
《北海道》
旭川医科大学病院 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 竹内　利治
旭川医科大学病院 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 中川　直樹
旭川医科大学病院 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 松木　孝樹
足寄町国民健康保険病院 089-3712 足寄郡足寄町南二条3丁目1番地 村上　英之
医療法人王子総合病院 053-8506 苫小牧市若草3-4-8 大岩　均
札幌西円山病院 064-8557 札幌市中央区円山西町4丁目7-25 浦　信行
札幌西円山病院 064-8557 札幌市中央区円山西町4丁目7-25 佐々木　晴樹
国立病院機構北海道医療センター 063-0005 札幌市西区山の手5条7丁目1-1 竹中　孝
札幌医科大学附属病院 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目291番地 斎藤　重幸
札幌医科大学附属病院 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目291番地 古橋　眞人
札幌医科大学附属病院 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目291番地 山下　智久
JR札幌病院 060-0033 札幌市中央区北三条東1丁目 富樫　信彦
JR札幌病院 060-0033 札幌市中央区北三条東1丁目 吉田　英昭
社会医療法人孝仁会 札幌孝仁会記念病院 063-0052 札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号 島本　和明
社会医療法人 北海道循環器病院 064-8622 札幌市中央区南27条西13丁目1-30 柏木　雄介
手稲渓仁会病院 006-8555 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 滝沢　英毅
手稲渓仁会病院 006-8555 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 田中　繁道
手稲渓仁会病院 006-8555 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 茂庭　仁人
名寄市立総合病院 096-8511 名寄市西七条南8丁目1番地 酒井　博司
北海道社会事業協会小樽病院 047-8510 小樽市住ノ江1丁目6番15号 柿木　滋夫
北海道大学病院 060-8648 札幌市北区北14条西5丁目 藤井　聡

《青森県》
青森県立中央病院 030-8553 青森市東造道2-1-1 藤野　安弘
国立病院機構 弘前病院 036-8545 弘前市大字富野町1 加藤　武
弘前大学医学部附属病院 036-8563 弘前市大字本町53 富田　泰史
弘前大学医学部附属病院 036-8563 弘前市大字本町53 横山　公章
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 036-8104 弘前市大字扇町1-2-1 富田　泰史
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 036-8104 弘前市大字扇町1-2-1 保嶋　実
むつ総合病院 035-8601 むつ市小川町1丁目2-8

《岩手県》
医療法人真心会まきた内科ハートクリニック 025-0091 花巻市西大通り2-11-8 蒔田　真司
岩手医科大学附属病院 020-8505 盛岡市内丸19-1 岡田　健太
岩手医科大学附属病院 020-8505 盛岡市内丸19-1 瀬川　利恵
岩手県立中央病院 020-0066 盛岡市上田1-4-1 橋本　朋子
特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院 020-0055 盛岡市繋字尾入野64-9 川村　実

《宮城県》
大崎市民病院 989-6183 大崎市古川穂波3-8-1 工藤　正孝
大崎市民病院 989-6183 大崎市古川穂波3-8-1 南　尚義
国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 980-0803 仙台市青葉区国分町2-3-11 山岸　俊夫
東北医科薬科大学病院 983-8512 仙台市宮城野区福室1丁目12番1号 伊藤　修
東北医科薬科大学病院 983-8512 仙台市宮城野区福室1丁目12番1号 目時　弘仁
東北医科薬科大学病院 983-8512 仙台市宮城野区福室1丁目12番1号 森　建文
東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 阿部　高明
東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 阿部　倫明
東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 小野　美澄
東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 佐藤　文俊
東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 菅原　明
東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 田中　哲洋
東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 手塚　雄太
東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 豊原　敬文
東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 三島　英換
独立行政法人国立病院機構  仙台医療センター 983-8520 仙台市宮城野区宮城野2丁目11-12 中山　謙二
独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 981-8563 仙台市青葉区台原4丁目3番21号 金野　敏
独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 981-8563 仙台市青葉区台原4丁目3番21号 宗像　正徳

《秋田県》
秋田厚生医療センター 011-0948 秋田飯島西袋1-1-1 齊藤　崇
秋田大学医学部附属病院 010-8543 秋田市広面字蓮沼44-2 佐藤　和奏
秋田大学医学部附属病院 010-8543 秋田市広面字蓮沼44-2 渡邊　博之
平鹿総合病院 013-8610 横手市前郷字八ツ口3番1 伏見　悦子
本荘第一病院 015-8567 由利本荘市岩渕下110 鈴木　泰

《山形県》
公立学校共済組合東北中央病院 990-8510 山形市和合町三丁目2番5号 須藤　直行
済生会山形済生病院 990-8545 山形市沖町79-1 金子　一善
山形県立中央病院 990-2292 山形市大字青柳1800番地 鈴木　恵綾
山形大学医学部附属病院 990-9585 山形市飯田西2丁目2-2 渡邉　哲

《福島県》
医療法人うじいえ内科クリニック 963-0201 郡山市大槻町字広町26-7 氏家　勇一
いわき市医療センター 973-8555 いわき市内郷御厩町久世原16 杉　正文
いわき市医療センター 973-8555 いわき市内郷御厩町久世原16 山本　義人
太田西ノ内病院 963-8558 郡山市西ノ内2丁目5番20号 佐藤　衛
公益財団法人ときわ会 磐城中央病院 971-8112 いわき市小名浜南富岡字富士前41 小原　まみ子
公立大学法人福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘1 石田　隆史
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認定施設および認定施設に在籍の指導医を記載しております。指導医の在籍は原則として更新時の情報、指導先変更連絡に基づき作成しております。
指導先変更の場合は、事務局（専門医担当）までご連絡ください。
名簿掲載後に指導医が異動されている場合がございますので、研修先選定の場合には指導医の在籍を必ずご確認ください。



公立大学法人福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘1 田中　健一
白河厚生総合病院 961-0005 白河市豊地上弥次郎2番地1 齋藤　富善
福島県立医科大学会津医療センター附属病院 969-3492 会津若松市河東町谷沢字前田21-2 玉川　和亮
福島県立医科大学会津医療センター附属病院 969-3492 会津若松市河東町谷沢字前田21-2 橋本　重厚
福島赤十字病院 960-8530 福島市入江町11番31号 大和田　尊之

《茨城県》
神栖済生会病院 314-0112 神栖市知手中央7丁目2番45号
JAとりで総合医療センター 302-0022 取手市本郷2-1-1 前田　益孝
筑波大学附属病院 305-8576 つくば市天久保2丁目1番地1 山縣　邦弘
東京医科大学茨城医療センター 300-0395 稲敷郡阿見町中央3丁目20-1 小松　靖
東京医科大学茨城医療センター 300-0395 稲敷郡阿見町中央3丁目20-1 東谷　迪昭

