
(R4.4.1現在)

氏名 医療機関名 市町
認定証

交付年度

1 河井　栄 河井医院 下田市 R2

2 鎮目　研吾 上の山鎮目クリニック 下田市 R2

3 吉田　正 西伊豆健育会病院 賀茂郡西伊豆町 R2

4 飯島　眞悟 飯島医院 賀茂郡南伊豆町 R3

5 池田　正見 池田医院 賀茂郡西伊豆町 R4

6 野田　聖一 大和堂医院 伊豆市 R4

7 紀平　幸一 紀平クリニック 伊豆市 R4

8 佐久間　哲也 エムオーエー奥熱海クリニック 伊豆の国市 R2

9 杉本　忠彦 杉本医院 伊豆の国市 R3

10 山本　佳洋 山本医院 伊東市 R4

11 藤井　まゆみ 藤井クリニック 伊東市 R4

12 髙野　俊史 高野医院 伊東市 R4

13 川口　実 伊豆高原ゆうゆうの里診療所 伊東市 R2

14 許田　和義 許田医院 伊東市 R3

15 髙栁　伸之 伊豆高原メディカルたかやなぎ整形外科伊東市 R3

16 巾　尊宣 メディカルはば伊豆高原 伊東市 R3

17 吉山　直樹 熱海よしやまクリニック 熱海市 R2

18 三田村　宏 三田村医院 熱海市 R2

19 魚住　敏 魚住内科医院 熱海市 R2

20 服部　真紀 服部医院 熱海市 R2

21 安達　昌子 さくら醫院 熱海市 R2

22 岩井　利之 熱海ゆずクリニック 熱海市 R2

23 河西　研一 河西クリニック 熱海市 R3

24 陶山　秀夫 すやま眼科 熱海市 R4

25 田中　英穂 ライフケア診療所 熱海市 R4

26 鈴木　雄一朗 鈴木医院 熱海市 R4

27 鈴木　秀明 小澤医院 熱海市 R4

28 渡邉　幸雄 渡辺整形外科内科医院 御殿場市 R2

29 田内　守之 ファミリークリニックたうち小児科医院御殿場市 R2

30 江藤　秀顕 神山復生病院 御殿場市 R3

31 安田　敏男 安田内科小児科医院 御殿場市 R4
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32 勝又　毅 お八幡医院 御殿場市 R4

33 渡部　浩栄 こうえい痛みのクリニック 駿東郡小山町 R4

34 田中　日出和 田中クリニック 裾野市 R4

35 中村　雅人 裾野第一クリニック 裾野市 R2

36 杉山　茂樹 杉山医院 裾野市 R2

37 遠藤　真琴 遠藤医院 裾野市 R2

38 久保　貴史 大坂屋クリニック 裾野市 R3

39 関　俊夫 関眼科胃腸科医院 三島市 R2

40 藤田　正 がくとう整形外科クリニック 三島市 R2

41 金木　昌之 金木内科消化器科クリニック 三島市 R2

42 竹中　俊介 たけなか三島東町クリニック 三島市 R2

43 田内　一民 田内内科医院 三島市 R4

44 田内　美津子 田内内科医院 三島市 R4

45 石井　俊一 石井内科 三島市 R4

46 川﨑　泰久 川崎内科医院 三島市 R4

47 高橋　宗一郎 高橋内科ハートクリニック 三島市 R4

48 鈴木　衛 三島中央病院 三島市 R4

49 太田　宏平 花メディカルクリニック 駿東郡長泉町 R2

50 植田　美加 花メディカルクリニック 駿東郡長泉町 R2

51 東岡　宏明 ひがしおかメディケアクリニック 駿東郡清水町 R2

52 杉山　和夫 杉山医院 駿東郡清水町 R2

53 川上　明 なつニューロクリニック 沼津市 R2

54 羽切　眞澄 羽切医院 沼津市 R2

55 手塚　清隆 手塚クリニック 沼津市 R2

56 清永　英利 フジ高砂クリニック 沼津市 R2

57 竹内　文夫 さわだ・メディカル・クリニック 沼津市 R3

58 永野　圭蔵 永野医院 沼津市 R3

59 松原　正典 松原医院 沼津市 R4

60 和田　則康 森医院 沼津市 R4

61 川上　幸夫 川上内科医院 富士市 R2

62 森　正樹 宮下医院 富士市 R2
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63 小松　勝利 小松クリニック 富士市 R2

