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病　院　名
（専門分野）

所　　　　在
都道府県名

北海道大学病院 北海道

旭川医科大学病院 北海道

札幌医科大学附属病院 北海道

北海道医療大学病院 北海道

独)国立病院機構 北海道がんセンター 北海道

市立旭川病院 北海道

医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 北海道
名寄市立総合病院
（心臓血管外科、脳神経外科） 北海道

弘前大学医学部附属病院 青森県

独)国立病院機構 弘前病院 青森県

青森県立中央病院 青森県
黒石市国民健康保険黒石病院
（脳神経外科、脳神経血管内治療） 青森県
八戸市立市民病院
（消化器疾患） 青森県

岩手医科大学附属病院 岩手県

岩手県立中央病院 岩手県

東北大学病院 宮城県

独)国立病院機構 仙台医療センター 宮城県

仙台市立病院 宮城県

独)労働者健康福祉機構 東北労災病院 宮城県
宮城県立がんセンター
（新生物） 宮城県

秋田大学医学部附属病院 秋田県
秋田県厚生農業共同組合連合会
平鹿総合病院 秋田県

秋田赤十字病院 秋田県
医療法人明和会 中通総合病院
（循環器疾患） 秋田県

山形大学医学部附属病院 山形県
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病　院　名
（専門分野）

所　　　　在
都道府県名

社会福祉法人恩賜財団済生会
山形済生病院 山形県

福島県立医科大学附属病院 福島県

奥羽大学歯学部附属病院 福島県

財団法人 竹田綜合病院 福島県

北福島医療センター 福島県
財団法人脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院（脳神経外科） 福島県

筑波大学附属病院 茨城県

東京医科大学霞ヶ浦病院 茨城県
茨城県立こども病院
（小児疾患） 茨城県
社会福祉法人恩賜財団済生会
水戸済生会総合病院（麻酔科学） 茨城県

自治医科大学附属病院 栃木県

獨協医科大学病院 栃木県

独)国立病院機構 栃木病院 栃木県
栃木県立がんセンター
（新生物（放射線含む）） 栃木県

群馬大学医学部附属病院 群馬県
群馬県立小児医療センター
（小児医療） 群馬県
群馬県立心臓血管センター
（循環器科） 群馬県

群馬中央医療生活協同組合前橋協立病院 群馬県

埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県

獨協医科大学越谷病院 埼玉県

埼玉医科大学病院 埼玉県

明海大学歯学部付属明海大学病院 埼玉県
埼玉協同病院
（循環器科） 埼玉県
国立障害者
リハビリテーションセンター病院 埼玉県
越谷市立病院
（脳新生物） 埼玉県

埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県
埼玉県立がんセンター
（新生物） 埼玉県
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所　　　　在
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埼玉県立循環器・呼吸器病センター
（循環器内科・脳神経外科） 埼玉県

埼玉県立小児医療センター 埼玉県

埼玉県立精神医療センター
（精神科） 埼玉県

自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県

防衛医科大学校病院 埼玉県

千葉大学医学部附属病院 千葉県

東京慈恵会医科大学附属柏病院 千葉県

東京歯科大学千葉病院 千葉県

東京歯科大学市川総合病院 千葉県

日本大学松戸歯学部付属病院 千葉県

独)国立国際医療研究センター国府台病院 千葉県

国保松戸市立病院 千葉県

総合病院国保旭中央病院 千葉県

独) 労働者健康福祉機構 千葉労災病院 千葉県

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 千葉県
医療法人社団木下会 千葉西総合病院
（小児科） 千葉県
医療法人社団さつき会
袖ヶ浦さつき台病院 千葉県
医療法人社団誠馨会
新東京病院 千葉県

千葉県がんセンター
（呼吸器科（腫瘍学）） 千葉県

帝京大学ちば総合医療センター 千葉県

独)国立がん研究センター東病院 千葉県
日本医科大学千葉北総病院
（内科、循環器科） 千葉県

東京大学医科学研究所附属病院 東京都

東京大学医学部附属病院 東京都
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東京医科歯科大学医学部附属病院 東京都