《栃木県》
国際医療福祉大学病院 329-2763 那須塩原市井口537-3 柴　信行
済生会宇都宮病院 321-0974 宇都宮市竹林町911-1 今井　明
自治医科大学附属病院 329-0498 下野市薬師寺3311-1 小古山　由佳子
自治医科大学附属病院 329-0498 下野市薬師寺3311-1 苅尾　七臣
自治医科大学附属病院 329-0498 下野市薬師寺3311-1 長田　太助
自治医科大学附属病院 329-0498 下野市薬師寺3311-1 星出　聡
新小山市民病院 323-0827 小山市大字神鳥谷2251番地1 苅尾　七臣
新小山市民病院 323-0827 小山市大字神鳥谷2251番地1 島田　和幸
栃木県佐野厚生総合病院 327-8511 佐野市堀米町1728番地 渡辺　慎太郎
獨協医科大学病院 321-0293 下都賀郡壬生町北小林880 石光　俊彦
獨協医科大学病院 321-0293 下都賀郡壬生町北小林880 藤乘　嗣泰

《群馬県》
群馬大学医学部附属病院 371-8511 前橋市昭和町三丁目39番15号 斎藤　勇一郎
群馬大学医学部附属病院 371-8511 前橋市昭和町三丁目39番15号 中村　哲也
前橋赤十字病院 371-0811 前橋市朝倉町389-1 竹内　陽一

《埼玉県》
医療法人福島会 彩北病院 367-0061 本庄市小島5-6-1 泉　洋一
春日部市立医療センター 344-8588 春日部市中央六丁目7番地1 河野　通
川口市立医療センター 333-0833 川口市西新井宿180 立花　栄三
北里大学メディカルセンター 364-8501 北本市荒井6丁目100 長場　泰
埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 川越市鴨田1981 岩下　山連
埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 川越市鴨田1981 大竹　啓之
埼玉医科大学病院 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 一色　政志
埼玉医科大学病院 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 稲葉　宗通
埼玉医科大学病院 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 大野　洋一
埼玉医科大学病院 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 中元　秀友
埼玉医科大学病院 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 野田　光彦
埼玉医科大学病院 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 安田　重光
さいたま赤十字病院 330-8553 さいたま市中央区新都心1番地5 江口　和男
自治医科大学附属さいたま医療センター 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847 森下　義幸
社会医療法人壮幸会 行田総合病院 361-0056 行田市持田376 佐藤　貴彦
獨協医科大学埼玉医療センター 343-8555 越谷市南越谷2丁目1-50 酒井　良彦
防衛医科大学校病院 359-8513 所沢市並木3丁目2番地 大島　直紀

《千葉県》
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町929番地 小原　まみ子
医療法人柏葉会 柏戸病院 260-8656 千葉市中央区長洲2丁目21番8号 斉藤　俊弘
国際医療福祉大学 成田病院 286-0124 成田市畑ケ田852番地 下澤　達雄
順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡2-1-1 佐藤　博亮
順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡2-1-1 鈴木　仁
千葉大学医学部附属病院 260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1 浅沼　克彦
千葉大学医学部附属病院 260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1 岡田　将
帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎3426-3 寺脇　博之
東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野5丁目11-13 井上　博之
東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野5丁目11-13 坂巻　裕介
船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉1-21-1 青山　里恵

《東京都》
医療法人財団順和会 山王病院 107-0052 港区赤坂 8-10-16 竹中　恒夫
NTT東日本関東病院 141-8625 品川区東五反田5-9-22 渋谷　祐子
大森赤十字病院 143-8527 大田区中央4-30-1 澁谷　研
杏林大学医学部付属病院 181-8611 三鷹市新川6-20-2 長瀬　美樹
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 畔上　達彦
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 伊藤　裕
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 河邊　博史
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 神田　武志
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 徳山　博文
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 林　香
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 菱川　彰人
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 広瀬　寛
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 本間　康一郎
慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35番地 吉田　理
公益財団法人朝日生命成人病研究所附属医院 100-0005 中央区日本橋馬喰町2-2-6 朝日生命須長ビル 芦田　映直
公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 101-0062 千代田区神田駿河台1-8 大久保　具明
公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 101-0062 千代田区神田駿河台1-8 相馬　正義
公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 101-0062 千代田区神田駿河台1-8 菱木　三佳乃
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 110-8645 台東区東上野2丁目23-16 丸茂　丈史
公立昭和病院 187-8510 小平市花小金井8丁目1-1 髙橋　克敏
国際医療福祉大学 三田病院 108-8329 港区三田1-4-3 坂本　昌也
国際医療福祉大学 三田病院 108-8329 港区三田1-4-3 佐藤　敦久



