
令和元年度に臨床研修プログラムを実施する予定の臨床研修病院一覧

都道府県 名称 都道府県 名称

北海道 市立函館病院 北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 医療法人社団正寿会　秋山記念病院

北海道 松前町立松前病院

北海道 八雲総合病院

北海道 独立行政法人国立病院機構八雲病院

北海道 市立函館南茅部病院

北海道 市立函館恵山病院

北海道 北海道大学病院

青森県 弘前大学医学部附属病院

北海道 市立札幌病院 北海道 市立稚内病院

北海道 市立根室病院

北海道 北海道大学病院

北海道 JA北海道厚生連　札幌厚生病院 北海道 医療法人重仁会大谷地病院

北海道 むかわ町鵡川厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　美深厚生病院

北海道 JA北海道厚生連 摩周厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　常呂厚生病院

北海道 北海道大学病院

北海道 JA北海道厚生連　帯広厚生病院

北海道 社会医療法人　母恋　天使病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 勤医協中央病院 北海道 勤医協札幌病院

北海道 医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院

北海道 道北勤医協　一条通病院

北海道 道南勤医協　函館稜北病院

北海道 道東勤医協　釧路協立病院

北海道 勤医協　苫小牧病院

北海道 勤医協　札幌西区病院

北海道 北海道大学病院

北海道 社会医療法人　母恋　天使病院

北海道 独立行政法人　地域医療機能推進機構　札幌北辰病院 北海道 医療法人重仁会大谷地病院

北海道 手稲渓仁会病院 北海道 医療法人耕仁会　札幌太田病院

北海道 JA北海道厚生連　倶知安厚生病院

北海道 医療法人北仁会　旭山病院

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会　岩内病院

北海道 広尾町国民健康保険病院

北海道 北海道立江差病院

北海道 医療法人北祐会　北祐会神経内科病院

北海道 平松記念病院

北海道 北海道大学病院 北海道 市立函館病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター

北海道 市立札幌病院

北海道 JA北海道厚生連　札幌厚生病院

北海道 ＪＲ札幌病院

北海道 社団法人北海道 勤医協中央病院

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院

北海道 手稲渓仁会病院

北海道 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院

北海道 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院

北海道 KKR札幌医療センター

北海道 NTT東日本札幌病院

北海道 社会医療法人母恋　日鋼記念病院

北海道 市立室蘭総合病院

北海道 市立旭川病院

北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　帯広厚生病院

北海道 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院

北海道 名寄市立総合病院

北海道 医療法人王子総合病院

北海道 特定医療法人北楡会札幌北楡病院

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院

北海道 社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院

北海道 砂川市立病院

北海道 江別市立病院

北海道 岩見沢市立総合病院

北海道 滝川市立病院

北海道 苫小牧市立病院

北海道 北海道社会事業協会帯広病院

北海道 北見赤十字病院

北海道 市立釧路総合病院

北海道 留萌市立病院

北海道 総合病院伊達赤十字病院

北海道 社会福祉法人函館厚生院　函館中央病院

北海道 製鉄記念室蘭病院

北海道 社会医療法人　母恋　天使病院

北海道 独立行政法人労働者健康福祉機構北海道中央労災病院

北海道 市立千歳市民病院

基幹型臨床研修病院〔基幹型相当大学病院〕 協力型臨床研修病院〔協力型相当大学病院〕



北海道 独立行政法人国立病院機構函館病院

北海道 北海道社会事業協会小樽病院

北海道 深川市立病院

北海道 医療法人徳洲会 日高徳洲会病院

北海道 釧路赤十字病院

北海道 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院

北海道 国家公務員共済組合連合会　斗南病院

北海道 旭川赤十字病院

北海道 市立稚内病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター

北海道 JA北海道厚生連 網走厚生病院

北海道 八雲総合病院

北海道 小樽市立病院

北海道 医療法人　渓和会　江別病院

北海道 特定医療法人柏葉脳神経外科病院

北海道 浦河赤十字病院

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院

北海道 医療法人　札幌麻生脳神経外科病院

北海道 医療法人社団研仁会　北海道脳神経外科記念病院

北海道 小笠原クリニック札幌病院

北海道 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 北海道 医療法人重仁会大谷地病院

北海道 北海道大学病院

北海道 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 旭川医科大学病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

山形県 医療法人山形愛心会　庄内余目病院

北海道 医療法人徳洲会 日高徳洲会病院

北海道 医療法人徳洲会　帯広徳洲会病院

北海道 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 北海道 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院

北海道 医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院

北海道 医療法人共栄会　札幌トロイカ病院

北海道 医療法人育愛会　札幌東豊病院

青森県 青森県立中央病院

北海道 名寄市立総合病院

北海道 KKR札幌医療センター 北海道 平松記念病院

北海道 北海道大学病院

北海道 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院

北海道 札幌医科大学附属病院 北海道 市立函館病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター

北海道 市立札幌病院

北海道 JR札幌病院

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院

北海道 手稲渓仁会病院

北海道 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院

北海道 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院

北海道 KKR札幌医療センター

北海道 NTT東日本札幌病院

北海道 社会医療法人母恋　日鋼記念病院

北海道 市立室蘭総合病院

北海道 市立旭川病院

北海道 JA北海道厚生連　帯広厚生病院

北海道 医療法人王子総合病院

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院

北海道 社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院

北海道 北海道立江差病院

北海道 砂川市立病院

北海道 江別市立病院

北海道 岩見沢市立総合病院

北海道 社会医療法人　北斗　北斗病院

北海道 滝川市立病院

北海道 苫小牧市立病院

北海道 北海道社会事業協会帯広病院

北海道 北見赤十字病院

北海道 市立釧路総合病院

北海道 留萌市立病院

北海道 広域紋別病院

北海道 総合病院伊達赤十字病院

北海道 製鉄記念室蘭病院

北海道 社会医療法人　母恋　天使病院

北海道 市立千歳市民病院

北海道 あかびら市立病院

北海道 社会福祉法人　北海道社会事業協会小樽病院

北海道 医療法人徳洲会 日高徳洲会病院

北海道 釧路赤十字病院

北海道 国家公務員共済組合連合会　斗南病院

北海道 旭川赤十字病院

北海道 医療法人　澤山会　手稲病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター

北海道 市立根室病院

北海道 小樽市立病院

北海道 社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院

北海道 札幌麻生脳神経外科病院



北海道 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院

北海道 札幌しらかば台病院

北海道 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院

北海道 小樽掖済会病院

北海道 社団法人北海道 勤医協中央病院

北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院

北海道 NTT東日本札幌病院 北海道 医療法人耕仁会　札幌太田病院

北海道 社会医療法人　医仁会　中村記念病院

北海道 枝幸町国民健康保険病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 社会医療法人母恋日鋼記念病院 北海道 社会医療法人友愛会　恵愛病院

北海道 社会医療法人　母恋　天使病院

北海道 医療法人社団千寿会　三愛病院

北海道 松前町立松前病院

北海道 医療法人社団医修会 大川原脳神経外科病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 市立室蘭総合病院 北海道 独立行政法人国立病院機構八雲病院

北海道 医療法人社団洞仁会　洞爺温泉病院

北海道 社会医療法人母恋　日鋼記念病院

北海道 製鉄記念室蘭病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 市立旭川病院 北海道 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター

北海道 枝幸町国民健康保険病院

北海道 北海道立羽幌病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 北海道大学病院

北海道 江別市立病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 北海道 医療法人社団　旭川圭泉会病院

北海道 社会福祉法人　北海道療育園

北海道 むかわ町鵡川厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　美深厚生病院

北海道 JA北海道厚生連 摩周厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　常呂厚生病院

北海道 北海道大学病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 旭川赤十字病院

北海道 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター

北海道 旭川医科大学病院 北海道 市立函館病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター

北海道 JA北海道厚生連　札幌厚生病院

北海道 JR札幌病院

北海道 医療法人耕仁会　札幌太田病院

北海道 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院

北海道 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院

北海道 社会医療法人母恋　日鋼記念病院

北海道 市立旭川病院

北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院

北海道 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院

北海道 名寄市立総合病院

北海道 医療法人　王子総合病院

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院

東京都 東京都立墨東病院

東京都 武蔵野赤十字病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

北海道 社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院

北海道 砂川市立病院

北海道 江別市立病院

北海道 岩見沢市立総合病院

北海道 社会医療法人　北斗　北斗病院

北海道 滝川市立病院

北海道 北見赤十字病院

北海道 市立釧路総合病院

北海道 留萌市立病院

北海道 製鉄記念室蘭病院

北海道 市立千歳市民病院

北海道 深川市立病院

北海道 医療法人徳洲会 日高徳洲会病院

北海道 医療法人徳洲会　帯広徳洲会病院

北海道 釧路赤十字病院

北海道 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院

北海道 旭川赤十字病院

北海道 医療法人社団　旭川圭泉会病院

北海道 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター

北海道 市立稚内病院

北海道 JA北海道厚生連 遠軽厚生病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター

北海道 独立行政法人国立病院機構帯広病院

北海道 士別市立病院

北海道 JA北海道厚生連 網走厚生病院



北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会　富良野病院

北海道 医療法人北晨会　恵み野病院

北海道 小林病院

北海道 医療法人健康会　くにもと病院

北海道 特定医療法人明生会　網走脳神経外科リハビリテーション病院

北海道 医療法人社団慶友会　吉田病院

北海道 医療法人社団医修会 大川原脳神経外科病院

北海道 医療法人雄心会　函館新都市病院

北海道 医療法人社団　志恩会　相川記念病院

北海道 社会福祉法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院

北海道 医療法人社団研仁会　北海道脳神経外科記念病院

北海道 医療法人社団　明生会　イムス札幌消化器中央総合病院

北海道 道東脳神経外科病院

神奈川県 医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合病院

北海道 社会医療法人　禎心会病院

北海道 豊岡中央病院

北海道 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院

北海道 八雲総合病院

北海道 清水赤十字病院

北海道 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 むかわ町鵡川厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　美深厚生病院