駿河台日本大学病院 東京都

東京慈恵会医科大学附属病院 東京都

慶應義塾大学病院 東京都

東京女子医科大学病院 東京都

東京医科大学病院 東京都

順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都

日本医科大学附属病院 東京都

昭和大学附属豊洲病院 東京都

昭和大学病院 東京都

東邦大学医療センター大橋病院 東京都

東邦大学医療センター大森病院 東京都

東海大学医学部附属東京病院 東京都

東京女子医科大学東医療センター 東京都

帝京大学医学部附属病院 東京都

日本大学医学部附属板橋病院 東京都

東京慈恵会医科大学附属青戸病院 東京都

東京医科大学八王子医療センター 東京都

杏林大学医学部付属病院 東京都

東京慈恵会医科大学附属第三病院 東京都

東京医科歯科大学歯学部附属病院 東京都

日本大学歯学部付属歯科病院 東京都

日本歯科大学附属病院 東京都

昭和大学歯科病院 東京都

独)国立がんセンター中央病院 東京都

独)国立国際医療研究センター病院 東京都
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独)国立病院機構 東京医療センター 東京都

独)国立精神・神経医療研究センター病院 東京都

東京都立駒込病院 東京都

東京都立広尾病院 東京都

公立昭和病院 東京都

武蔵野赤十字病院 東京都

社会福祉法人 三井記念病院 東京都
社団法人東京都教職員互助会
三楽病院 東京都

東京逓信病院 東京都

財団法人 聖路加国際病院 東京都
国家公務員等共済組合連合会
虎の門病院 東京都
社会福祉法人恩賜財団済生会
東京都済生会中央病院 東京都

NTT東日本関東病院 東京都

立正佼成会附属佼成病院 東京都
国家公務員等共済組合連合会
立川病院 東京都

医療法人財団 河北総合病院 東京都
医療法人社団北原脳神経外科病院
（神経系） 東京都

医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 東京都

独)国立成育医療研究センター病院 東京都

財団法人癌研究会 有明病院 東京都

財団法人自警会 東京警察病院 東京都
社会福祉法人聖母会 聖母病院
（放射線科） 東京都
東京都立神経病院
（神経系・筋疾患） 東京都
独)国立病院機構 東京病院
（呼吸器疾患） 東京都

日本赤十字社医療センター 東京都

日本大学医学部付属練馬光が丘病院 東京都

横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県
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昭和大学藤が丘病院 神奈川県

日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県

北里大学病院 神奈川県

北里大学東病院 神奈川県

東海大学医学部付属病院 神奈川県

東海大学医学部付属大磯病院 神奈川県

鶴見大学歯学部附属病院 神奈川県

神奈川歯科大学附属病院 神奈川県

川崎市立川崎病院 神奈川県

医療法人愛心会 湘南鎌倉総合病院
（循環器科、心臓血管外科） 神奈川県

医療法人徳州会 大和徳洲会病院 神奈川県
医療法人徳州会
茅ヶ崎徳洲会総合病院 神奈川県
神奈川県立こども医療センター
（小児疾患） 神奈川県
国家公務員共済組合連合会
平塚共済病院 神奈川県
財団法人船員保険会　横浜船員保険病院
（消化器疾患・臨床検査） 神奈川県

昭和大学横浜市北部病院 神奈川県

独) 労働者健康福祉機構 横浜労災病院 神奈川県
独)国立病院機構 久里浜アルコール症センター
（アルコール症） 神奈川県
独）労働者健康福祉機構 関東労災病院
（眼科） 神奈川県
特定医療法人ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾗｲｱﾝｽ
海老名総合病院 神奈川県

横浜市立市民病院 神奈川県

横浜市立大学附属病院 神奈川県

新潟大学医歯学総合病院 新潟県

日本歯科大学医科病院 新潟県

日本歯科大学新潟病院 新潟県

新潟市民病院 新潟県
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医療法人愛仁会 亀田第一病院
（整形外科） 新潟県
医療法人立川メディカルセンター
立川綜合病院 新潟県