国立国際医療研究センター病院 162-8655 新宿区戸山1-21-1 片桐　大輔
国立国際医療研究センター病院 162-8655 新宿区戸山1-21-1 加藤　規弘
国立国際医療研究センター病院 162-8655 新宿区戸山1-21-1 田辺　晶代
国立国際医療研究センター病院 162-8655 新宿区戸山1-21-1 辻本　哲郎
国立国際医療研究センター病院 162-8655 新宿区戸山1-21-1 原　久男
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 153-8934 目黒区中目黒2-3-8 七里　眞義
社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 144-8501 大田区西蒲田8-20-1 小谷　奉文
社会福祉法人 三井記念病院 101-8643 千代田区神田和泉町1番地 森　典子
社会福祉法人 三井記念病院 101-8643 千代田区神田和泉町1番地 山門　實
順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8431 文京区本郷3-1-3 葛西　隆敏
順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8431 文京区本郷3-1-3 合田　朋仁
順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8431 文京区本郷3-1-3 小林　敬
順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8431 文京区本郷3-1-3 鈴木　祐介
順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8431 文京区本郷3-1-3 村越　真紀
順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8431 文京区本郷3-1-3 横川　博英
昭和大学病院 142-8666 品川区旗の台1丁目5-8 本田　浩一
昭和大学病院 142-8666 品川区旗の台1丁目5-8 山岸　昌一
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 173-0015 板橋区栄町35番2号 石川　譲治
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 173-0015 板橋区栄町35番2号 鳥羽　梓弓
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 173-0015 板橋区栄町35番2号 原田　和昌
地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院 150-0013 渋谷区恵比寿2-34-10 吉本　貴宣
帝京大学医学部附属病院 173-8605 板橋区加賀2丁目11-1 内田　俊也
帝京大学医学部附属病院 173-8605 板橋区加賀2丁目11-1 柴田　茂
帝京大学医学部附属病院 173-8605 板橋区加賀2丁目11-1 山崎　修
東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 菅野　義彦
東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 椎名　一紀
東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 冨山　博史
東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 中野　宏己
東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿6-7-1 松本　知沙
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 125-8506 葛飾区青戸6丁目41-2 関　晋吾
東京慈恵会医科大学附属病院 105-8471 港区西新橋3-19-18 菅野　直希
東京慈恵会医科大学附属病院 105-8471 港区西新橋3-19-18 坪井　伸夫
東京慈恵会医科大学附属病院 105-8471 港区西新橋3-19-18 横尾　隆
東京女子医科大学足立医療センター 123-8558 足立区江北4-33-1 小川　哲也
東京女子医科大学足立医療センター 123-8558 足立区江北4-33-1 田中　正巳
東京女子医科大学足立医療センター 123-8558 足立区江北4-33-1 渡辺　尚彦
東京女子医科大学病院 162-8666 新宿区河田町8-1 市原　淳弘
東京女子医科大学病院 162-8666 新宿区河田町8-1 下澤　達雄
東京女子医科大学病院 162-8666 新宿区河田町8-1 関　康史
東京女子医科大学病院 162-8666 新宿区河田町8-1 木田　可奈子
東京女子医科大学病院 162-8666 新宿区河田町8-1 森本　聡
東京大学医学部附属病院 113-8655 文京区本郷7-3-1 平川　陽亮
東京大学医学部附属病院 113-8655 文京区本郷7-3-1 藤田　恵
東京大学医学部附属病院 113-8655 文京区本郷7-3-1 森谷　純治
東京逓信病院 102-8798 千代田区富士見2-14-23 平田　恭信
東京都済生会中央病院 108-0073 港区三田1丁目4番17号 竜崎　崇和
東邦大学医療センター 大橋病院 153-8515 目黒区大橋2丁目22-36 諸井　雅男
東邦大学医療センター大森病院 143-8541 大田区大森西 6-11-1 木内　俊介
東邦大学医療センター大森病院 143-8541 大田区大森西 6-11-1 盛田　俊介
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 108-8606 港区高輪3-10-11 木村　健二郎
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 108-8606 港区高輪3-10-11 久道　三佳子
虎の門病院 105-8470 港区虎ノ門2丁目2-2 伊東　秀崇
虎の門病院 105-8470 港区虎ノ門2丁目2-2 桑原　政成
日本医科大学多摩永山病院 206-8512 多摩市永山1丁目7-1 小谷　英太郎
日本医科大学付属病院 116-8603 文京区千駄木1-1-5 大塚　俊昭
日本医科大学付属病院 116-8603 文京区千駄木1-1-5 西城　由之
日本大学医学部附属板橋病院 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 阿部　雅紀
日本大学医学部附属板橋病院 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 小林　洋輝
日本大学医学部附属板橋病院 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 中村　吉宏
日本大学医学部附属板橋病院 173-8610 板橋区大谷口上町30-1 中山　智祥
日本大学病院 101-8309 千代田区神田駿河台1-6 池田　迅
日本大学病院 101-8309 千代田区神田駿河台1-6 高橋　敦彦
日本大学病院 101-8309 千代田区神田駿河台1-6 原澤　信介
日野原記念クリニック 108-0073 港区三田3-12-12 笹川記念会館11階 久代　登志男
三田国際ビルクリニック 108-0073 港区三田1-4-8　三田国際ビル3F 菱川　慶一
武蔵野赤十字病院 180-0023 武蔵野市境南町1-26-1 杉山　徹

《神奈川県》
川崎市立井田病院 211-0035 川崎市中原区井田2-27-1 滝本　千恵
川崎市立川崎病院 210-0013 川崎市川崎区新川通12-1 安藤　孝
北里大学病院 252-0375 相模原市南区北里1-15-1
けいゆう病院 220-8521 横浜市西区みなとみらい3丁目7-3 松田　洋人
公立大学法人 横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 石上　友章
公立大学法人 横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 小林　雄祐
公立大学法人 横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 小林　竜
公立大学法人 横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 田村　功一
公立大学法人 横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 涌井　広道
国立病院機構相模原病院 252-0392 相模原市南区桜台18-1 森田　有紀子
国立病院機構横浜医療センター 245-8575 横浜市戸塚区原宿町3-60-2 松下　啓
済生会横浜市東部病院 230-8765 横浜市鶴見区下末吉三丁目6番1号 一城　貴政
社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市南部病院 234-8503 横浜市港南区港南台3丁目2番10 岩本　彩雄
湘南鎌倉総合病院 247-8533 鎌倉市岡本1370-1 守矢　英和
昭和大学横浜市北部病院 224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 緒方　浩顕
親善福祉協会 国際親善総合病院 245-0006 横浜市泉区西が岡1丁目28番地1 清水　誠
聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 市川　大介
聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 櫻田　勉



聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 柴垣　有吾
聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 白井　小百合
聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 曽根　正勝
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 241-0811 横浜市旭区矢指町1197-1 林　晃一
総合新川橋病院 210-0013 川崎市川崎区新川通1-15 国見　基瑩
茅ヶ崎市立病院 253-0042 茅ヶ崎市本村5-15-1 増田　真一朗
東海大学医学部付属病院 259-1193 伊勢原市下糟屋143 小泉　賢洋
東海大学医学部付属病院 259-1193 伊勢原市下糟屋143 深川　雅史
独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院 240-8585 横浜市保土ケ谷区釜台町43番1号 吉田　伸一郎
独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院 213-0023 横浜市中区山下町268 大岩　功治
独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 222-0036 横浜市港北区小机町3211番地 梅村　敏
独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 222-0036 横浜市港北区小机町3211番地 大村　昌夫
独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 222-0036 横浜市港北区小机町3211番地 西川　哲男
秦野赤十字病院 257-0017 秦野市立野台一丁目1番地 瀧沢　利一
平塚市民病院 254-0065 平塚市南原1-19-1 飯ケ谷　嘉門
藤沢市民病院 251-8550 藤沢市藤沢2-6-1 酒井　政司
藤沢市民病院 251-8550 藤沢市藤沢2-6-1 常田　康夫
大和市立病院 242-8602 大和市深見西八丁目3番6号 竹下　康代
大和成和病院 242-0006 大和市南林間9-8-2 浦部　晶博
横須賀市立うわまち病院 238-8567 横須賀市上町2丁目36 沼田　裕一
横須賀市立市民病院 240-0195 横須賀市長坂  1-3-2 国保　敏晴
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 247-8581 横浜市栄区桂町132 押川　仁
横浜市立市民病院 240-8555 横浜市保土ヶ谷区岡沢町56 岩崎　滋樹
横浜市立大学附属市民総合医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57 坂　早苗
横浜市立大学附属市民総合医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57 平和　伸仁
横浜市立大学附属市民総合医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57 藤原　亮
横浜市立みなと赤十字病院 231-8682 横浜市中区新山下3丁目12番1号 伊藤　宏