北海道 JA北海道厚生連 摩周厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　常呂厚生病院

北海道 北海道大学病院

北海道 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 北海道 釧路赤十字病院

北海道 町立中標津病院

北海道 町立厚岸病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 JA北海道厚生連 摩周厚生病院

北海道 市立釧路総合病院

北海道 名寄市立総合病院 北海道 JA北海道厚生連　美深厚生病院

北海道 枝幸町国民健康保険病院

北海道 中頓別町国民健康保険病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 士別市立病院

北海道 医療法人王子総合病院 北海道 医療法人社団玄洋会道央佐藤病院

北海道 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 勤医協　苫小牧病院

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 北海道 医療法人社団　五稜会病院

北海道 北海道大学病院

北海道 社団法人北海道 勤医協中央病院

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道 函館渡辺病院

北海道 松前町立松前病院

北海道 社会福祉法人函館厚生院　ななえ新病院

北海道 医療法人雄心会　函館新都市病院

北海道 医療法人社団　函館脳神経外科病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 砂川市立病院 北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 江別市立病院 北海道 北海道立羽幌病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 岩見沢市立総合病院 北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 社会医療法人北斗 北斗病院 北海道 医療法人社団博仁会　大江病院

北海道 公立芽室病院

北海道 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 社会福祉法人　北海道社会事業協会帯広病院

北海道 滝川市立病院 北海道 砂川市立病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 苫小牧市立病院 北海道 医療法人大島記念会　苫小牧緑ヶ丘病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会 帯広病院 北海道 医療法人社団博仁会　大江病院

北海道 社会医療法人　北斗　北斗病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 JA北海道厚生連　帯広厚生病院

北海道 北見赤十字病院 北海道 置戸赤十字病院

北海道 小清水赤十字病院



北海道 北海道大学病院

北海道 北海道立北見病院

北海道 市立釧路総合病院 北海道 町立厚岸病院

北海道 JA北海道厚生連 摩周厚生病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 北海道大学病院

北海道 留萌市立病院 北海道 砂川市立病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 市立旭川病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 総合病院伊達赤十字病院 北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 社会医療法人母恋　日鋼記念病院

北海道 市立室蘭総合病院

北海道 医療法人王子総合病院

北海道 北見赤十字病院

北海道 製鉄記念室蘭病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 北海道 函館渡辺病院

北海道 松前町立松前病院

北海道 社会福祉法人函館厚生院　ななえ新病院

北海道 北海道大学病院

北海道 製鉄記念室蘭病院 北海道 社会医療法人友愛会　恵愛病院

北海道 総合病院伊達赤十字病院

北海道 医療法人社団千寿会　三愛病院

北海道 社会医療法人母恋 天使病院 北海道 国家公務員共済組合連合会　斗南病院

北海道 医療法人　澤山会　手稲病院

北海道 社会医療法人母恋　日鋼記念病院

北海道 札幌麻生脳神経外科病院

北海道 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院

北海道 札幌しらかば台病院

北海道 北海道大学病院

北海道 社団法人北海道 勤医協中央病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 独立行政法人国立病院機構 函館病院 宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

北海道 奥尻町国民健康保険病院

北海道 せたな町立国保病院

北海道 独立行政法人国立病院機構八雲病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター

北海道 北海道大学病院

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院 北海道 小樽市立病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 深川市立病院 北海道 医療法人社団厚北会　吉本病院

北海道 北海道大学病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 総合病院 釧路赤十字病院 北海道 小清水赤十字病院

北海道 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院

北海道 清水赤十字病院

北海道 北海道大学病院

北海道 北見赤十字病院

北海道 市立釧路総合病院

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 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 北海道 JA北海道厚生連　帯広厚生病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 北海道 社会医療法人　医仁会　中村記念病院

北海道 医療法人社団　五稜会病院

北海道 医療法人育愛会　札幌東豊病院

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院

北海道 社会医療法人　母恋　天使病院

北海道 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 旭川赤十字病院 北海道 小清水赤十字病院

北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 釧路赤十字病院

北海道 医療法人社団慶友会　吉田病院

北海道 置戸赤十字病院

北海道 医療法人健康会　くにもと病院

北海道 清水赤十字病院

北海道 北見赤十字病院

北海道 医療法人社団　旭川圭泉会病院

北海道 留萌市立病院

北海道 北海道立羽幌病院

群馬県 前橋赤十字病院

北海道 松前町立松前病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 医療法人北晨会 恵み野病院 北海道 社会医療法人　母恋　天使病院

北海道 医療法人盟侑会　島松病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 旭川医科大学病院



北海道 千歳病院

北海道 市立千歳市民病院

北海道 小樽市立病院 北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 北海道大学病院

北海道 JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 北海道 JA北海道厚生連　札幌厚生病院

北海道 むかわ町鵡川厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　美深厚生病院

北海道 JA北海道厚生連 摩周厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　常呂厚生病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

北海道 JA北海道厚生連　帯広厚生病院

北海道 JA北海道厚生連 遠軽厚生病院

北海道 JA北海道厚生連 網走厚生病院

北海道 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター 北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院

北海道 旭川赤十字病院

東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター

北海道 医療法人社団　旭川圭泉会病院

北海道 置戸赤十字病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター

北海道 独立行政法人国立病院機構八雲病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター

北海道 独立行政法人国立病院機構函館病院

北海道 独立行政法人国立病院機構帯広病院

北海道 北海道大学病院

北海道 市立旭川病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会 富良野病院 北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院

北海道 社会医療法人博友会 北の峰病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 北海道 旭川医科大学病院

北海道 医療法人社団　旭川圭泉会病院

北海道 むかわ町鵡川厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　美深厚生病院

北海道 JA北海道厚生連 摩周厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　常呂厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　帯広厚生病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター

北海道 北海道立向陽ヶ丘病院

北海道 JA北海道厚生連　倶知安厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院

北海道 JA北海道厚生連 網走厚生病院 北海道 JA北海道厚生連　帯広厚生病院

北海道 むかわ町鵡川厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　美深厚生病院

北海道 JA北海道厚生連 摩周厚生病院

北海道 北海道立向陽ヶ丘病院

北海道 JA北海道厚生連　常呂厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　札幌厚生病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 北海道大学病院

北海道 JA北海道厚生連 遠軽厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　倶知安厚生病院

北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院

北海道 市立稚内病院 北海道 名寄市立総合病院

北海道 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 市立札幌病院

北海道 八雲総合病院 北海道 市立函館病院

北海道 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 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 北海道 NTT東日本札幌病院