新潟県立がんセンター新潟病院 新潟県

富山大学附属病院 富山県

富山県立中央病院 富山県
市立砺波総合病院
（消化器疾患） 富山県

金沢大学医学部附属病院 石川県

金沢医科大学病院 石川県

独)国立病院機構 金沢医療センター 石川県

石川県立中央病院 石川県

福井大学医学部附属病院 福井県

山梨大学医学部附属病院 山梨県

山梨県立中央病院 山梨県

信州大学医学部附属病院 長野県

松本歯科大学病院 長野県
長野県厚生農業協同組合連合会
佐久総合病院 長野県
飯田市立病院
（内分泌） 長野県

社会医療法人財団慈泉会　相澤病院 長野県

長野県立こども病院 長野県

岐阜大学医学部附属病院 岐阜県

朝日大学歯学部付属病院 岐阜県

岐阜県総合医療センター 岐阜県

綜合病院高山赤十字病院 岐阜県

浜松医科大学医学部附属病院 静岡県
慶應義塾大学月が瀬
リハビリテーションセンター 静岡県

静岡県立総合病院 静岡県

静岡市立静岡病院 静岡県
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静岡赤十字病院 静岡県
社会福祉法人恩賜財団済生会
静岡済生会総合病院 静岡県
静岡県立こども病院
（小児科、循環器科） 静岡県
静岡県立こども病院
（心臓血管外科） 静岡県

静岡県立静岡がんセンター
（新生物） 静岡県

市立伊東市民病院 静岡県
独)国立病院機構 静岡てんかん・神経医療セン
ター（てんかん） 静岡県

独)労働者健康福祉機構 浜松労災病院 静岡県

名古屋大学医学部附属病院 愛知県
学校法人藤田学園
藤田保健衛生大学病院 愛知県

愛知医科大学病院 愛知県

愛知学院大学歯学部附属病院 愛知県

独)国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県

名古屋第一赤十字病院 愛知県

名古屋第二赤十字病院 愛知県
社団法人日本海員掖済会
名古屋掖済会病院 愛知県
愛知県がんセンター中央病院
（新生物） 愛知県
医療法人澄心会 豊橋ハートセンター
（循環器疾患） 愛知県

医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 愛知県

岡崎市民病院 愛知県

国家公務員共済組合連合会
名城病院 愛知県
社団法人全国社会保険協会連合会
社会保険中京病院 愛知県

独)労働者健康福祉機構 中部労災病院 愛知県

名古屋市立大学病院 愛知県

三重大学医学部附属病院 三重県
独)国立病院機構 三重中央医療センター
（小児科） 三重県
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（小児アレルギー疾患・小児感染症・小児腎疾
患） 三重県

滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県
滋賀県立成人病センター
（循環器疾患） 滋賀県

社会医療法人誠光会草津総合病院 滋賀県

京都大学医学部附属病院 京都府

京都府立医科大学附属病院 京都府
医療法人清仁会
洛西ニュータウン病院 京都府

社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 京都府
社会福祉法人京都社会事業財団
京都桂病院（循環器科、呼吸器科） 京都府
独)国立病院機構 宇多野病院
（神経系・筋疾患） 京都府

独)国立病院機構 京都医療センター 京都府

大阪大学医学部附属病院 大阪府

大阪医科大学附属病院 大阪府

関西医科大学附属滝井病院 大阪府

大阪大学歯学部附属病院 大阪府

大阪歯科大学附属病院 大阪府

独)国立循環器病研究センター病院 大阪府

独)国立病院機構 大阪南医療センター 大阪府
地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立急性期・総合医療センター 大阪府

市立堺病院 大阪府
地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立精神医療センター 大阪府

大阪赤十字病院 大阪府

財団法人 住友病院 大阪府

NTT西日本大阪病院 大阪府

関西電力病院 大阪府

医療法人杏和会阪南病院 大阪府
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医療法人寿会 富永病院
（脳神経外科） 大阪府

医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 大阪府

医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 大阪府

大阪市立大学医学部附属病院 大阪府

近畿大学医学部附属病院 大阪府
財団法人 大阪府三島救命救急センター
（救急医療） 大阪府
財団法人厚生年金事業振興団
大阪厚生年金病院（病理科） 大阪府

独)国立病院機構 大阪医療センター 大阪府
大阪府済生会千里病院
（救急医療、災害医療） 大阪府
大阪府立成人病センター
（新生物・循環器疾患） 大阪府
大阪府立母子保健総合医療センター
（周産期医療） 大阪府
大阪府立母子保健総合医療センター
（小児疾患） 大阪府