《新潟県》
上越総合病院 943-8507 上越市大道福田616番地 亀田　茂美
長岡赤十字病院 940-2085 長岡市千秋2丁目297番地1 山﨑　肇
新潟県立坂町病院 959-3193 村上市下鍜冶屋589 本間　則行
新潟県立中央病院 943-0192 上越市新南町205 小川　理
新潟市民病院 950-1197 新潟市中央区鐘木463番地7 近藤　大介
新潟大学医歯学総合病院 951-8520 新潟市中央区旭町通一番町754番地 成田　一衛
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 949-7302 南魚沼市浦佐4132 小原　伸雅
新潟臨港病院 950-0051 新潟市桃山町1丁目114番地3 大澤　豊

《富山県》
かみいち総合病院 930-0391 中新川郡上市町法音寺51 供田　文宏
富山県済生会高岡病院 933-8525 高岡市二塚387-1 川端　雅彦
富山市立 富山市民病院 939-8511 富山市今泉北部町2-1 石田　陽一
富山赤十字病院 930-0859 富山市牛島本町2-1-58 高田　裕之
富山大学附属病院 930-0194 富山市杉谷 2630番地 今村　輝彦
富山大学附属病院 930-0194 富山市杉谷 2630番地 大原　麻衣子
富山大学附属病院 930-0194 富山市杉谷 2630番地 小池　勤
富山労災病院 937-0042 魚津市六郎丸992番地 絹野　裕之

《石川県》
浅ノ川総合病院 920-8621 金沢市小坂町中83 澤村　俊孝
浅ノ川総合病院 920-8621 金沢市小坂町中83 武田　仁勇
石川県立中央病院 920-8530 金沢市鞍月東2-1
金沢医科大学病院 920-0293 河北郡内灘町大学1-1 中橋　毅
金沢市立病院 921-8105 金沢市平和町3丁目7番3号 高桑　浩
金沢市立病院 921-8105 金沢市平和町3丁目7番3号 村井　久純
金沢赤十字病院 921-8162 金沢市三馬2-251 久田　幸正
金沢大学附属病院 920-8641 金沢市宝町13-1 米田　隆
JCHO金沢病院 920-8610 金沢市沖町ハ-15 古川　健治
独立行政法人国立病院機構 石川病院 922-0405 加賀市手塚町サ150番地 伊勢　拓之
国立病院機構金沢医療センター 920-8650 金沢市下石引町1-1 北川　清樹
芳珠記念病院 923-1226 能美市緑が丘11丁目71番地 臼倉　幹哉
芳珠記念病院 923-1226 能美市緑が丘11丁目71番地 米田　隆

《福井県》
医療法人清遥会 すこやか内科クリニック 910-0017 福井市文京6-25-27 水野　清雄
福井県済生会病院 918-8503 福井市和田中町舟橋7-1 前野　孝治
福井県立病院 910-8526 福井市四ツ井2丁目8の1 青山　隆彦
福井大学医学部附属病院 910-1193 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 此下　忠志

《山梨県》
山梨大学医学部附属病院 409-3898 中央市下河東1110 北村　健一郎

《長野県》
佐久総合病院佐久医療センター 385-0051 佐久市中込3400番地28 矢﨑　善一
社会医療法人抱生会 丸の内病院 390-8601 松本市渚1-7-45 渡辺　徳
長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 383-8505 中野市西一丁目5番63号 櫻井　俊平
長野中央病院 380-0814 長野市鶴賀西鶴賀町1570 板本　智恵子

《岐阜県》
朝日大学病院 500-8523 岐阜市橋本町3丁目23 伏屋　敬博
大垣市民病院 503-8502 大垣市南頬町 4丁目86番地 坪井　英之
岐阜市民病院 500-8513 岐阜市鹿島町7丁目1 石塚　達夫
岐阜市民病院 500-8513 岐阜市鹿島町7丁目1 西垣　和彦
岐阜市民病院 500-8513 岐阜市鹿島町7丁目1 湊口　信也
岐阜大学医学部附属病院 501-1194 岐阜市柳戸1番1 牛越　博昭
岐阜ハートセンター 500-8384 岐阜市薮田南4-14-4 中川　正康



社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 501-6062 羽島郡笠松町田代185-1 矢島　隆宏
社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 501-6062 羽島郡笠松町田代185-1 山北　宜由
中部国際医療センター 505-8510 美濃加茂市健康のまち1-1 青山　琢磨

《静岡県》
磐田市立総合病院 438-8550 磐田市大久保512-3 松永　正紀
公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院 414-0055 伊東市岡196-1 岩崎　義博
国際医療福祉大学熱海病院 413-0012 熱海市東海岸町13-1 種本　雅之
JA静岡厚生連 遠州病院 430-0929 浜松市中区中央1-1-1 髙瀨　浩之
静岡市立静岡病院 420-8630 静岡市葵区追手町10-93 田村　尚久
聖隷浜松病院 430-8558 浜松市中区住吉2-12-12 岡　俊明
聖隷浜松病院 430-8558 浜松市中区住吉2-12-12 鈴木　由美子
聖隷浜松病院 430-8558 浜松市中区住吉2-12-12 三崎　太郎
聖隷三方原病院 433-8558 浜松市北区三方原町3453 若林　康
地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 420-0882 静岡市葵区北安東4-27-1 菅原　照
浜松医科大学医学部附属病院 431-3192 浜松市東区半田山一丁目20番1号 大野　嘉寿人
浜松医科大学医学部附属病院 431-3192 浜松市東区半田山一丁目20番1号 徳丸　光彬
浜松医療センター 432-8580 浜松市中区富塚町328 大石　和久
浜松医療センター 432-8580 浜松市中区富塚町328 武藤　真広
富士市立中央病院 417-8567 富士市高島町50 笠井　健司

《愛知県》
愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 446-8602 安城市安城町東広畔28番地 竹本　憲二
岡崎市民病院 444-8553 岡崎市高隆寺町字五所合3番地1 田中　寿和
蒲郡市民病院 443-8501 蒲郡市平田町向田1番地1 石原　慎二
刈谷豊田総合病院 448-8505 刈谷市住吉町5丁目15番地 美浦　利幸
公立陶生病院 489-8642 瀬戸市西追分町160 浅野　博
公立陶生病院 489-8642 瀬戸市西追分町160 味岡　正純
JA愛知厚生連 豊田厚生病院 470-0396 豊田市浄水町伊保原500-1
社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 494-0001 一宮市開明字平1番地
総合大雄会病院 491-8551 一宮市桜一丁目9番9号 寺沢　彰浩
知多厚生病院 470-2404 知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6 冨本　茂裕
名古屋市立大学病院 467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 杉浦　知範
名古屋市立大学病院 467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 溝口　達也
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 464-8547 名古屋市千種区若水一丁目2番23号 山下　純世
名古屋大学医学部附属病院 466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65 柴田　玲
西尾市民病院 445-8510 西尾市熊味町上泡原6 齋藤　誠
藤田医科大学岡崎医療センター 444-0827 岡崎市針崎町五反田字1番地 大田　将也
藤田医科大学病院 470-1192 豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 井澤　英夫
増子記念病院 453-8566 名古屋市中村区竹橋町35番28号 福田　道雄