北海道 独立行政法人国立病院機構八雲病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター

北海道 独立行政法人国立病院機構函館病院

北海道 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター

北海道 独立行政法人国立病院機構帯広病院

北海道 北海道大学病院

北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 北海道 札幌医科大学附属病院

北海道 市立根室病院

北海道 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院

北海道 社会医療法人孝仁会　星が浦病院

北海道 清水桜が丘病院

北海道 市立釧路総合病院

北海道 釧路赤十字病院

青森県 独立行政法人国立病院機構弘前病院 青森県 弘前大学医学部附属病院

宮城県 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター

青森県 津軽保健生活協同組合　健生病院

青森県 弘前市立病院

青森県 黒石市国民健康保険黒石病院



青森県 一般財団法人愛成会　弘前愛成会病院

青森県 弘前大学医学部附属病院 北海道 市立函館病院

北海道 札幌医科大学附属病院

青森県 独立行政法人国立病院機構弘前病院

青森県 八戸市立市民病院

青森県 青森県立中央病院

千葉県 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院

青森県 津軽保健生活協同組合　健生病院

青森県 十和田市立中央病院

青森県 下北医療センター　むつ総合病院

青森県 青森市民病院

青森県 弘前市立病院

北海道 医療法人社団正寿会　秋山記念病院

青森県 独立行政法人国立病院機構青森病院

青森県 黒石市国民健康保険黒石病院

青森県 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院

青森県 つがる西北五広域連合　つがる総合病院

青森県 三沢市立三沢病院

秋田県 大館市立総合病院

秋田県 大館市立扇田病院

北海道 八雲総合病院

北海道 独立行政法人国立病院機構八雲病院

青森県 八戸赤十字病院

青森県 国民健康保険　五戸総合病院

青森県 一般財団法人黎明郷　弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

青森県 医療法人整友会　弘前記念病院

青森県 八戸市立市民病院 青森県 弘前大学医学部附属病院

宮城県 東北大学病院

青森県 青森県立中央病院 青森県 弘前大学医学部附属病院

青森県 八戸市立市民病院

青森県 下北医療センター　むつ総合病院

青森県 黒石市国民健康保険黒石病院

青森県 津軽保健生活協同組合　健生病院 青森県 独立行政法人国立病院機構弘前病院

青森県 津軽保健生活協同組合　藤代健生病院

青森県 青森保健生活協同組合　あおもり協立病院

青森県 弘前市立病院

青森県 青森保健生活協同組合　生協さくら病院

岩手県 盛岡医療生活協同組合　川久保病院

青森県 十和田市立中央病院 青森県 独立行政法人国立病院機構弘前病院

青森県 弘前大学医学部附属病院

青森県 青森県立中央病院

宮城県 東北大学病院

青森県 三沢市立三沢病院

青森県 国民健康保険　五戸総合病院

青森県 下北医療センター　むつ総合病院 - -

青森県 青森市民病院 青森県 青森県立つくしが丘病院

青森県 黒石市国民健康保険黒石病院 青森県 独立行政法人国立病院機構　弘前病院

青森県 弘前大学医学部附属病院

沖縄県 沖縄県立中部病院

青森県 津軽保健生活協同組合　健生病院

青森県 独立行政法人国立病院機構弘前病院

青森県 つがる西北五広域連合　つがる総合病院

青森県 一般財団法人愛成会　弘前愛成会病院

青森県 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院 千葉県 独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院

神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院

愛知県 独立行政法人労働者健康福祉機構　中部労災病院

青森県 八戸赤十字病院

青森県
つがる西北五広域連合つがる総合病院

青森県 弘前大学医学部附属病院

青森県 弘前市立病院

青森県 黒石市国民健康保険黒石病院

青森県 一般財団法人黎明郷　弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

青森県 医療法人整友会　弘前記念病院

青森県 八戸赤十字病院 青森県 八戸市立市民病院

岩手県 岩手医科大学附属病院

青森県 三沢市立三沢病院 青森県 弘前大学医学部附属病院

青森県 十和田市立中央病院

岩手県 岩手医科大学附属病院 岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

埼玉県 埼玉医科大学病院



北海道 社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立千厩病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 もりおかこども病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構盛岡病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 八幡平市国民健康保険西根病院

岩手県 医療法人社団帰厚堂南昌病院

岩手県 岩手医科大学附属花巻温泉病院

岩手県 岩手県立東和病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構花巻病院

岩手県 岩手県立江刺病院

岩手県 奥州市総合水沢病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構釜石病院

岩手県 洋野町国民健康保険種市病院

岩手県 岩手県立一戸病院

岩手県 岩手県立軽米病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会かづの厚生病院

秋田県 能代厚生医療センター

岩手県 独立行政法人国立病院機構　岩手病院

岩手県 盛岡友愛病院

青森県 八戸赤十字病院

岩手県 社会医療法人智徳会　未来の風せいわ病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 岩手県立中央病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立千厩病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 もりおかこども病院

岩手県 東八幡平病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 八幡平市国民健康保険西根病院

岩手県 岩手県立東和病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構花巻病院

岩手県 岩手県立高田病院

岩手県 岩手県立遠野病院

岩手県 岩手県立一戸病院

岩手県 岩手県立軽米病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 盛岡赤十字病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

愛知県 藤田医科大学病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 医療法人仁医会（財団）　都南病院

岩手県 盛岡友愛病院

 岩手県 社会医療法人智徳会　未来の風せいわ病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 岩手県立胆沢病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立南光病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立千厩病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 岩手県立江刺病院

岩手県 岩手県立遠野病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構　岩手病院

岩手県 医療法人社団創生会　おとめがわ病院

岩手県 岩手県立中部病院



岩手県 岩手県立磐井病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立南光病院

岩手県 岩手県立千厩病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 岩手県立大船渡病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立千厩病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

宮城県 気仙沼市立病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 岩手県立高田病院

岩手県 岩手県立遠野病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構釜石病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 岩手県立釜石病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立千厩病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 釜石厚生病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構釜石病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 岩手県立宮古病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 医療法人財団正清会　三陸病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 岩手県立久慈病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立千厩病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 岩手県立一戸病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 社団医療法人祐和会　北リアス病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 岩手県立二戸病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立千厩病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 岩手県立一戸病院



岩手県 岩手県立軽米病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 盛岡市立病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 北上済生会病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構花巻病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市南部病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 岩手県立中部病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 盛岡赤十字病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立南光病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 盛岡市立病院

岩手県 岩手県立東和病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構花巻病院

岩手県 公益財団法人総合花巻病院

岩手県 岩手県立遠野病院

岩手県 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院

宮城県 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター - -

宮城県 独立行政法人労働者健康安全機構　東北労災病院 宮城県 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター

宮城県 東北大学病院

宮城県 宮城県立こども病院

神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院

宮城県 一般財団法人広南会広南病院

宮城県 東北公済病院

秋田県 独立行政法人労働者健康安全機構　秋田労災病院

宮城県 医療法人東北会　東北会病院

宮城県 仙台市立病院 宮城県 一般財団法人　みやぎ静心会　国見台病院

宮城県 宮城県立精神医療センター

宮城県 坂総合病院 青森県 津軽保健生活協同組合　藤代健生病院

宮城県
医療法人菅野愛生会　緑ヶ丘病院

宮城県
宮城県立精神医療センター

宮城県 公益財団法人宮城厚生協会　泉病院

宮城県 公益財団法人宮城厚生協会　長町病院　

宮城県 公益財団法人宮城厚生協会　古川民主病院

山形県 鶴岡協立病院

山形県 医療法人社団　松柏会　至誠堂総合病院

宮城県 東北大学病院 青森県 八戸市立市民病院

青森県 青森県立中央病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立南光病院

宮城県 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター

宮城県 独立行政法人労働者健康安全機構　東北労災病院

宮城県 仙台市立病院

宮城県 坂総合病院

宮城県 東北医科薬科大学病院

宮城県 大崎市民病院

宮城県 石巻赤十字病院

宮城県 社会医療法人将道会　総合南東北病院

宮城県 スズキ記念病院

宮城県 宮城県立こども病院

宮城県 独立行政法人地域医療機能推進機構　仙台病院

宮城県 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　由利組合総合病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　平鹿総合病院

山形県 山形県立中央病院



山形県 山形市立病院済生館

山形県 独立行政法人山形県酒田市病院機構　日本海総合病院

山形県 米沢市立病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

福島県 公益財団法人星総合病院

福島県 竹田綜合病院

福島県 いわき市立総合磐城共立病院

福島県 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

福島県 公益財団法人金森和心会針生ケ丘病院

福島県 独立行政法人労働者健康安全機構　福島労災病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター

埼玉県 さいたま赤十字病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立宮古病院

青森県 十和田市立中央病院

秋田県 大曲厚生医療センター

福島県 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院

宮城県 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院

宮城県 公立刈田綜合病院

福島県 福島県厚生農業協同組合連合会　白河厚生総合病院

山形県 山形県立新庄病院

宮城県 気仙沼市立病院

宮城県 石巻市立病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

秋田県 医療法人青嵐会本荘第一病院

宮城県 みやぎ県南中核病院

宮城県 塩竃市立病院

宮城県 仙台赤十字病院

北海道 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院

宮城県 公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構花巻病院

岩手県 奥州市総合水沢病院

岩手県 岩手県立高田病院

岩手県 岩手県立遠野病院

宮城県 丸森町国民健康保険丸森病院

宮城県 地方独立行政法人宮城県立病院機構　宮城県立がんセンター

宮城県 JR仙台病院

宮城県 独立行政法人地域医療機能推進機構　仙台南病院

宮城県 独立行政法人国立病院機構宮城病院

宮城県 独立行政法人国立病院機構西多賀病院

宮城県 公益財団法人宮城厚生協会　長町病院　

宮城県 一般財団法人広南会広南病院

宮城県 東北公済病院

宮城県 栗原市立栗原中央病院

宮城県 登米市立登米市民病院

秋田県 市立角館総合病院

山形県 公立学校共済組合東北中央病院

福島県 福島県厚生農業協同組合連合会　塙厚生病院

福島県 公立相馬総合病院

埼玉県 国立障害者リハビリテーション病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構　岩手病院

宮城県 東北医科薬科大学若林病院

青森県 国民健康保険　五戸総合病院

岩手県 岩手県立中部病院

宮城県 東北医科薬科大学病院 宮城県 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター

宮城県 東北大学病院

宮城県 石巻市立病院

宮城県 登米市立登米市民病院

宮城県 東北医科薬科大学若林病院

宮城県 公立黒川病院

宮城県 南三陸病院

宮城県 大崎市民病院 宮城県 東北大学病院

宮城県 一般財団法人みやぎ静心会国見台病院

宮城県 登米市立登米市民病院

宮城県 医療法人菅野愛生会　こころのホスピタル・古川グリーンズヒルズ

宮城県 石巻赤十字病院 宮城県 東北大学病院

千葉県 成田赤十字病院

沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

沖縄県 特定医療法人仁愛会　浦添総合病院

宮城県 社会医療法人将道会総合南東北病院 宮城県 東北医科薬科大学病院

宮城県 スズキ記念病院

宮城県 宮城県立こども病院

福島県 一般財団法人脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院

宮城県 宮城県立精神医療センター

宮城県 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 宮城県 仙台市立病院

宮城県 一般財団法人みやぎ静心会国見台病院

東京都 JCHO東京新宿メディカルセンター

宮城県 公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院

宮城県 東北公済病院

宮城県 医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院 宮城県 独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院