64 木村　昭洋 木村内科医院 富士市 R2

65 窪田　尚弘 窪田レディースクリニック 富士市 R2

66 木村　雅司 木村内科医院 富士市 R2

67 北西　史直 トータルファミリーケア北西医院 富士市 R2

68 秋山　欣丈 富士岡秋山医院 富士市 R2

69 河村　研一 かわむらこどもクリニック 富士市 R3

70 宮下　哲平 宮下医院 富士市 R3

71 遠藤　徹 遠藤クリニック 富士市 R4

72 田中　圭 たなかメディカルスクエア 富士市 R4

73 原　清 原内科クリニック 富士市 R4

74 宮川　朗 みやかわ内科・外科クリニック 富士市 R4

75 西　賢一郎 ジヤトコ株式会社富士第1地区診療所 富士市 R4

76 阿南　晃 阿南胃腸科外科 富士宮市 R2

77 蕪木　滋彦 佐野記念クリニック 富士宮市 R2

78 廿楽　通徳 ヒロ・クリニック 富士宮市 R3

79 望月　孝典 大宮望月クリニック 富士宮市 R4

80 後藤　慎介 後藤外科医院 富士宮市 R4

81 土屋　和弘 草薙土屋外科医院 静岡市清水区 R2

82 土屋　政仁 土屋医院 静岡市清水区 R2

83 眞　重雄 眞内科クリニック 静岡市清水区 R4

84 杉山　壽一 杉山クリニック 静岡市清水区 R4

85 宗　幹之 宗内科医院 静岡市清水区 R4

86 室井　正彦 磯貝医院 静岡市清水区 R4

87 岡　慎一郎 つどいのおかクリニック 静岡市葵区 R2

88 松成　信彦 松成内科クリニック 静岡市葵区 R3

89 鈴木　研一郎 鈴木内科医院 静岡市葵区 R3

90 佐宗　春美 さそう内科呼吸器科クリニック 静岡市葵区 R3

91 福田　浩次 内科消化器科福田医院 静岡市駿河区 R2

92 杉山　圭一 登呂杉山医院 静岡市駿河区 R2

93 石井　裕 杉山医院 静岡市駿河区 R2
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94 星野　正明 ほしのクリニック 藤枝市 R2

95 レシャード　カレレシャード医院 島田市 R2

96 田中　英里香 松永医院 島田市 R2

97 小澤　美佳 小沢クリニック 島田市 R3

98 松永　和彦 松永医院 島田市 R4

99 松葉　秀基 本川根診療所 榛原郡川根本町 R4

100 高木　平 高木内科医院 牧之原市 R2

101 北島　直登 北島クリニック 菊川市 R2

102 笠井　哲郎 笠井医院 菊川市 R2

103 笠原　曻 笠原医院 掛川市 R2

104 美﨑　昌子 あかりクリニック 掛川市 R3

105 中島　洋 中島内科医院 掛川市 R4

106 吉岡　邦晃 吉岡クリニック 掛川市 R4

107 油谷　幸夫 松ヶ谷診療所 周智郡森町 R2

108 源馬　均 げんま内科・呼吸器内科クリニック 袋井市 R2

109 田中　総一郎 たなか循環器内科クリニック 袋井市 R2

110 岩瀬　正紀 いわせ医院 磐田市 R2

111 福本　和彦 磐田在宅医療クリニック 磐田市 R2

112 安齊　正興 あんざいクリニック 磐田市 R3

113 北原　大文 北原医院 磐田市 R4

114 鈴木　恒夫 鈴木内科 磐田市 R4

115 影山　貴一 かげやまクリニック 磐田市 R4

116 鈴木　滋 さくらクリニック 浜松市中区 R2

117 福間　尚文 内科リウマチ科福間クリニック 浜松市中区 R2

118 青木　茂 坂の上ファミリークリニック 浜松市中区 R2

119 添田　良知 そえだ医院 浜松市中区 R2

120 大竹　晃範 大竹内科医院 浜松市中区 R2

121 田中　隆光 たなか内科クリニック 浜松市中区 R4

122 笠松　得郎 かえで医院 浜松市中区 R4

123 小野　宏志 坂の上ファミリークリニック 浜松市中区 R4

124 野中　大史 野中内科ハートクリニック 浜松市中区 R4
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125 立田　良廣 たつた内科医院 浜松市西区 R2

126 小山　仁 舞阪クリニック 浜松市西区 R3

127 正田　栄 正田医院 浜松市西区 R3

128 藤野　琢也 藤野内科医院 浜松市西区 R3

129 竹内　司 竹内内科眼科クリニック 浜松市西区 R4

130 小助川　雅巳 小助川ファミリークリニック 浜松市西区 R4

131 山下　一弘 山下ハートクリニック 浜松市東区 R2

132 秋　英達 中田島クリニック 浜松市南区 R4

133 名倉　康雄 奥山診療所 浜松市北区 R3

134 荻野　和功 聖隷三方原病院 浜松市北区 R4

135 佐藤　滋美 さとうクリニック 浜松市浜北区 R2

136 西坂　米昭 西坂整形外科 浜松市浜北区 R3

137 廣　建志 こう痛み内科クリニック 浜松市浜北区 R3

138 松本　雄幸 西遠クリニック 浜松市浜北区 R3

139 横田　直也 横田整形外科 浜松市浜北区 R4

140 田村　純 たむら内科クリニック 浜松市浜北区 R4

141 牛田　知宏 牛田クリニック 湖西市 R2

142 井田　勝也 クリニック井田 湖西市 R3

143 長尾　文之助 長尾クリニック 湖西市 R4

144 長尾　潤子 長尾クリニック 湖西市 R4

145 疋田　博之 疋田クリニック 湖西市 R4

146 鈴木　隆 みなとクリニック 湖西市 R4