《三重県》
伊勢赤十字病院 516-0805 伊勢市船江一丁目471番2 世古　哲哉
社会福祉法人恩賜財団 済生会松阪総合病院 515-8557 松阪市朝日町1区15-6 垣本　斉
地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 510-8561 四日市市大字日永5450-132 中嶋　寛
名張市立病院 518-0481 名張市百合が丘西1番町178番地 藤井　英太郎
三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 513-8630 鈴鹿市安塚町山之花1275-53 北村　哲也
三重大学医学部附属病院 514-8507 津市江戸橋2丁目174 伊藤　正明
三重大学医学部附属病院 514-8507 津市江戸橋2丁目174 岡本　隆二
三重中央医療センター 514-1101 津市久居明神町2158-5 田中　淳子

《滋賀県》
近江八幡市立総合医療センター 523-0082 近江八幡市土田町1379 八田　告
大津赤十字病院 520-8511 大津市長等一丁目1-35 小西　孝
社会医療法人誠光会 淡海医療センター 525-8585 草津市矢橋町1660 和田　厚幸
独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 520-0846 大津市富士見台16-1 松井　俊樹

《京都府》
医療法人社団石鎚会 京都田辺中央病院 610-0334 京田辺市田辺中央六丁目1番地6 山田　浩之
京都市立病院 604-8845 京都市中京区壬生東高田町1番地の2 小松　弥郷
京都大学医学部附属病院 606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 横井　秀基
京都中部総合医療センター 629-0197 南丹市八木町八木上野25 辰巳　哲也
京都府立医科大学附属病院 602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 草場　哲郎
京都府立医科大学附属病院 602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 玉垣　圭一
国立病院機構 京都医療センター 612-8555 京都市伏見区深草向畑町1-1 瀬田　公一
国立病院機構 京都医療センター 612-8555 京都市伏見区深草向畑町1-1 立木　美香
蘇生会総合病院 612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町101番地 村上　省吾

《大阪府》
浅香山病院 590-0018 堺市堺区今池町3丁3番16号 田原　旭
石切生喜病院 579-8026 東大阪市弥生町18-28 今西　政仁
石切生喜病院 579-8026 東大阪市弥生町18-28 笠行　典章
石切生喜病院 579-8026 東大阪市弥生町18-28 堀尾　武史
和泉市立総合医療センター 594-0073 和泉市和気町4-5-1 中村　泰浩
医誠会病院 533-0022 大阪市東淀川区菅原6丁目2-25 外山　康之
一般財団法人 住友病院 530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番20号 阪口　勝彦
一般財団法人 住友病院 530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番20号 平岡　久豊
一般財団法人 住友病院 530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番20号 森島　淳之
医療法人社団ゆみの のぞみハートクリニック 532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36　新大阪トラストタワー1階 岡田　健一郎
医療法人淳康会 堺近森病院 590-0004 堺市堺区北清水町2丁4番1号 駒井　則夫
医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 581-0011 八尾市若草町1番17号 石橋　里江子
医療法人藤井会 大東中央病院 574-0042 大東市大野2-1-11 林　哲也
大阪医科大学附属病院 569-8686 高槻市大学町2番7号 石坂　信和
大阪医科大学附属病院 569-8686 高槻市大学町2番7号 森　龍彦
大阪急性期・総合医療センター 558-8558 大阪市住吉区万代東3-1-56 林　晃正
大阪公立大学医学部附属病院 545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 泉家　康宏



大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 赤坂　憲
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 猪阪　善隆
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 勝谷　友宏
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 神出　計
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 坂田　泰史
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 鷹見　洋一
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 谷山　義明
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 野里　陽一
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 守山　敏樹
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 山本　浩一
大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘2番15号 楽木　宏実
大阪府済生会 泉尾病院 551-0032 大阪市大正区北村3丁目4番5号 秋田　雄三
大阪府済生会 泉尾病院 551-0032 大阪市大正区北村3丁目4番5号 森　泰清
大阪府済生会千里病院 565-0862 吹田市津雲台1丁目1番6号 土井　泰治
大阪府済生会 野江病院 536-0001 大阪市城東区古市1丁目3番25号 胡内　一郎
関西医科大学総合医療センター 570-8507 守口市文園町10-15 朴　幸男
関西医科大学附属病院 573-1191 枚方市新町2-3-1 竹花　一哉
関西医科大学附属病院 573-1191 枚方市新町2-3-1 谷山　佳弘
関西メディカル病院 560-0083 豊中市新千里西町1-1-7-2 大塚　篤弘
岸和田徳洲会病院 596-8522 岸和田市加守町4-27-1 藤原　昌彦
岸和田徳洲会病院 596-8522 岸和田市加守町4-27-1 横井　良明
近畿大学病院 589-8511 大阪狭山市大野東377-2 有馬　秀二
近畿大学病院 589-8511 大阪狭山市大野東377-2 大槻　俊輔
香里ケ丘大谷ハートクリニック 573-0084 枚方市香里ケ丘6-8 大谷　肇
国立循環器病研究センター 564-8565 吹田市岸部新町6番1号 岸田　真嗣
国立循環器病研究センター 564-8565 吹田市岸部新町6番1号 豊田　一則
国立循環器病研究センター 564-8565 吹田市岸部新町6番1号 吉原　史樹
国立病院機構 大阪南医療センター 586-8521 河内長野市木戸東町2-1 長谷川　新治
国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 573-0153 枚方市藤阪東町1丁目2番1号 今牧　博貴
小林医院 581-0087 八尾市明美町1-4-26 小林　芳樹
桜橋渡辺病院 530-0001 大阪市北区梅田2-4-32 岩倉　克臣
桜橋渡辺病院 530-0001 大阪市北区梅田2-4-32 藤井　謙司
社会医療法人景岳会 南大阪病院 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1丁目18-18 中島　大成
社会医療法人景岳会 南大阪病院 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1丁目18-18 宮越　一穂
社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院 554-0012 大阪市此花区西九条5-4-8 小松　誠
市立豊中病院 560-8565 豊中市柴原町4丁目14番1号 中川　理
市立東大阪医療センター 578-8588 東大阪市西岩田三丁目4番5号 鷹野　譲
生長会 府中病院 594-0076 和泉市肥子町1-10-17 田口　晴之
生長会 府中病院 594-0076 和泉市肥子町1-10-17 花谷　彰久
生長会 府中病院 594-0076 和泉市肥子町1-10-17 柳　志郎
地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 北林　千津子
地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 小西　啓夫
地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 森川　貴
豊中けいじん会クリニック 560-0004 豊中市少路2-8-3 福永　恵
日本生命病院 550-0006 大阪市西区江之子島2-1-54 宇津　貴
日本生命病院 550-0006 大阪市西区江之子島2-1-54 中川　厚
箕面市立病院 562-0014 箕面市萱野5-7-1
耳原総合病院 590-8505 堺市堺区協和町4丁目465 橋本　朋美
淀川キリスト教病院 533-0024 大阪市東淀川区柴島1-7-50 吉田　俊子
わかくさ竜間リハビリテーション病院 574-0012 大東市大字龍間1580 錦見　俊雄

