院 循環器内科 兵庫県加古川市加古川町本町４３９ 079-451-5500 藤岡　由夫、石川　雄一

兵庫医科大学病院 内科学　内分泌・代謝科 兵庫県西宮市武庫川町１－１ 0798-45-6472 小山　英則

三田市民病院 循環器内科 兵庫県三田市けやき台３－１－１ 079-565-8000 安田　知行

金沢大学附属病院 循環器内科 石川県金沢市宝町１３－１ 076-265-2000
野原　淳、川尻　剛照、
稲津　明広、馬渕　宏

総合診療センター 076-218-8352 小林　淳二

循環器内科 076-286-2211 梶波　康ニ

KKR北陸病院 内科 石川県金沢市泉が丘２－１３－４３ 076-243-1191 川尻　剛照（木曜日のみ）

国民健康保険　小松市民病院 内科 石川県小松市向本折町ホ６０ 0761-22-7111 東方　利徳

福井県立病院 脳心臓血管センター循環器内科 福井県福井市四ッ井２－８－１ 0776-54-5151 野路　善博

福井大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第２３－３ 0776-61-3111 鈴木　仁弥

厚生会　福井厚生病院 内科 福井県福井市下六条町２０１ 0766-41-3377 野原　淳（火曜日のみ）

島根大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 島根県出雲市塩冶町８９－１ 0853-20-2183 金沢　一平

岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科 岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１ 086-235-7232 内田　治仁、村上　和敏、三好　亨、廣畑　聡

津山中央病院 循環器内科 岡山県津山市川崎1756 0868-21-8111 柚木　佳

広島大学病院 循環器内科 広島県広島市南区霞１－２－３ 082-257-5540 栗栖　智、梅本　誠治

江草玄士クリニック 内科 広島県広島市中区八丁堀１２－４八丁堀わかばビル 082-511-2666 江草　玄士

たかた内科クリニック 内科 広島県広島市東区若草町１０－１５ 082-263-5077 髙田　耕基

玉章会　力田病院 内科 広島県広島市西区鈴が峰町１４－２０ 082-277-2101 小野　広一

済生会　広島病院 内科 広島県安芸郡坂町北新地２－３－１０ 082-884-2566 梅村　隆史

山口大学医学部附属病院 循環器内科 山口県宇部市小串南１－１－1 0836-22-2111 奥田　真一

光恵会　光山医院 内科 山口県防府市今市町２１－１５ 0835-22-1361 梅本　誠治

金沢医科大学病院 石川県河北郡内灘町大学１－１
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医療機関名 診療科 住所 電話番号 担当医

内分泌・代謝内科 徳島県徳島市蔵本町２－５０－１ 088-633-7118 粟飯原　賢一

循環器内科 徳島県徳島市蔵本町３－１８－１５ 088-633-7851 佐田　政隆

近森会　近森病院 糖尿病・内分泌代謝内科 高知県高知市大川筋１丁目１－１６ 088-822-5231 公文　義雄

福岡赤十字病院 総合診療科 福岡県福岡市南区大楠３－１－１ 092-521-1211 澤山　泰典

九州大学病院 循環器内科 福岡県福岡市東区馬出３－１－１ 092-642-5111 外来医長

福岡大学病院 循環器内科 福岡県福岡市城南区七隈７－４５－１ 092-801-1011
桑野　孝志、上原　吉就、
朔　啓二郎、三浦　伸一郎

福岡山王病院 内科 福岡県福岡市早良区百道浜３－６－４５ 092-832-1100 佐々木　淳

九州総合診療クリニック 内科 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２５－２１ 092-482-1600 岡田　享子

さわやま内科・総合診療クリニック 内科、脂質代謝内科、糖尿病内科、感染症内科 福岡県福岡市南区大楠２－８－２９　メディカルシティ平２Ｆ092-534-6590 澤山　泰典

北九州市八幡病院 循環器科 福岡県北九州市八幡東区西本町４－１８－１ 093-662-6565 太﨑　博美

健和会　大手町病院 総合診療科、循環器内科 福岡県北九州市小倉北区大手町１５－１ 092-592-1408 堺　孝明

天神会　新古賀病院 循環器内科 福岡県久留米市天神町１２０ 0942-38-2222 川﨑　友裕

佐賀大学医学部付属病院 循環器内科 佐賀県佐賀市鍋島５－１－１ 0952-34-2364 野出　孝一

長崎大学病院 循環器内科/内分泌代謝内科 長崎市坂本１－７－１ 095-819-7200 古牟田　剛、前村　浩二 （循環器内科）
阿比留　教生 (内分泌代謝内科）

長崎みなとメディカルセンター 心臓血管内科 長崎県長崎市新地町６－３９ 095-822-3251 布廣　龍也

代謝・内分泌内科 096-373-5169 松村　剛、西川　武志

循環器内科 096-373-5175 藤末　昴一郎、辻田　賢一

医療法人社団陣内会　陣内病院 循環器内科 熊本県熊本市中央区九品寺６丁目２－３ 096-363-0011 杉山　正悟

糖尿病・内分泌内科 西尾　善彦

心臓血管内科 宮田　昌明

Tsukasa Health Care Hospital 内科 鹿児島県鹿児島市山田町４４１ 099-264-1212 枇榔　貞利

出水総合医療センター 循環器内科 鹿児島県出水市明神町５２０ 0996-67-1611 楠元　孝明

琉球大学医学部附属病院 第２内科（小児ＦＨ含む） 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７ 098-895-3331 益崎 裕章

099-275-5731

徳島大学病院

熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市中央区本荘１－１－１

鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘８－３５－１
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