宮城県 一般財団法人みやぎ静心会国見台病院

静岡県 榛原総合病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

山形県 医療法人徳洲会　庄内余目病院



北海道 医療法人静仁会　静仁会静内病院

宮城県 東北公済病院

宮城県 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 宮城県 東北大学病院

宮城県 社会医療法人将道会総合南東北病院

宮城県 宮城県立こども病院

宮城県 独立行政法人地域医療機能推進機構　仙台病院

岩手県 岩手県立磐井病院

宮城県 気仙沼市立病院

宮城県 宮城県立精神医療センター

宮城県 一般財団法人広南会広南病院

宮城県 気仙沼市立病院 宮城県 医療法人くさの実会　光ヶ丘保養園

宮城県 医療法人移川哲仁会　三峰病院

宮城県 みやぎ県南中核病院 宮城県 東北大学病院

宮城県 宮城県立こども病院

宮城県 地方独立行政法人宮城県立病院機構　宮城県立がんセンター

宮城県 宮城県立精神医療センター

宮城県 仙台赤十字病院 宮城県 東北大学病院

秋田県 秋田赤十字病院

沖縄県 沖縄県立南部医療センタ－・こども医療センター

宮城県 宮城県立精神医療センター

北海道 清水赤十字病院

宮城県 公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 宮城県 仙台市立病院

宮城県 東北大学病院

宮城県 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院

宮城県 青葉病院

宮城県 医療法人社団脳健会　仙台東脳神経外科病院

宮城県 東北公済病院 宮城県 仙台市立病院

宮城県 東北大学病院

宮城県 石巻赤十字病院

宮城県 医療法人東北会　東北会病院

宮城県 栗原市立栗原中央病院 宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

宮城県 一般財団法人みやぎ静心会国見台病院

宮城県 東北公済病院

岩手県 独立行政法人国立病院機構　岩手病院

秋田県 秋田赤十字病院 秋田県 秋田大学医学部附属病院

北海道 置戸赤十字病院

秋田県 能代山本医師会病院

秋田県 医療法人回生会　秋田回生会病院

秋田県 市立角館総合病院

秋田県 市立大森病院

秋田県 社会医療法人明和会　中通総合病院 秋田県 医療法人回生会　秋田回生会病院

秋田県 社会医療法人明和会　中通リハビリテーション病院

秋田県 秋田大学医学部附属病院 秋田県 秋田赤十字病院

秋田県 社会医療法人明和会中通総合病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

秋田県 市立秋田総合病院

秋田県 大曲厚生医療センター

秋田県 秋田厚生医療センター

秋田県 市立横手病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

秋田県 医療法人青嵐会本荘第一病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会かづの厚生病院

秋田県 独立行政法人労働者健康安全機構　秋田労災病院

秋田県 大館市立総合病院

秋田県 大館市立扇田病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会北秋田市民病院

秋田県 能代厚生医療センター

秋田県 能代山本医師会病院

秋田県 医療法人回生会　秋田回生会病院

秋田県 医療法人久幸会今村病院

秋田県 医療法人久盛会　秋田緑ヶ丘病院

秋田県 医療法人慧眞会協和病院

秋田県 医療法人仁政会杉山病院

秋田県 医療法人白雄会白根病院

秋田県 医療法人緑陽会笠松病院

秋田県 湖東厚生病院

秋田県 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

秋田県 秋田県立脳血管研究センター

秋田県 医療法人小泉病院　小泉病院

秋田県 男鹿みなと市民病院

秋田県 医療法人　佐藤病院

秋田県 由利本荘医師会病院

秋田県 市立角館総合病院

秋田県 市立大曲病院

秋田県 市立田沢湖病院

秋田県 羽後町立羽後病院

秋田県 社会医療法人興生会　横手興生病院

秋田県 市立大森病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　由利組合総合病院 秋田県 秋田大学医学部附属病院



秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院

秋田県 大曲厚生医療センター

秋田県 秋田厚生医療センター

秋田県 市立横手病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

秋田県 医療法人青嵐会本荘第一病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会かづの厚生病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会北秋田市民病院

秋田県 能代厚生医療センター

秋田県 湖東厚生病院

秋田県 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

秋田県 社会医療法人興生会　横手興生病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 宮城県 東北大学病院

秋田県 秋田大学医学部附属病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院

秋田県 大曲厚生医療センター

秋田県 秋田厚生医療センター

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会かづの厚生病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会北秋田市民病院

秋田県 能代厚生医療センター

秋田県 湖東厚生病院

秋田県 羽後町立羽後病院

秋田県 社会医療法人興生会　横手興生病院

秋田県 市立大森病院

秋田県 市立秋田総合病院 秋田県 秋田大学医学部附属病院

秋田県 秋田厚生医療センター

秋田県 秋田県立脳血管研究センター

秋田県 市立角館総合病院

秋田県 大曲厚生医療センター 秋田県 秋田大学医学部附属病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院

秋田県 秋田厚生医療センター

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会かづの厚生病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会北秋田市民病院

秋田県 能代厚生医療センター

秋田県 医療法人慧眞会協和病院

秋田県 湖東厚生病院

秋田県 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

秋田県 市立大曲病院

秋田県 市立田沢湖病院

秋田県 羽後町立羽後病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター

秋田県 秋田厚生医療センター 秋田県 秋田大学医学部附属病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院

秋田県 大曲厚生医療センター

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会かづの厚生病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会北秋田市民病院

秋田県 能代厚生医療センター

秋田県 医療法人久盛会　秋田緑ヶ丘病院

秋田県 湖東厚生病院

秋田県 男鹿みなと市民病院

秋田県 羽後町立羽後病院

秋田県 市立大森病院

秋田県 藤原記念病院

秋田県 市立横手病院 秋田県 秋田赤十字病院

秋田県 社会医療法人青嵐会　本荘第一病院

秋田県 社会医療法人興生会　横手興生病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院 秋田県 秋田大学医学部附属病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院

岩手県 岩手県立宮古病院

秋田県 大曲厚生医療センター

秋田県 秋田厚生医療センター

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会かづの厚生病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会北秋田市民病院

秋田県 能代厚生医療センター

秋田県 湖東厚生病院

秋田県 医療法人仁恵会佐藤病院

秋田県 社会医療法人興生会　横手興生病院

北海道 JA北海道厚生連　倶知安厚生病院

秋田県 医療法人青嵐会本荘第一病院 秋田県 秋田大学医学部附属病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院

秋田県 市立横手病院

秋田県 医療法人荘和会　菅原病院

秋田県 能代厚生医療センター 岩手県 岩手医科大学附属病院

秋田県 秋田赤十字病院

秋田県 秋田大学医学部附属病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院

秋田県 大曲厚生医療センター



秋田県 秋田厚生医療センター

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会かづの厚生病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会北秋田市民病院