《兵庫県》
赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広1090番地 小畑　利之
赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広1090番地 高原　典子
赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広1090番地 藤井　隆
尼崎永仁会クリニック 660-0861 尼崎市御園町3番地3 小野　孝彦
社会医療法人中央会尼崎中央病院 661-0976 尼崎市潮江1丁目12番1号 安村　良男
医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 665-0873 宝塚市長尾町2-1 滝内　伸
医療法人社団 勝谷医院 660-0052 尼崎市七松町2丁目17-21 勝谷　友宏
医療法人晋真会 ベリタス病院 666-0125 川西市新田1-2-23 辻本　充
くればやし内科 663-8024 西宮市薬師町2番56号　クリニックステーション西宮北口1-B 紅林　昌吾
神戸医療センター 654-0155 神戸市須磨区西落合3-1-1 三輪　陽一
神戸赤十字病院 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番1号 土井　智文
神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-2 河野　圭志
神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-2 坂口　一彦
神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-2 杜　隆嗣
神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-2 藤井　秀毅
神戸労災病院 651-0053 神戸市中央区籠池通4丁目1番23号 井上　信孝
神戸労災病院 651-0053 神戸市中央区籠池通4丁目1番23号 佐藤　稔
神戸労災病院 651-0053 神戸市中央区籠池通4丁目1番23号 野中　英美
公立学校共済組合 近畿中央病院 664-8533 伊丹市車塚3丁目1 和泉　匡洋
公立豊岡病院組合日高医療センター 669-5392 豊岡市日高町岩中81 田中　愼一郎
公立豊岡病院組合立 豊岡病院 668-0065 豊岡市戸牧1094 岸本　一郎
市立伊丹病院 664-8540 伊丹市昆陽池1丁目100番地 伊東　範尚
市立伊丹病院 664-8540 伊丹市昆陽池1丁目100番地 中村　好男
市立川西病院 666-0195 川西市東畦野5-21-1 中川　雄介
神鋼記念病院 651-0072 神戸市中央区脇浜町1丁目4-47 亀村　幸平
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 675-8611 加古川市加古川本町439番地 白木　里織
独立行政法人 地域医療機能推進機構 神戸中央病院 651-1145 神戸市北区惣山町2丁目1番1 亀崎　通嗣
中山寺いまいクリニック 665-0861 宝塚市中山寺2-8-18 今井　圓裕
西宮市立中央病院 663-8014 西宮市林田町8番24号 南都　伸介
兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町1番1号 内藤　由朗
兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町1番1号 長澤　康行
兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町1番1号 蓮池　由起子
兵庫県立尼崎総合医療センター 660-0892 尼崎市東難波町二丁目17番77号 佐藤　幸人
兵庫県立尼崎総合医療センター 660-0892 尼崎市東難波町二丁目17番77号 竹岡　浩也



兵庫県立 加古川医療センター 675-0003 加古川市神野町神野203 岩田　幸代
三菱神戸病院 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通6丁目1番34号 松本　健

《奈良県》
近畿大学医学部奈良病院 630-0293 生駒市乙田町1248-1 横田　良司
奈良県立医科大学附属病院 634-8522 橿原市四条町840番地 中川　仁
独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 636-0802 生駒郡三郷町三室1丁目14-16 土肥　直文
独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 636-0802 生駒郡三郷町三室1丁目14-16 中井　健仁
西の京病院 630-8041 奈良市六条町 102の1 齊藤　精久
東生駒病院 630-0212 生駒市辻町 辻本　伸宏
南奈良総合医療センター 638-8551 吉野郡大淀町大字福神8番1 川野　貴弘

《和歌山県》
医療法人誠佑記念病院 649-6335 和歌山市西田井391 藤原　節子
海南医療センター 642-0002 海南市日方1522番地1 豊田　康誠
白浜はまゆう病院 649-2211 西牟婁郡白浜町1447 中村　信男
角谷リハビリテーション病院 640-8344 和歌山市納定10-1 有田　幹雄
橋本市民病院 648-0005 橋本市小峰台二丁目8番地の1 山本　勝廣
南和歌山医療センター 646-8558 田辺市たきない町27番1号 橋爪　俊和
和歌山県立医科大学附属病院 641-8510 和歌山市紀三井寺811番地1 羽野　卓三

《鳥取県》
独立行政法人 労働者健康安全機構 山陰労災病院 683-8605 米子市皆生新田1-8-1 太田原　顕
独立行政法人 労働者健康安全機構 山陰労災病院 683-8605 米子市皆生新田1-8-1 水田　栄之助
鳥取大学医学部附属病院 683-8504 米子市西町36番地1 浜田　紀宏

《島根県》
公立邑智病院 696-0102 邑智郡邑南町中野3848-2 上田　智広

《岡山県》
岡山大学病院 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 内田　治仁
岡山大学病院 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 内山　奈津実
岡山大学病院 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 長谷川　功
岡山大学病院 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 花山　宜久
岡山大学病院 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 三好　亨
川崎医科大学 総合医療センター 700-8505 岡山市北区中山下2-6-1 杉本　研
川崎医科大学附属病院 701-0192 倉敷市松島577 上村　史朗
川崎医科大学附属病院 701-0192 倉敷市松島577 柏原　直樹
川崎医科大学附属病院 701-0192 倉敷市松島577 高尾　俊弘
川崎医科大学附属病院 701-0192 倉敷市松島577 長洲　一
川崎医科大学附属病院 701-0192 倉敷市松島577 宗　友厚
独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 701-1192 岡山市北区田益1711-1 太田　康介

