№ 支部
氏名
1 北海道 川本 典子
2 青森県 山内 健靖
3 岩手県 西舘 均
4 秋田県 高橋 恵利子
5 山形県 田中 富美子
6 宮城県 佐々木 栄一
7 福島県 大堀 幸也
8 茨城県 廣瀬 治一
9 栃木県 鈴木 太
10 群馬県 谷内 潤一
11 埼玉県 荒井 範夫
12 千葉県 中山 正治
13 東京都 片平 真悟
14 神奈川県 早瀬 和彦
15 新潟県 重本 ゆう子
16 長野県 新澤 安江
17 山梨県 関 浩人
18 富山県 吉田 政人
19 石川県 大野 勇二
20 岐阜県 野田 喜久代
21 静岡県 杉田 百合子
22 愛知県 池田 成幸
23 三重県 福田 晶子
24 滋賀県 井出 敬子
25 京都府 内谷 浩一
26 大阪府 宇藤 裕子
27 兵庫県 岡山 多寿
28 奈良県 近藤 智明
29 和歌山県 樺山 勝
30 福井県 朝日 重勝
31 鳥取県 祖田 富美子
32 島根県 枡本 典子
33 岡山県 藤原 薫
34 広島県 中川 惣一
35 山口県 大森 民恵
36 徳島県 古川 信二
37 香川県 一宮 賢司
38 愛媛県 得本 等
39 高知県 中山 智子
40 福岡県 戸田 耕一
41 佐賀県 小田部 智子
42 長崎県 尾上 英次郎
43 熊本県 長嶺 幸弘
44 大分県 塔尾 浩次
45 宮崎県 外山 寛明
46 鹿児島県 田畑 知子
47 沖縄県 内山 あけみ

平成29年度支部長一覧
所属施設名
〒
住所
支部事務局 気付
青森県立つくしが丘病院
038-0031 青森県青森市三内沢部３５３－９２
一般財団法人岩手済生医会三田記念病院 020-0807 岩手県盛岡市加賀野３－１４－１
特定医療法人荘和会菅原病院 015-0012 秋田県由利本荘市石脇田尻３３
特定医療法人敬愛会尾花沢病院 999-4222 山形県尾花沢市朧気６９５－３
一般財団法人みやぎ静心会国見台病院 981-0943 宮城県仙台市青葉区国見１－１５－２２
医療法人明精会会津西病院
969-6192 福島県会津若松市北会津町東小松2335
医療法人社団平仁会下館メンタルサポートセンター 308-0843 茨城県筑西市野殿１１３１
医療法人誠之会氏家病院
329-1326 栃木県さくら市向河原４０９５
医療法人岸会岸病院
376-0011 群馬県桐生市相生町２－２７７
公益財団法人西熊谷病院
360-0816 埼玉県熊谷市石原５７２
公益財団法人復光会総武病院 273-8540 千葉県船橋市市場３－３－１
医療法人財団赤光会斎藤病院 183-0001 東京都府中市浅間町４－１
公益財団法人積善会曽我病院 250-0203 神奈川県小田原市曽我岸１４８
特定医療法人楽山会三島病院 940-2302 新潟県長岡市藤川１７１３－８
独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 384-8540 長野県小諸市甲４５９８
公益財団法人リヴィーズＨＡＮＡＺＯＮＯホスピタル 400-0001 山梨県甲府市和田町２９６８
医療法人社団信和会魚津神経サナトリウム 937-0017 富山県魚津市江口１７８４－１
社会医療法人財団松原愛育会松原病院 920-8654 石川県金沢市石引４－３－５
医療法人社団尚英会岐阜南病院 501-6122 岐阜県岐阜市柳津町高桑５－９１
医療法人好生会三方原病院
432-8063 静岡県浜松市南区小沢渡町２１９５－２
社会医療法人杏嶺会上林記念病院 491-0201 愛知県一宮市奥町字下口西８９－１
ＪＡ三重厚生連鈴鹿厚生病院
510-0226 三重県鈴鹿市岸岡町５８９－２
公益財団法人青樹会滋賀八幡病院 523-8503 滋賀県近江八幡市鷹飼町７４４
京都府立洛南病院
611-0011 京都府宇治市五ヶ庄広岡谷２
大阪府立精神医療センター
573-0022 大阪府枚方市宮之阪３－１６－２１
医療法人財団光明会明石こころのホスピタル 673-0044 兵庫県明石市藤江１３１５
医療法人南風会万葉クリニック 634-0832 奈良県橿原市五井町247
医療法人宮本会紀の川病院
649-6246 和歌山県岩出市吉田４７－１
公益財団法人松原病院
910-0017 福井県福井市文京２－９－１
医療法人勤誠会米子病院
683-0015 鳥取県米子市日原３１９－１
社会医療法人正光会松ヶ丘病院 698-0041 島根県益田市高津４－２４－１０
公益財団法人慈圭会慈圭病院 702-8508 岡山県岡山市南区浦安本町１００－２
特定医療法人仁康会小泉病院 729-2361 広島県三原市小泉町４２４５
医療法人信和会高嶺病院
759-0134 山口県宇部市善和１８７－２
社会福祉法人小渦会鳴門シーガル病院 771-0361 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井５７
医療法人社団光風会三光病院 761-0123 香川県高松市牟礼町原８８３－１
一般財団法人創精会松山記念病院 791-8022 愛媛県松山市美沢１－１０－３８
医療法人武田会高知鏡川病院 780-8037 高知県高知市城山町２７０
医療法人恵愛会福間病院
811-3295 福岡県福津市花見が浜１－５－１
医療法人杏仁会神野病院
840-0806 佐賀県佐賀市神園３－１８－４５
医療法人清潮会三和中央病院 851-0494 長崎県長崎市布巻町１６５－１
特定医療法人佐藤会弓削病院 861-8002 熊本県熊本市北区龍田町弓削６７９－２
医療法人善慈会大分丘の上病院 879-7501 大分県大分市竹中１４０３
一般財団法人弘潤会野崎病院 880-0916 宮崎県宮崎市恒久５５６７
鹿児島県立姶良病院
899-5652 鹿児島県姶良市平松６０６７
医療法人天仁会天久台病院
900-0005 沖縄県那覇市天久１１２３

