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北海道

独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 北海道がんセンター
独⽴⾏政法⼈  地域医療機能推進機構  札幌北⾠病院
市⽴室蘭総合病院
市⽴旭川病院
名寄市⽴総合病院
医療法⼈王⼦総合病院
岩⾒沢市⽴総合病院
社会福祉法⼈北海道社会事業協会 帯広病院
留萌市⽴病院
総合病院伊達赤十字病院
社会福祉法⼈北海道社会事業協会 ⼩樽病院
深川市⽴病院
医療法⼈北晨会 恵み野病院
JA北海道厚⽣連 倶知安厚⽣病院
JA北海道厚⽣連 遠軽厚⽣病院
JA北海道厚⽣連 網⾛厚⽣病院
八雲総合病院

⻘森県
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構弘前病院
弘前大学医学部附属病院
津軽保健⽣活協同組合   健⽣病院健⽣病院
⿊⽯市国⺠健康保険⿊⽯病院
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構⻘森労災病院
つがる⻄北五広域連合つがる総合病院
八⼾赤十字病院
三沢市⽴三沢病院

岩手県
岩手医科大学附属病院
盛岡市⽴病院
岩手県⽴釜⽯病院
岩手県⽴宮古病院
岩手県⽴久慈病院
岩手県⽴⼆⼾病院
北上済⽣会病院

宮城県
東北医科薬科大学病院

秋田県
秋田大学医学部附属病院
市⽴横手病院
大館市⽴総合病院
市⽴角館総合病院

山形県



山形大学医学部附属病院
⽶沢市⽴病院

福島県
福島労災病院
福島県厚⽣農業協同組合連合会白河厚⽣総合病院
公⽴藤田総合病院
福島県⽴医科大学会津医療センター附属病院

茨城県
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 霞ヶ浦医療センター
東京医科大学茨城医療センター
医療法⼈社団筑波記念会  筑波記念病院
医療法⼈社団常仁会  ⽜久愛和総合病院
社会医療法⼈社団光仁会   総合守⾕第⼀病院
友愛記念病院

栃木県
上都賀総合病院
那須赤十字病院

群馬県
⾢楽館林医療事務組合館林厚⽣病院
公⽴藤岡総合病院
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 渋川医療センター
⽼年病研究所附属病院

埼玉県
医療法⼈財団健和会   みさと健和病院
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⻄埼⽟中央病院
防衛医科大学校病院
⼩川赤十字病院
医療法⼈社団愛友会 三郷中央総合病院
草加市⽴病院
北⾥大学メディカルセンター
医療法⼈秀和会 秀和総合病院
埼⽟県済⽣会栗橋病院
さいたま市⺠医療センター

千葉県
東京慈恵会医科大学附属柏病院
医療法⼈社団保健会 ⾕津保健病院
医療法⼈財団  明理会  ⾏徳総合病院
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 船橋中央病院

東京都
東邦大学医療センター大森病院
自衛隊中央病院
⽴正佼成会附属佼成病院
博慈会記念総合病院
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
⽇本医科大学多摩永山病院
東京慈恵会医科大学附属第三病院



医療法⼈社団順江会 江東病院
医療法⼈社団東光会  ⻄東京中央総合病院
公益財団法⼈  東京都医療保健協会  練⾺総合病院
公⽴阿伎留医療センター
医療法⼈社団成和会 ⻄新井病院
公益財団法⼈⽇産厚⽣会 ⽟川病院
板橋区医師会病院
⽇野市⽴病院
公⽴福⽣病院
⽇本大学病院

神奈川県
⽇本医科大学武蔵⼩杉病院
大和市⽴病院
医療法⼈社団明芳会  横浜旭中央総合病院
医療法⼈柏堤会 ⼾塚共⽴第1病院
医療法⼈社団  康⼼会  湘南東部総合病院
昭和大学横浜市北部病院
医療法⼈社団康⼼会康⼼会汐⾒台病院
秦野赤十字病院
山近記念総合病院
聖マリアンナ医科大学横浜市⻄部病院
川崎市⽴多摩病院