《広島県》
呉医療センター・中国がんセンター 737-0023 呉市青山町3-1 杉野　浩
呉共済病院 737-8505 呉市西中央2丁目3番28号 川岡　孝一郎
済生会呉病院 737-0821 呉市三条2丁目1番13号 松浦　秀夫
済生会広島病院 731-4311 安芸郡坂町北新地2丁目3番10号 松本　公治
済生会広島病院 731-4311 安芸郡坂町北新地2丁目3番10号 渡辺　光章
JR広島病院 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目1-36 寺川　宏樹
JR広島病院 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目1-36 野村　秀一
庄原赤十字病院 727-0013 庄原市西本町2丁目7-10 渡邊　紀晶
市立三次中央病院 728-8502 三次市東酒屋町10531番地 田中　幸一
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 738-8503 廿日市市地御前1-3-3 山内　崇宏
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 731-0293 広島市安佐北区可部南二丁目1番1号 佐々木　正太
広島赤十字・原爆病院 730-8619 広島市中区千田町1丁目9番6号
広島大学病院 734-8551 広島市南区霞1-2-3 石田　万里
広島大学病院 734-8551 広島市南区霞1-2-3 東　幸仁
広島大学病院 734-8551 広島市南区霞1-2-3 丸橋　達也
マツダ株式会社マツダ病院 735-8585 安芸郡府中町青崎南2-15 住居　晃太郎
マツダ株式会社マツダ病院 735-8585 安芸郡府中町青崎南2-15 三保　成正

《山口県》
山口県立総合医療センター 747-8511 防府市大字大崎10077番地 奥田　真一

《徳島県》
阿南医療センター 774-0045 阿南市宝田町川原6番地1 粟飯原　賢一
川島病院 770-0011 徳島市北佐古一番町1-39 井内　貴彦
川島病院 770-0011 徳島市北佐古一番町1-39 島　久登
川島病院 770-0011 徳島市北佐古一番町1-39 西内　健
JA徳島厚生連　吉野川医療センター 776-8511 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120 角谷　昭佳
徳島県立中央病院 770-8539 徳島市蔵本町1丁目10-3 藤永　裕之
徳島県立中央病院 770-8539 徳島市蔵本町1丁目10-3 山本　浩史
徳島県立 三好病院 778-0005 三好市池田町シマ815-2
徳島市民病院 770-0812 徳島市北常三島町2丁目34 河野　智仁
徳島赤十字病院 773-8502 小松島市小松島町字井利ノ口103番地 新谷　保実
徳島大学病院 770-8503 徳島市蔵本町2丁目50-1 赤池　雅史
徳島大学病院 770-8503 徳島市蔵本町2丁目50-1 佐田　政隆
徳島大学病院 770-8503 徳島市蔵本町2丁目50-1 添木　武
徳島大学病院 770-8503 徳島市蔵本町2丁目50-1 八木　秀介
独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター 779-0193 板野郡板野町大寺字大向北1-1 井内　新

《香川県》
香川県立中央病院 760-8557 高松市朝日町1-2-1 土井　正行
香川大学医学部附属病院 761-0793 木田郡三木町池戸1750-1 祖父江　理
香川大学医学部附属病院 761-0793 木田郡三木町池戸1750-1 南野　哲男



KKR高松病院 760-0018 高松市天神前4-18 松原　啓介
高松赤十字病院 760-0017 高松市番町4丁目1-3 十河　泰司
独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 765-8507 善通寺市仙遊町2-1-1 吉田　守美子
屋島総合病院 761-0186 高松市屋島西町2105-17 岩部　明弘
屋島総合病院 761-0186 高松市屋島西町2105-17 富永　洋功

《愛媛県》
愛媛大学医学部附属病院 791-0295 東温市志津川454 伊賀瀬　道也
愛媛大学医学部附属病院 791-0295 東温市志津川454 莖田　昌敬
愛媛大学医学部附属病院 791-0295 東温市志津川454 高田　康徳
愛媛大学医学部附属病院 791-0295 東温市志津川454 三好　賢一
愛媛大学医学部附属病院 791-0295 東温市志津川454 茂木　正樹
喜多医師会病院 795-8505 大洲市東大洲1563番地1 住元　巧
西条中央病院 793-0027 西条市朔日市804 風谷　幸男
済生会今治病院 799-1592 今治市喜田村7丁目1-6 美馬　敦
市立八幡浜総合病院 796-8502 八幡浜市大平1番耕地638番地 大蔵　隆文
松山市民病院 790-0067 松山市大手町2丁目6番地5 佐藤　博彦
松山赤十字病院 790-8524 松山市文京町1番地 福岡　富和
松山赤十字病院 790-8524 松山市文京町1番地 村上　一雄

《高知県》
高知県立あき総合病院 784-0027 安芸市宝永町3番33号 古野　貴志
高知県立幡多けんみん病院 788-0785 宿毛市山奈町芳奈3-1 矢部　敏和
高知大学医学部附属病院 783-8505 南国市岡豊町小蓮185番地1 北岡　裕章
高知大学医学部附属病院 783-8505 南国市岡豊町小蓮185番地1 寺田　典生
高知大学医学部附属病院 783-8505 南国市岡豊町小蓮185番地1 堀野　太郎
社会医療法人近森会 近森病院 780-8522 高知市大川筋1-1-16 深谷　眞彦

《福岡県》
飯塚記念病院 820-0014 飯塚市鶴三緒1452-2 武田　一人
飯塚記念病院 820-0014 飯塚市鶴三緒1452-2 三浦　修平
今津赤十字病院 819-0165 福岡市西区今津377番地 藤井　弘二
医療法人社団高邦会 高木病院 831-0016 大川市酒見141-11 廣岡　良隆
医療法人 原三信病院 812-0033 福岡市博多区大博町1-8 市來　俊弘
医療法人 原三信病院 812-0033 福岡市博多区大博町1-8 山本　光孝
遠賀中間医師会おんが病院 811-4342 遠賀郡遠賀町尾崎1752-2 吉田　哲郎
北九州市立八幡病院 805-8534 北九州市八幡東区尾倉2丁目6番2号 浦部　由利
北九州若杉病院 811-2416 糟屋郡篠栗町田中275 寒水　康雄
北九州若杉病院 811-2416 糟屋郡篠栗町田中275 松村　潔
九州歯科大学附属病院 803-8580 北九州市小倉北区真鶴2丁目6-1 大田　祐子
九州歯科大学附属病院 803-8580 北九州市小倉北区真鶴2丁目6-1 福原　正代
九州大学病院 812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 後藤　健一
九州大学病院 812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 篠原　啓介
九州大学病院 812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 西原　正章
九州鉄道記念病院 800-0031 北九州市門司区高田2丁目1-1 太﨑　博美
久留米大学医療センター 839-0863 久留米市国分町155-1 甲斐　久史
久留米大学病院 830-0011 久留米市旭町67番地 足達　寿
久留米大学病院 830-0011 久留米市旭町67番地 榎本　美佳
公益社団法人 日本海員掖済会 門司掖済会病院 801-8550 北九州市門司区清滝一丁目3番1号 阿部　功
公益社団法人 日本海員掖済会 門司掖済会病院 801-8550 北九州市門司区清滝一丁目3番1号 藤島　慎一郎
済生会二日市病院 818-8516 筑紫野市湯町三丁目13番1号 門上　俊明
済生会二日市病院 818-8516 筑紫野市湯町三丁目13番1号 西　淳一郎
産業医科大学病院 807-8555 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 上野　啓通
JCHO久留米総合病院 830-0013 久留米市櫛原町21番地 平井　祐治
社会医療法人製鉄記念八幡病院 805-8508 北九州市八幡東区春の町一丁目1番1号 土橋　卓也
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 830-0047 久留米市津福本町422番地 田代　英樹
杉循環器科内科病院 837-0916 大牟田市田隈950-1 河野　雄平
地方独立行政法人 大牟田市立病院 836-8567 大牟田市宝坂町2丁目19-1 紫原　美和子
独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 810-8563 福岡市中央区地行浜1丁目8番地1号 荒川　仁香
独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 810-8563 福岡市中央区地行浜1丁目8番地1号 冨永　光裕
福岡歯科大学医科歯科総合病院 814-0193 福岡市早良区田村2-15-1
福岡赤十字病院 815-8555 福岡市南区大楠3丁目1番1号 大坪　俊夫
福岡赤十字病院 815-8555 福岡市南区大楠3丁目1番1号 中井　健太郎
福岡大学筑紫病院 818-8502 筑紫野市俗明院一丁目1番1号 浦田　秀則
福岡大学筑紫病院 818-8502 筑紫野市俗明院一丁目1番1号 岡村　圭祐
福岡大学病院 814-0180 福岡市城南区七隈七丁目45番1号 有馬　久富
福岡大学病院 814-0180 福岡市城南区七隈七丁目45番1号 上原　吉就
福岡大学病院 814-0180 福岡市城南区七隈七丁目45番1号 志賀　悠平
福岡大学病院 814-0180 福岡市城南区七隈七丁目45番1号 三浦　伸一郎
村上華林堂病院 819-8585 福岡市西区戸切2丁目14-45