秋田県 能代山本医師会病院

秋田県 湖東厚生病院

秋田県 独立行政法人地域医療機能推進機構　秋田病院

秋田県 大館市立総合病院 青森県 弘前大学医学部附属病院

千葉県 日本医科大学千葉北総病院

東京都 東京医科大学八王子医療センター

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会かづの厚生病院

秋田県 大館市立扇田病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会北秋田市民病院

沖縄県 沖縄県立八重山病院

秋田県 市立角館総合病院 岩手県 岩手医科大学附属病院

秋田県 秋田大学医学部附属病院

秋田県 市立秋田総合病院

秋田県 市立横手病院

山形県 山形県立中央病院 山形県 山形県立こころの医療センター

山形県 社会医療法人二本松会山形さくら町病院

山形県 山形市立病院済生館 山形県 社会医療法人二本松会かみのやま病院

山形県 山形大学医学部附属病院 宮城県 石巻赤十字病院

山形県 山形県立中央病院

山形県 山形市立病院済生館

山形県 独立行政法人山形県酒田市病院機構　日本海総合病院

山形県 山形県立こころの医療センター

山形県 米沢市立病院

山形県 公立置賜総合病院

山形県 鶴岡市立荘内病院

山形県 山形県立新庄病院

山形県 みゆき会病院

山形県 医療法人社団斗南会秋野病院

山形県 社会医療法人二本松会山形さくら町病院

山形県 寒河江市立病院

山形県 山形県立河北病院

山形県 公立学校共済組合東北中央病院

山形県 独立行政法人国立病院機構山形病院

山形県 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院

山形県 医療法人篠田好生会篠田総合病院

山形県 医療法人篠田好生会千歳篠田病院

山形県 公立高畠病院

山形県 三友堂病院

山形県 小国町立病院

山形県 白鷹町立病院

山形県 鶴岡協立病院

山形県 独立行政法人山形県酒田市病院機構日本海総合病院 山形県 山形県立こころの医療センター

山形県 独立行政法人山形県酒田市病院機構　日本海酒田リハビリテーション病院

山形県 米沢市立病院 山形県 山形大学医学部附属病院

福島県 福島県立医科大学附属病院

山形県 公立置賜総合病院

福島県 公立大学法人福島県立医科大学　会津医療センター附属病院

山形県 独立行政法人国立病院機構　米沢病院

山形県 公立置賜総合病院 山形県 山形大学医学部附属病院

山形県 米沢市立病院

山形県 鶴岡市立荘内病院 山形県 山形県立こころの医療センター

山形県 山形県立新庄病院 山形県 山形県立こころの医療センター

山形県 医療法人社団清明会　新庄明和病院

山形県 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 山形県 山形大学医学部附属病院

茨城県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院

栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院

山形県 医療法人篠田好生会千歳篠田病院

福島県 福島県立医科大学附属病院 宮城県 社会医療法人将道会総合南東北病院

山形県 米沢市立病院

福島県 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院

福島県 一般財団法人大原記念財団清水病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

福島県 公益財団法人星総合病院

福島県 公益財団法人星総合病院星ヶ丘病院

福島県 竹田綜合病院

福島県 いわき市立総合磐城共立病院

福島県 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

福島県 公益財団法人金森和心会針生ケ丘病院

福島県 公立岩瀬病院

福島県 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院

福島県 公益財団法人磐城済世会舞子浜病院

茨城県 医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院



広島県 広島大学病院

長崎県 長崎大学病院

神奈川県 社会医療法人財団石心会川崎幸病院

福島県 医療生協わたり病院

福島県 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院

福島県 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院

福島県 公立藤田総合病院

福島県 一般財団法人温知会　会津中央病院

福島県 公立大学法人福島県立医科大学　会津医療センター附属病院

福島県 社会医療法人一陽会病院

福島県 医療法人辰星会枡記念病院

福島県 済生会福島総合病院

福島県 一般財団法人　桜ヶ丘病院

福島県 公益財団法人仁泉会北福島医療センター

福島県 一般財団法人大原記念財団大原医療センター

福島県 独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院

福島県 福島赤十字病院

福島県 医療法人板倉病院

福島県 社会医療法人福島厚生会福島第一病院

福島県 社会医療法人　あさかホスピタル

福島県 医療法人為進会　寿泉堂松南病院

福島県 三春町立三春病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属　太田熱海病院

福島県 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂香久山病院

福島県 福島県厚生農業協同組合連合会　塙厚生病院

福島県 福島県立矢吹病院

福島県 医療法人明智会つるが松窪病院

福島県 医療法人昨雲会飯塚病院

福島県 医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院

福島県 医療法人明精会会津西病院

福島県 福島県立南会津病院

福島県 公立相馬総合病院

福島県 南相馬市立総合病院

福島県 公益財団法人金森和心会雲雀ケ丘病院

福島県 医療法人済精会長橋病院

福島県 公益財団法人磐城済世会松村総合病院

福島県 福島県厚生農業協同組合連合会　坂下厚生総合病院

福島県 福島県厚生農業協同組合連合会　高田厚生病院

福島県 医療法人慈心会　村上病院

福島県 一般財団法人脳神経疾患研究所附属　南東北福島病院

福島県 医療法人　舟山病院

福島県 医療法人篤仁会　富士病院

福島県 医療法人湖山荘　福島松ヶ丘病院

福島県 福島県総合療育センター

福島県 医療法人落合会　東北病院

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

福島県 独立行政法人国立病院機構福島病院

兵庫県 社会医療法人社団　正峰会　大山病院

福島県 社団医療法人養生会かしま病院

福島県 桑野協立病院

福島県 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 一般財団法人大原記念財団清水病院

福島県 一般財団法人大原記念財団大原医療センター

福島県 福島赤十字病院

福島県 公立相馬総合病院

福島県 南相馬市立総合病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 公益財団法人金森和心会針生ケ丘病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属　太田熱海病院

福島県 公益財団法人星総合病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

福島県 公益財団法人星総合病院星ヶ丘病院

福島県 坪井病院

千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

福島県 一般財団法人温知会会津中央病院

福島県 公立大学法人福島県立医科大学　会津医療センター附属病院

福島県 三春町立三春病院

福島県 竹田綜合病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 一般財団法人温知会会津中央病院

福島県 公立大学法人福島県立医科大学　会津医療センター附属病院

福島県 いわき市立総合磐城共立病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 社団医療法人養生会かしま病院

福島県 公益財団法人ときわ会常磐病院

福島県 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 宮城県 社会医療法人将道会総合南東北病院

福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

福島県 公益財団法人金森和心会針生ケ丘病院

福島県 公立岩瀬病院

福島県 一般財団法人脳神経疾患研究所附属　南東北福島病院



福島県 独立行政法人国立病院機構福島病院

神奈川県 医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合病院

福島県 公立岩瀬病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院

福島県 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院

福島県 福島県立矢吹病院

福島県 独立行政法人国立病院機構福島病院

福島県 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 公益財団法人磐城済世会舞子浜病院

福島県 医療生協わたり病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 公立藤田総合病院

福島県 公益財団法人仁泉会北福島医療センター

福島県 福島赤十字病院

福島県 小名浜生協病院

福島県 桑野協立病院

福島県 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 宮城県 東北大学病院

福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 医療法人為進会　寿泉堂松南病院

福島県 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂香久山病院

福島県 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

福島県 公益財団法人星総合病院

福島県 福島赤十字病院

福島県 福島県厚生農業協同組合連合会　塙厚生病院

福島県 福島県立矢吹病院

福島県 公立藤田総合病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 一般財団法人　桜ヶ丘病院

福島県 公益財団法人仁泉会北福島医療センター

福島県 福島赤十字病院

福島県 一般財団法人温知会会津中央病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 竹田綜合病院

福島県 公立大学法人福島県立医科大学　会津医療センター附属病院

福島県 医療法人明智会つるが松窪病院

福島県 医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院

福島県 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

福島県 竹田綜合病院

栃木県 自治医科大学附属病院

福島県 一般財団法人温知会　会津中央病院

福島県 医療法人明精会会津西病院

福島県 福島赤十字病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院

福島県 一般財団法人大原記念財団清水病院

群馬県 前橋赤十字病院

東京都 武蔵野赤十字病院

福島県 医療生協わたり病院

福島県 公立藤田総合病院

福島県 公益財団法人仁泉会北福島医療センター

福島県 一般財団法人大原記念財団大原医療センター

福島県 公立相馬総合病院
宮城県 東北大学病院

福島県 福島県立医科大学附属病院

神奈川県横浜市立大学附属病院

神奈川県横浜市立大学附属市民総合医療センター

福島県 南相馬市立総合病院

福島県 南相馬市立総合病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院

長野県 組合立諏訪中央病院

宮城県 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院

福島県 福島赤十字病院

福島県 公立相馬総合病院

福島県 公益財団法人ときわ会常磐病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 茨城県 独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター

茨城県 独立行政法人国立病院機構　茨城東病院

茨城県 筑波大学附属病院

茨城県 社会福祉法人恩賜財団茨城県済生会支部済生会水戸済生会総合病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院水戸協同病院

茨城県 茨城保健生活協同組合　城南病院

茨城県 茨城県立中央病院

茨城県 財団法人報恩会  石崎病院

茨城県 茨城県立こども病院

茨城県 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

茨城県 茨城県立中央病院 茨城県 茨城県立こころの医療センター

栃木県 自治医科大学附属病院

茨城県 茨城県立こども病院



埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター

茨城県 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 茨城県立医療大学附属病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター

茨城県 社会福祉法人恩賜財団茨城県済生会支部済生会水戸済生会総合病院

茨城県 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

沖縄県 沖縄県立宮古病院

茨城県 社会福祉法人恩賜財団茨城県済生会支部済生会 水戸済生会総合病院 茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 茨城県立こども病院

茨城県 茨城県立こころの医療センター

茨城県 茨城保健生活協同組合　城南病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院水戸協同病院

茨城県 医療法人社団有朋会　栗田病院

茨城県 水戸赤十字病院

茨城県 株式会社日立製作所 日立総合病院 茨城県 茨城県立こころの医療センター

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 社会福祉法人恩賜財団茨城県済生会支部済生会 水戸済生会総合病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 茨城県 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院

茨城県 医療法人霞水会　土浦厚生病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会JAとりで総合医療センター

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院

茨城県 友愛記念病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター

茨城県 筑波大学附属病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 茨城県 茨城県立こころの医療センター

茨城県 土浦協同病院なめがた地域医療センター

茨城県 医療法人霞水会　土浦厚生病院

茨城県 茨城県立中央病院

茨城県 株式会社日立製作所 日立総合病院

茨城県 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

茨城県 東京医科大学茨城医療ｾﾝﾀｰ 茨城県 茨城県立中央病院

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 茨城県立医療大学付属病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会  総合病院土浦協同病院