新潟県
新潟県⽴がんセンター新潟病院
医療法⼈⽴川メディカルセンター   ⽴川綜合病院
新潟県⽴中央病院
柏崎総合医療センター
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構  新潟労災病院
新潟県⽴十⽇町病院
新潟県厚⽣農業協同組合連合会  村上総合病院
新潟県厚⽣農業協同組合連合会  新潟医療センター
社会福祉法⼈新潟市社会事業協会  信楽園病院
新潟医療⽣活協同組合  ⽊⼾病院
新潟県地域医療推進機構   ⿂沼基幹病院

山梨県
山梨大学医学部附属病院
山梨赤十字病院

⻑野県
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構  信州上田医療センター
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構まつもと医療センター松本病院
⻑野県厚⽣農業協同組合連合会 北信総合病院
⻑野県厚⽣農業協同組合連合会南⻑野医療センター篠ノ井総合病院
⻑野県厚⽣農業協同組合連合会 北アルプス医療センターあづみ病院
昭和伊南総合病院
地⽅独⽴⾏政法⼈ ⻑野市⺠病院
安曇野赤十字病院



⻑野県⽴⽊曽病院
松本市⽴病院
伊那中央病院
⻑野県⽴信州医療センター

富山県
市⽴砺波総合病院
社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会富山県済⽣会  高岡病院
⾦沢医科大学氷⾒市⺠病院
富山県済⽣会富山病院

石川県
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⾦沢医療センター
⾦沢医科大学病院
⾦沢大学附属病院
国⺠健康保険⼩松市⺠病院
医療法⼈社団和楽仁芳珠記念病院
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構⾦沢病院
医療法⼈社団浅ノ川 浅ノ川総合病院
公⽴能登総合病院
⾦沢市⽴病院

岐阜県
岐阜大学医学部附属病院
多治⾒市⺠病院
⼟岐市⽴総合病院
岐阜県⽴下呂温泉病院
高山赤十字病院
岐阜赤十字病院
岐阜勤労者医療協会みどり病院
医療法⼈社団 カワムラヤスオメディカルソサエティ　河村病院
岐阜県厚⽣農業協同組合連合会 中濃厚⽣病院
岐阜県厚⽣農業協同組合連合会 東濃厚⽣病院
⽻島市⺠病院
朝⽇大学病院
岐阜県厚⽣農業協同組合連合会   揖斐厚⽣病院
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻑良医療センター

静岡県
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構静岡医療センター
独⽴⾏政法⼈労働者健康福祉機構  浜松労災病院
浜松医療センター
JA静岡厚⽣連静岡厚⽣病院
総合病院浜松赤十字病院

愛知県
聖霊病院
愛知医科大学病院
成田記念病院
碧南市⺠病院
社会医療法⼈志聖会   ⽝山中央病院



愛知県厚⽣農業協同組合連合会  稲沢厚⽣病院
三重県

三重県厚⽣農業協同組合連合会  鈴⿅中央総合病院
三重県厚⽣農業協同組合連合会 松阪中央総合病院
三重県⽴志摩病院
社会医療法⼈峰和会  鈴⿅回⽣病院

福井県
⼀般財団法⼈新田塚医療福祉センター  福井総合病院

京都府
京都山城総合医療センター

大阪府
関⻄医科大学総合医療センター
NTT⻄⽇本大阪病院
社会医療法⼈きつこう会  多根総合病院
社会医療法⼈仙養会北摂総合病院
医療法⼈徳洲会 松原徳洲会病院
市⽴⾙塚病院
関⻄医科大学附属病院
社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会支部大阪府済⽣会茨⽊病院

兵庫県
社会福祉法⼈　恩賜財団　済⽣会兵庫県病院
神⼾大学医学部附属病院
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 関⻄労災病院
高砂市⺠病院
市⽴川⻄病院
社会医療法⼈   製鉄記念広畑病院
公⽴八⿅病院
⼀般財団法⼈甲南会甲南病院
⼀般財団法⼈甲南会六甲アイランド甲南病院
社団法⼈⽇本海員掖済会 神⼾掖済会病院
北播磨総合医療センター
医療法⼈社団顕鐘会   神⼾百年記念病院