《佐賀県》
医療法人岡村医院 848-0042 伊万里市蓮池町18 岡村　圭祐
済生会唐津病院 847-0852 唐津市元旗町817番地 徳島　卓
佐賀大学医学部附属病院 849-8501 佐賀市鍋島五丁目1番1号 野出　孝一

《長崎県》
国立病院機構長崎医療センター 856-8562 大村市久原2丁目1001-1 於久　幸治
国立病院機構長崎医療センター 856-8562 大村市久原2丁目1001-1 深江　貴芸
佐世保市総合医療センター 857-8511 佐世保市平瀬町9番地3 新北　浩樹
佐世保市総合医療センター 857-8511 佐世保市平瀬町9番地3 室屋　隆浩
社会医療法人春回会 井上病院 850-0045 長崎市宝町6-12 瀬戸　信二
長崎掖済会病院 850-0034 長崎市樺島町5番16号 岩見　浩一
長崎大学病院 852-8501 長崎市坂本1丁目7番1号 河野　浩章
長崎大学病院 852-8501 長崎市坂本1丁目7番1号 小出　優史
長崎大学病院 852-8501 長崎市坂本1丁目7番1号 前村　浩二



日本赤十字社長崎原爆諫早病院 859-0497 諌早市多良見町化屋986-2 田﨑　洋文
日本赤十字社 長崎原爆病院 852-8511 長崎市茂里町3番15号 芦澤　直人

《熊本県》
医療法人桜十字 桜十字病院 861-4173 熊本市南区御幸木部1-1-1 白石　直樹
熊本大学病院 860-8556 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 安達　政隆
熊本大学病院 860-8556 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 泉　裕一郎
熊本大学病院 860-8556 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 柿添　豊
熊本大学病院 860-8556 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 末田　大輔
熊本大学病院 860-8556 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 中村　太志
熊本大学病院 860-8556 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 向山　政志
熊本大学病院 860-8556 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 山本　英一郎
国立病院機構熊本医療センター 860-0008 熊本市二の丸1-5 梶原　健吾
国立病院機構熊本医療センター 860-0008 熊本市二の丸1-5 富田　正郎
社会医療法人寿量会 熊本機能病院 860-0084 熊本市北区山室6-8-1 水野　雄二

《大分県》
明野中央病院 870-0161 大分市明野東2丁目7番33号 木下　昭生
阿南循環器内科クリニック 870-0128 大分市森582-1 阿南　太
大分県厚生連鶴見病院 874-0840 別府市鶴見4333 篠崎　和宏
大分大学医学部附属病院 879-5593 由布市挾間町医大ケ丘1丁目1 秋好　久美子
大分大学医学部附属病院 879-5593 由布市挾間町医大ケ丘1丁目1 柴田　洋孝
大分大学医学部附属病院 879-5593 由布市挾間町医大ケ丘1丁目1 吉田　雄一
竹田医師会病院 878-0025 竹田市拝田原448 工藤　博司

《宮崎県》
一般社団法人弘潤会 野崎東病院 880-0837 宮崎市村角町高尊2105 下窪　徹
宮崎医療センター病院 880-0003 宮崎市高松町2番16号 斉田　光彦
社会医療法人泉和会 千代田病院 883-0064 日向市日知屋古田町88 上園　繁弘
独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院 880-0911 宮崎市大字田吉4374番地1
宮崎市群医師会病院 880-2102 宮崎市有田1173番地 小岩屋　宏
宮崎大学医学部附属病院 889-1692 宮崎市清武町木原5200 加藤　丈司
宮崎大学医学部附属病院 889-1692 宮崎市清武町木原5200 北　俊弘
宮崎大学医学部附属病院 889-1692 宮崎市清武町木原5200 鶴田　敏博

《鹿児島県》
鹿児島医療センター 892-0853 鹿児島市城山町8番1号 中島　均
鹿児島市立病院 890-8760 鹿児島市上荒田町37-1
鹿児島大学病院 890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号 赤﨑　雄一
鹿児島大学病院 890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号 大石　充
鹿児島大学病院 890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号 宮田　昌明
社会医療法人 天陽会中央病院 892-0822 鹿児島市泉町6-7 佐藤　大祐

《沖縄県》
医療法人信和会 沖縄第一病院 901-1111 島尻郡南風原町兼城642番地の1 古波蔵　健太郎
医療法人信和会 沖縄第一病院 901-1111 島尻郡南風原町兼城642番地の1 山里　正演
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 901-1193 島尻郡南風原町字新川118-1 當真　隆
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 901-0362 糸満市真栄里870 井上　卓
中頭病院 904-2195 沖縄市字登川610番地 小田口　尚幸
琉球大学病院 903-0215 中頭郡西原町字上原207番地 大屋　祐輔
琉球大学病院 903-0215 中頭郡西原町字上原207番地 古波蔵　健太郎
琉球大学病院 903-0215 中頭郡西原町字上原207番地 崎間　敦
琉球大学病院 903-0215 中頭郡西原町字上原207番地 又吉　哲太郎
琉球大学病院 903-0215 中頭郡西原町字上原207番地 山里　正演