東京都 東京医科大学病院

東京都 東京医科大学八王子医療センター

茨城県 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

茨城県 医療法人盡誠会宮本病院

茨城県 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院

茨城県 日立総合病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター

茨城県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院

茨城県 医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院

茨城県 公益財団法人筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院 茨城県 茨城県立中央病院

茨城県 茨城県立こころの医療センター

茨城県 独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 医療法人社団仁愛会水海道厚生病院

茨城県 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院

茨城県 医療法人つくばセントラル病院

茨城県 東京医科大学茨城医療センター

茨城県 社会医療法人社団光仁会　総合守谷第一病院

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院 茨城県 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター

茨城県 茨城県立中央病院

茨城県 茨城県立こころの医療センター

茨城県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院

茨城県 株式会社日立製作所日立総合病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院

茨城県 東京医科大学茨城医療センター

茨城県 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院

茨城県 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会JAとりで総合医療センター

茨城県 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院

茨城県 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院

茨城県 医療法人精光会みやざきホスピタル

栃木県 上都賀総合病院

群馬県 桐生地域医療組合　桐生厚生総合病院

茨城県 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院

千葉県 医療法人社団　圭春会　小張総合病院

茨城県 独立行政法人労働者健康安全機構　鹿島労災病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院水戸協同病院

茨城県 財団法人報恩会　石崎病院

茨城県 医療法人社団有朋会　栗田病院

茨城県 茨城県立こども病院

茨城県 水戸赤十字病院

茨城県 北茨城市立総合病院



茨城県 土浦協同病院なめがた地域医療センター

茨城県 医療法人新生会豊後荘病院

茨城県 茨城県立医療大学付属病院

茨城県 きぬ医師会病院

茨城県 医療法人つくばセントラル病院

茨城県 取手北相馬保健医療センター医師会病院

茨城県 社会医療法人社団光仁会　総合守谷第一病院

茨城県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会龍ヶ崎済生会病院

茨城県 県西総合病院

茨城県 友愛記念病院

茨城県 医療法人盡誠会宮本病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構　茨城東病院

東京都 国立精神・神経センター病院

茨城県 医療法人社団仁愛会水海道厚生病院

東京都 国立成育医療研究センター

茨城県 茨城保健生活協同組合　城南病院

茨城県 医療法人健佑会いちはら病院

茨城県 小山記念病院

茨城県 県北医療センター高萩協同病院

茨城県 国家公務員共済組合連合会水府病院

茨城県 ホスピタル坂東

茨城県 神栖済生会病院

千葉県 キッコーマン総合病院

茨城県 医療法人慶友会　守谷慶友病院

茨城県 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院

福島県 福島県立医科大学附属病院

東京都 日本医科大学付属病院

茨城県 東京医科大学茨城医療センター

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会　JAとりで総合医療センター

茨城県 東京医科大学茨城医療センター

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会JAとりで総合医療センター 茨城県 茨城県立こころの医療センター

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院

茨城県 友愛記念病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター

茨城県 医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院 茨城県 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院

茨城県 医療法人精光会みやざきホスピタル

千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

東京都 東京女子医科大学東医療センター

東京都 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 茨城県 医療法人精光会みやざきホスピタル

茨城県 財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院

茨城県 医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 茨城県 株式会社日立製作所日立総合病院

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 医療法人社団有朋会　栗田病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構茨城東病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院

東京都 東京医科大学付属病院

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

茨城県 茨城県立中央病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター

茨城県 東京医科大学茨城医療センター

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院 茨城県 水戸協同病院

茨城県 友愛記念病院

茨城県 筑波大学附属病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会 JAとりで総合医療センター

茨城県 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院水戸協同病院 茨城県 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター

茨城県 茨城県立こころの医療センター

茨城県 社会福祉法人恩賜財団茨城県済生会支部済生会水戸済生会総合病院

茨城県 筑波大学附属病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院

茨城県 財団法人  報恩会  石崎病院

茨城県 水戸赤十字病院

茨城県 茨城県立こども病院

茨城県 公益社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院

茨城県 県北医療センター高萩協同病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

茨城県 水戸赤十字病院 茨城県 医療法人社団有朋会　栗田病院

茨城県 社会福祉法人恩賜財団茨城県済生会支部済生会水戸済生会総合病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院水戸協同病院

茨城県 医療法人つくばセントラル病院 茨城県 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院

茨城県 医療法人盡誠会宮本病院

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 社会医療法人社団光仁会　総合守谷第一病院 茨城県 医療法人社団仁愛会水海道厚生病院

茨城県 公益財団法人筑波メディカルセンター　筑波メディカルセンター病院

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院



茨城県 友愛記念病院 茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県 医療法人　慈愛会　秋葉産婦人科病院

茨城県 医療法人慈政会　小柳病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会JAとりで総合医療センター

茨城県 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院

栃木県 上都賀総合病院 茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

栃木県 獨協医科大学病院

千葉県 千葉大学医学部附属病院

神奈川県 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院

栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 栃木県 医療法人恵会  皆藤病院

栃木県 自治医科大学附属病院 栃木県 上都賀総合病院

栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院

栃木県 とちぎメディカルセンターしもつが

栃木県 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院

栃木県 佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院

埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター

埼玉県 さいたま赤十字病院

神奈川県 横須賀市立うわまち病院

栃木県 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院

栃木県 公益社団法人地域医療振興協会　日光市民病院

栃木県 とちぎリハビリテーションセンター

栃木県 独立行政法人　地域医療機能推進機構　うつのみや病院

栃木県 栃木県立岡本台病院

栃木県 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院

栃木県 芳賀赤十字病院

栃木県 新小山市民病院

栃木県 医療法人心救会小山富士見台病院

静岡県 伊東市民病院

栃木県 獨協医科大学病院 栃木県 上都賀総合病院

栃木県 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院

埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター

栃木県 那須赤十字病院

栃木県 特定医療法人清和会　鹿沼病院

栃木県 医療法人朝日会　朝日病院

栃木県 独立行政法人国立病院機構　宇都宮病院

栃木県 獨協医科大学日光医療センター

栃木県 社会医療法人中山会 宇都宮記念病院

栃木県 栃木県立岡本台病院

栃木県 とちぎメディカルセンターしもつが 栃木県 上都賀総合病院

栃木県 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 北海道 浦河赤十字病院

栃木県 獨協医科大学病院

栃木県 佐野厚生農業協同組合連合会 佐野厚生総合病院 - -

栃木県 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学病院 静岡県 国際医療福祉大学熱海病院

福岡県 医療法人社団高邦会　高木病院

栃木県 栃木県立岡本台病院

東京都 医療法人財団順和会　山王病院

東京都 国際医療福祉大学三田病院

福岡県 医療法人社団高邦会　柳川リハビリテーション病院

栃木県 医療法人慈全会　那須高原病院

栃木県 国際医療福祉大学塩谷病院

千葉県 国際医療福祉大学市川病院

栃木県 那須赤十字病院 栃木県 医療法人大田原厚生会　室井病院

栃木県 獨協医科大学病院

栃木県 芳賀赤十字病院 栃木県 自治医科大学附属病院

栃木県 医療法人薫会　烏山台病院

群馬県 前橋赤十字病院 群馬県 群馬県立精神医療センター

群馬県 群馬県立小児医療センター

群馬県 原町赤十字病院

群馬県 公益財団法人　老年病研究所附属病院

群馬県 群馬県済生会前橋病院

群馬県 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター

群馬県 群馬大学医学部附属病院 栃木県 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院

群馬県 前橋赤十字病院

群馬県 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター

群馬県 桐生地域医療組合桐生厚生総合病院

群馬県 伊勢崎市伊勢崎市民病院

群馬県 利根保健生活協同組合利根中央病院

群馬県  富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院

群馬県 医療法人大和会西毛病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院

高知県 近森病院

群馬県 邑楽館林医療事務組合館林厚生病院

埼玉県 深谷赤十字病院

群馬県 SUBARU健康保険組合太田記念病院

群馬県 医療法人中沢会上毛病院

群馬県 群馬県済生会前橋病院

群馬県 群馬県立心臓血管センター

群馬県 独立行政法人地域医療機能推進機構　群馬中央病院

群馬県 社団法人前橋積善会厩橋病院



群馬県 医療法人社団日高会日高病院

群馬県 公立碓氷病院

群馬県 社団法人伊勢崎佐波医師会病院

群馬県 群馬県立精神医療センター

群馬県 医療法人赤城会　三枚橋病院

群馬県 群馬県立がんセンター

群馬県 医療法人群栄会田中病院

群馬県 群馬県立小児医療センター

群馬県 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

群馬県 公立藤岡総合病院

群馬県 原町赤十字病院

群馬県 公益財団法人老年病研究所附属病院

群馬県 医療法人社団三思会東邦病院

群馬県 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 群馬県 群馬大学医学部附属病院

群馬県 群馬県済生会前橋病院

群馬県 はるな生活協同組合　高崎中央病院

群馬県 医療法人群馬会　群馬病院

群馬県 医療法人山崎会 サンピエール病院

群馬県 医療法人社団　日高会　日高病院

群馬県 財団法人群馬慈恵会　松井田病院

群馬県 公益社団法人地域医療振興協会　西吾妻福祉病院

群馬県 産科婦人科　舘出張佐藤病院

群馬県 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

群馬県 桐生地域医療組合　桐生厚生総合病院 茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

群馬県 群馬県立心臓血管センター

群馬県 群馬県立精神医療センター

群馬県 群馬大学医学部附属病院

群馬県 原町赤十字病院

群馬県 医療法人岸会　岸病院

群馬県 医療法人社団東郷会恵愛堂病院

群馬県 伊勢崎市伊勢崎市民病院 群馬県 群馬大学医学部附属病院

群馬県 医療法人原会　原病院

群馬県 群馬県立精神医療センター

群馬県 利根保健生活協同組合利根中央病院 群馬県 前橋赤十字病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