神戸大学医学部附属病院 兵庫県

兵庫医科大学病院 兵庫県

神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県

兵庫県立尼崎病院 兵庫県

赤穂市民病院 兵庫県
医療法人社団吉徳会　あさぎり病院     （産
婦人科） 兵庫県

医療法人伯鳳会赤穂中央病院 兵庫県
兵庫県立こども病院
（小児疾患） 兵庫県

独)国立病院機構 姫路医療センター 兵庫県

奈良県立奈良病院 奈良県

財団法人 天理よろづ相談所病院 奈良県

奈良県立医科大学附属病院 奈良県

和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県

日本赤十字和歌山医療センター 和歌山県



11／13

病　院　名
（専門分野）

所　　　　在
都道府県名

鳥取大学医学部附属病院 鳥取県
岡山大学病院
三朝医療センター 鳥取県

鳥取県立中央病院 鳥取県

島根大学医学部附属病院 島根県

岡山大学病院 岡山県

総合病院岡山赤十字病院 岡山県
社会福祉法人恩賜財団済生会
岡山済生会総合病院 岡山県

財団法人 倉敷中央病院 岡山県

川崎医科大学附属病院 岡山県

独)国立病院機構 岡山医療センター 岡山県

広島大学病院 広島県

独)国立病院機構 呉医療センター 広島県

県立広島病院 広島県

広島市立広島市民病院 広島県

広島鉄道病院 広島県
国家公務員等共済組合連合会
呉共済病院 広島県

独)労働者健康福祉機構 中国労災病院 広島県

広島市立安佐市民病院 広島県

広島赤十字・原爆病院 広島県

山口大学医学部附属病院 山口県

独)国立病院機構 岩国医療センター 山口県

山口県立総合医療センター 山口県
小郡第一総合病院
（整形外科、外科） 山口県

徳島大学病院 徳島県

香川大学医学部附属病院 香川県

愛媛大学医学部附属病院 愛媛県

愛媛県立中央病院 愛媛県
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高知大学医学部附属病院 高知県
高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター 高知県

九州大学病院 福岡県

産業医科大学病院 福岡県

福岡大学病院 福岡県

久留米大学病院 福岡県

福岡大学筑紫病院 福岡県

九州歯科大学附属病院 福岡県

社会保険小倉記念病院 福岡県

独)労働者健康福祉機構　九州労災病院 福岡県

大牟田市立総合病院 福岡県

医療法人徳州会 福岡徳洲会病院 福岡県

北九州市立医療センター 福岡県
社会医療法人大成会
福岡記念病院 福岡県
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福岡県済生会八幡総合病院 福岡県
総合せき損センター
（整形外科、泌尿器科） 福岡県

独)国立病院機構 九州医療センター 福岡県
独)国立病院機構 九州がんセンター
（新生物） 福岡県
独)国立病院機構 福岡病院
（呼吸器・免疫・アレルギー） 福岡県
特定医療法人雪ノ聖母会
聖マリア病院 福岡県

福岡歯科大学医科歯科総合病院 福岡県

福岡市民病院 福岡県
福岡市立こども病院・
感染症センター（小児疾患） 福岡県

佐賀大学医学部附属病院 佐賀県

長崎大学医学部・歯学部附属病院 長崎県

独)国立病院機構 長崎医療センター 長崎県
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長崎市立市民病院 長崎県

佐世保市立総合病院 長崎県

熊本大学医学部附属病院 熊本県

独)国立病院機構 熊本医療センター 熊本県

熊本市立熊本市民病院 熊本県
医療法人出田会 出田眼科病院
（眼科） 熊本県

大分大学医学部附属病院 大分県

大分県立病院 大分県

中津市立中津市民病院 大分県

宮崎大学医学部附属病院 宮崎県

宮崎県立宮﨑病院 宮崎県

鹿児島大学病院 鹿児島県

鹿児島市立病院 鹿児島県

琉球大学医学部附属病院 沖縄県

沖縄県立中部病院 沖縄県
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