奈良県
奈良県⻄和医療センター
奈良県⽴医科大学附属病院
済⽣会中和病院
近畿大学医学部奈良病院

和歌山県
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 和歌山労災病院
新宮市⽴医療センター
国保⽇高総合病院
橋本市⺠病院

鳥取県
⿃取市⽴病院
⿃取大学医学部附属病院
⿃取県⽴厚⽣病院



独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⽶⼦医療センター
島根県

松江市⽴病院
島根県⽴中央病院
島根大学医学部附属病院
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構  浜田医療センター
益田赤十字病院

岡山県
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構  岡山労災病院
岡山済⽣会総合病院
川崎医科大学総合医療センター
倉敷医療⽣活協同組合 総合病院⽔島協同病院
社会医療法⼈社団十全会  ⼼臓病センター榊原病院

広島県
JR広島病院
マツダ病院
広島県厚⽣農業協同組合連合会 廣島総合病院
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構福山医療センター
社会医療法⼈⾥仁会   興⽣総合病院
広島県厚⽣農業協同組合連合会尾道総合病院
市⽴三次中央病院
尾道市⽴市⺠病院
広島医療⽣活協同組合   広島共⽴病院
広島中央保健⽣活協同組合   福島⽣協病院
⽇本鋼管福山病院
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構広島⻄医療センター

山口県
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岩国医療センター
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構  山⼝労災病院
山⼝県厚⽣農業協同組合連合会周東総合病院
医療⽣活協同組合健⽂会  宇部協⽴病院
山⼝県厚⽣農業協同組合連合会⼩郡第⼀総合病院
地⽅独⽴⾏政法⼈  下関市⽴市⺠病院

徳島県
地⽅独⽴⾏政法⼈ 徳島県鳴門病院
徳島健康⽣活協同組合  徳島健⽣病院
徳島市⺠病院徳島市⺠病院
徳島県厚⽣農業協同組合連合会 吉野川医療センター
徳島県厚⽣農業協同組合連合会  阿南共栄病院
徳島県⽴三好病院

香川県
⾹川医療⽣活協同組合  高松平和病院

愛媛県
松山赤十字病院
愛媛大学医学部附属病院
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 愛媛労災病院



愛媛医療⽣活協同組合  愛媛⽣協病院
市⽴八幡浜総合病院
医療法⼈住友別⼦病院
社会医療法⼈同⼼会⻄条中央病院
⻄条市⽴周桑病院
社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会  松山病院

高知県
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構高知病院
高知県⽴あき総合病院

福岡県
久留⽶大学病院
地⽅独⽴⾏政法⼈  大牟田市⽴病院
社会医療法⼈大成会   福岡記念病院
社会医療法⼈天神会   新古賀病院
筑後市⽴病院
⼾畑共⽴病院
福岡県済⽣会⼆⽇市病院
福岡大学筑紫病院
久留⽶大学医療センター

佐賀県
佐賀大学医学部附属病院
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構   佐賀病院

⻑崎県
⻑崎みなとメディカルセンター市⺠病院
⽇本赤十字社  ⻑崎原爆病院
⻑崎県島原病院
JCHO諫早総合病院
⻑崎県五島中央病院
市⽴大村市⺠病院
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構  ⻑崎労災病院
国家公務員共済組合連合会   佐世保共済病院
⻑崎県対⾺病院

熊本県
熊本市⽴熊本市⺠病院
荒尾市⺠病院
国保⽔俣市⽴総合医療センター
公⽴⽟名中央病院
⼀般社団法⼈天草郡市医師会⽴   天草地域医療センター
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構　熊本総合病院

大分県
大分県⽴病院
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構   大分医療センター
大分赤十字病院
国家公務員共済組合連合会  新別府病院
大分県済⽣会⽇田病院

宮﨑県



宮崎県⽴⽇南病院
宮崎⽣協病院
社会医療法⼈同⼼会  古賀総合病院

⿅児島県
⿅児島大学病院
⿅児島県⽴大島病院
公益社団法⼈⿅児島共済会  南風病院
公益財団法⼈慈愛会   今村総合病院
霧島市⽴医師会医療センター

沖縄県
特定医療法⼈沖縄徳洲会   南部徳洲会病院