群馬県 群馬中央医療生活協同組合　前橋協立病院

群馬県 はるな生活協同組合　高崎中央病院

群馬県 財団法人　大利根会　榛名病院

群馬県 北毛保健生活協同組合　北毛病院

群馬県 独立行政法人国立病院機構沼田病院

群馬県 公益財団法人 老年病研究所附属病院

群馬県 富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院 群馬県 医療法人大和会西毛病院

群馬県 群馬県立心臓血管センター

群馬県 群馬県立小児医療センター

群馬県 公立藤岡総合病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

群馬県 独立行政法人国立病院機構　高崎総合医療センター

群馬県 公益財団法人老年病研究所附属病院

群馬県 邑楽館林医療事務組合館林厚生病院 群馬県 医療法人赤城会　三枚橋病院

群馬県 桐生地域医療組合　桐生厚生総合病院

群馬県 おうら病院

栃木県 佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院

栃木県 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院

群馬県 前橋赤十字病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター

埼玉県 埼玉県済生会栗橋病院

群馬県 群馬県立精神医療センター

群馬県 SUBARU健康保険組合太田記念病院 群馬県 医療法人赤城会　三枚橋病院

群馬県 伊勢崎市伊勢崎市民病院

群馬県 医療法人社団三思会東邦病院

群馬県 群馬県済生会前橋病院 群馬県 群馬大学医学部附属病院

群馬県 群馬県立精神医療センター

群馬県 群馬県立小児医療センター

群馬県 西吾妻福祉病院

栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院

群馬県 産科婦人科　舘出張佐藤病院

群馬県 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

群馬県 公益財団法人老年病研究所附属病院

群馬県 独立行政法人地域医療機能推進機構　群馬中央病院

群馬県 独立行政法人地域医療機能推進機構　群馬中央病院 群馬県 赤城病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京城東病院

群馬県 医療法人社団日高会　日高病院 群馬県 富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院

群馬県 医療法人群馬会　群馬病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

群馬県 公立藤岡総合病院 群馬県 医療法人山崎会 サンピエール病院

群馬県 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

群馬県 富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院

群馬県 公益財団法人 老年病研究所附属病院

群馬県 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター 群馬県 群馬大学医学部附属病院



群馬県 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

群馬県 群馬県済生会前橋病院

群馬県 独立行政法人地域医療推進機構 群馬中央病院

群馬県 群馬県立精神医療センター

群馬県 医療法人群栄会田中病院

群馬県 群馬県立小児医療センター

群馬県 西吾妻福祉病院

群馬県 公益財団法人 老年病研究所附属病院

群馬県 公益財団法人　老年病研究所附属病院 群馬県 群馬大学医学部附属病院

群馬県 富岡地域医療企業団　公立富岡総合病院

群馬県 群馬県済生会前橋病院

群馬県 独立行政法人地域医療推進機構　群馬中央病院

群馬県 独立行政法人国立病院機構　渋川医療センター

群馬県 西吾妻福祉病院

群馬県 赤城病院

埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

埼玉県 越谷市立病院

栃木県 獨協医科大学病院

埼玉県 東埼玉総合病院

埼玉県 医療法人秀峰会　北辰病院

埼玉県 越谷市立病院 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院

埼玉県 医療法人財団健和会  みさと健和病院 千葉県 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会船橋二和病院

千葉県 松戸市立総合医療センター

千葉県 医療法人財団東京勤労者医療会  東葛病院

東京都 東京都健康長寿医療センター

東京都 東京都保健医療公社　豊島病院

東京都 東京女子医科大学東医療センター

東京都 社会医療法人社団健生会  立川相互病院

東京都 医療法人財団健康文化会  小豆沢病院

東京都 社会医療法人財団城南福祉医療協会  大田病院

東京都 東京保健生活協同組合  東京健生病院

東京都 東京ほくと医療生活協同組合  王子生協病院

埼玉県 医療法人財団東京勤労者医療会  みさと協立病院

千葉県 医療法人社団柏水会  初石病院

東京都 医療法人財団東京勤労者医療会  代々木病院

東京都 社会医療法人社団健友会　中野共立病院

東京都 東京保健医療生活協同組合　大泉生協病院

東京都 医療法人財団健和会  柳原病院

東京都 医療法人財団健和会  柳原リハビリテーション病院

埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 栃木県 自治医科大学附属病院

埼玉県 埼玉県立精神医療センター

埼玉県 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター

埼玉県 さいたま市民医療センター

埼玉県 さいたま赤十字病院

埼玉県 秩父市立病院

埼玉県 さいたま市立病院 埼玉県 埼玉県立精神医療センター

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 公立宇出津総合病院

埼玉県 川口市立医療センター 埼玉県 医療法人　高仁会　戸田病院

埼玉県 医療法人秀峰会　北辰病院

埼玉県 さいたま赤十字病院 埼玉県 小川赤十字病院

埼玉県 さいたま県立小児医療センター

埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター

群馬県 原町赤十字病院

埼玉県 医療生協さいたま生活協同組合　埼玉協同病院 埼玉県 医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院

埼玉県 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 埼玉県 さいたま市立病院

埼玉県 医療生協さいたま生活協同組合　埼玉協同病院

埼玉県 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 埼玉県 医療法人　高仁会　戸田病院

埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央産院

埼玉県 医療法人社団時正会佐々総合病院

埼玉県 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 埼玉県 埼玉県立精神医療センター

埼玉県 医療法人一心会　伊奈病院

埼玉県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会 川口総合病院 埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 埼玉医科大学病院

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

埼玉県 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 東京都 慶應義塾大学病院 

東京都 医療法人財団厚生協会 大泉病院

東京都 日本大学医学部附属板橋病院



東京都 日本大学病院

埼玉県 独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院 東京都 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院

埼玉県 独立行政法人国立病院機構　東埼玉病院

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

埼玉県 独立行政法人国立病院機構　埼玉病院

埼玉県 防衛医科大学校病院 東京都 自衛隊中央病院

東京都 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター

北海道 自衛隊札幌病院

青森県 自衛隊三沢病院

東京都 国家公務員共済組合連合会三宿病院

神奈川県 自衛隊横須賀病院

沖縄県 自衛隊那覇病院

福岡県 自衛隊福岡病院

埼玉県 社医療法人財団石心会　埼玉石心会病院 埼玉県 独立行政法人国立病院機構　西埼玉中央病院

埼玉県 川越同仁会病院

埼玉県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院

埼玉県 埼玉医科大学病院

埼玉県 埼玉医科大学病院 岩手県 岩手医科大学付属病院

栃木県 獨協医科大学病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

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

埼玉県 さいたま赤十字病院

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター

東京都 慶應義塾大学病院

東京都 日本大学医学部附属板橋病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院

長野県 信州大学医学部附属病院

鹿児島県 鹿児島市立病院

埼玉県 小川赤十字病院

埼玉県 埼玉県立がんセンター

埼玉県 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

埼玉県 医療法人財団明理会 春日部中央総合病院 埼玉県 越谷市立病院

埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

埼玉県 川口市立医療センター

埼玉県 埼玉県立精神医療センター

東京都 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院

神奈川県 東戸塚記念病院

千葉県 医療法人財団　明理会　新松戸中央総合病院

東京都 医療法人社団明和会　西八王子病院

埼玉県 医療法人三愛会総合病院

東京都 医療法人財団　明理会　明理会中央総合病院

埼玉県 小川赤十字病院 埼玉県 埼玉医科大学病院

埼玉県 医療法人社団新都市医療研究会関越会関越病院 埼玉県 埼玉医科大学病院

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター

埼玉県 医療法人武蔵野会新座志木中央総合病院 埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院

埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央産院

埼玉県 医療法人壽鶴会　菅野病院

埼玉県 深谷赤十字病院 埼玉県 小川赤十字病院

埼玉県 医療法人社団武蔵野会 ＴＭＧあさか医療センター 埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院

埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央産院

埼玉県 医療法人壽鶴会　菅野病院

埼玉県 埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院 埼玉県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会鴻巣病院

千葉県 医療法人社団木下会　千葉西総合病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

山形県 医療法人社団山形愛心会　庄内余目病院

北海道 医療法人静仁会静仁会静内病院

北海道 社会福祉法人函館共愛会  共愛会病院

埼玉県 医療法人社団協友会　彩の国東大宮メディカルセンター 埼玉県 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

神奈川県 横浜相原病院

東京都 医療法人社団瑞心会　杉並リハビリテーション病院

埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター

千葉県 医療法人社団協友会 柏厚生総合病院

埼玉県 医療法人社団輔仁会 大宮厚生病院

埼玉県 医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院 埼玉県 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

千葉県 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院　柏厚生総合病院

埼玉県 草加市立病院 東京都 医療法人財団厚生協会　東京足立病院

埼玉県 春日部市立医療センター 埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

埼玉県 独立行政法人国立病院機構　東埼玉病院

東京都 日本大学医学部附属板橋病院

埼玉県 北里大学ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 埼玉県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会鴻巣病院

神奈川県 北里大学病院

神奈川県 北里大学東病院



東京都 北里大学北里研究所病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

埼玉県 医療法人秀和会 秀和総合病院 埼玉県 草加市立病院

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

埼玉県 埼玉県済生会栗橋病院　 埼玉県 医療法人大壮会久喜すずのき病院

埼玉県 医療法人社団双鳳会山王クリニック

埼玉県 社会医療法人壮幸会 行田総合病院 埼玉県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会鴻巣病院

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

埼玉県 埼玉医科大学病院

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 さいたま市立病院

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター

埼玉県 独立行政法人国立病院機構埼玉病院

埼玉県 埼玉医科大学病院

埼玉県 社会医療法人財団慈泉会相澤病院

埼玉県 医療法人　熊谷総合病院

埼玉県 一般社団法人 巨樹の会 新久喜総合病院

埼玉県 医療法人 熊谷総合病院 埼玉県 上尾中央病院

埼玉県 埼玉医科大学病院

埼玉県 北斗病院

埼玉県 深谷赤十字病院

埼玉県 北深谷病院

埼玉県 一般社団法人 巨樹の会 新久喜総合病院

埼玉県 行田総合病院

埼玉県 さいたま市民医療センター 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター

埼玉県 埼玉精神神経センター

埼玉県 一般社団法人 巨樹の会 新久喜総合病院 埼玉県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会鴻巣病院

栃木県 深谷赤十字病院

埼玉県 埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院

埼玉県 芳賀赤十字病院

埼玉県 医療法人 熊谷総合病院

福岡県 社会医療法人財団池友会福岡和白病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新小文字病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新行橋病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院

佐賀県 新武雄病院

栃木県 一般社団法人　巨樹の会　新上三川病院

埼玉県 一般社団法人　巨樹の会　所沢明生病院

千葉県 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 千葉県 独立行政法人国立病院機構　下総精神医療センター

東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター

千葉県 国保匝瑳市民病院

千葉県 千葉県救急医療センター

千葉県 千葉県こども病院　

千葉県 独立行政法人国立病院機構下志津病院

千葉県 独立行政法人　国立病院機構　千葉東病院

千葉県 千葉大学医学部附属病院　 千葉県 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター　　　　

千葉県 松戸市立総合医療センター

千葉県 成田赤十字病院

千葉県 総合病院国保旭中央病院

千葉県 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院

千葉県 国保直営総合病院君津中央病院

神奈川県 小田原市立病院

静岡県 沼津市立病院

千葉県 医療法人社団誠馨会　千葉メディカルセンター

埼玉県 深谷赤十字病院

埼玉県 医療法人 熊谷総合病院

千葉県 千葉市立海浜病院

千葉県 千葉市立青葉病院

千葉県 独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院

千葉県 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院

神奈川県 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院

千葉県 船橋市立医療センター

神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院

栃木県 上都賀総合病院

栃木県 とちぎメディカルセンターしもつが

埼玉県 一般社団法人 巨樹の会 新久喜総合病院

千葉県 東京ベイ・市川浦安医療センター

東京都 東京都立墨東病院

千葉県 独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院

千葉県 船橋二和病院

千葉県 独立行政法人国立病院機構　千葉東病院

千葉県 東千葉メディカルセンター

千葉県 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院 千葉県 医療法人同和会　千葉病院

千葉県 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会千葉健生病院

茨城県 茨城保健生活協同組合　城南病院

埼玉県 医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院

千葉県 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院

千葉県 松戸市立総合医療センター



千葉県 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院

千葉県 独立行政法人国立病院機構下志津病院

東京都 独立行政法人　国立国際医療研究センター病院

千葉県 船橋市立医療センター - -

千葉県 東京歯科大学市川総合病院 千葉県 独立行政法人国立病院機構　下総精神医療センター

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

千葉県 医療法人社団健仁会船橋北病院

千葉県 医療法人財団　明理会　行徳総合病院

千葉県 医療法人社団啓心会岡田病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院

東京都 医療法人社団　順江会　江東病院

東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院

千葉県 浦安中央病院

埼玉県 越谷市立病院

千葉県 特定医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院 千葉県 医療法人同和会　千葉病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

山形県 医療法人山形愛心会　庄内余目病院

北海道 医療法人静仁会静仁会静内病院

千葉県 医療法人社団　良知会　共立習志野台病院

千葉県 船橋二和病院

千葉県 千葉西総合病院

千葉県 医療法人徳州会 成田富里徳州会病院

千葉県 松戸市立総合医療センター 千葉県 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院

千葉県 医療法人社団木下会　千葉西総合病院 千葉県 医療法人明柳会恩田第二病院

千葉県 医療法人梨香会秋元病院

福島県 医療法人昨雲会飯塚病院

千葉県 医療法人社団木下会鎌ヶ谷総合病院

静岡県 特定医療法人沖縄徳州会　榛原総合病院

神奈川県医療法人沖縄徳州会　湘南鎌倉総合病院

千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院

千葉県 医療法人社団柏水会　初石病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属葛飾医療センター

千葉県 財団法人復光会総武病院

千葉県 医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院 埼玉県 医療法人財団健和会　みさと健和病院

埼玉県 医療生協さいたま生活協同組合　埼玉協同病院

千葉県 松戸市立総合医療センター

東京都 立川相互病院

東京都 医療法人財団健康文化会　小豆沢病院

東京都 社会医療法人財団城南福祉医療協会  大田病院

東京都 東京保健生活協同組合　東京健生病院

東京都 東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院

茨城県 茨城保健生活協同組合　城南病院

埼玉県 医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院

千葉県 医療法人社団柏水会　初石病院

東京都 医療法人財団東京勤労者医療会　代々木病院

東京都 社会医療法人社団健友会　中野共立病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院

東京都 東京保健生活協同組合　大泉生協病院

東京都 柳原病院

千葉県 成田赤十字病院 - -

千葉県 日本医科大学千葉北総病院 東京都 日本医科大学付属病院

神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院

東京都 日本医科大学多摩永山病院

千葉県 総合病院国保旭中央病院 - -

千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 東京歯科大学市川総合病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

千葉県 千葉県済生会習志野病院

千葉県 東邦鎌谷病院

千葉県 医療法人社団翠明会　山王病院

千葉県 医療法人三矢会　八街総合病院

千葉県 医療法人　聖母会　聖マリア記念病院

千葉県 日吉台病院

千葉県 いすみ医療センター

東京都 医療法人社団森山医会　森山記念病院

東京都 医療法人社団森山医会　森山リハビリテーション病院

石川県 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院

千葉県 聖隷佐倉市民病院

千葉県 医療法人社団東光会　北総白井病院

東京都 社会福祉法人　鶴風会　東京小児療育病院

茨城県 小山記念病院

福島県 公益財団法人星総合病院



埼玉県 医療法人社団愛友会　三郷中央総合病院

東京都 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院

千葉県 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 千葉県 医療法人社団　直樹会　磯ヶ谷病院

千葉県 帝京大学ちば総合医療センター - -

千葉県 亀田総合病院 千葉県 社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター

千葉県 国保直営総合病院 君津中央病院 千葉県 医療法人同仁会木更津病院

千葉県 袖ヶ浦さつき台病院

千葉県 新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院

千葉県 医療法人社団誠馨会　千葉メディカルセンター 千葉県 セコメディック病院

千葉県 医療法人社団誠馨会　千葉中央メディカルセンター

千葉県 地方独立行政法人　さんむ医療センター

千葉県 独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター

千葉県 下志津病院

千葉県 君津中央病院

千葉県 袖ヶ浦さつき台病院

千葉県 医療法人社団圭春会 小張総合病院 千葉県 医療法人社団柏水会　初石病院

茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

東京都 東京都立墨東病院

千葉県 千葉県がんセンター 千葉県 千葉県精神科医療センター

千葉県 千葉県救急医療センター

千葉県 千葉県こども病院

千葉県 千葉県循環器病センター

千葉県 千葉県立佐原病院

千葉県 千葉県千葉リハビリテーションセンター

千葉県 独立行政法人国立病院機構　千葉東病院

千葉県 独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院

千葉県 千葉市立青葉病院

千葉県 千葉市立海浜病院

千葉県 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院

千葉県 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター

千葉県 成田赤十字病院

千葉県 医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院 埼玉県 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

神奈川県 横浜相原病院

東京都 医療法人社団瑞心会　杉並リハビリテーション病院

千葉県 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院

埼玉県 三郷中央総合病院

千葉県 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 千葉県 松戸市立総合医療センター

千葉県 医療法人明柳会恩田第二病院

東京都 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院

東京都 医療法人財団　明理会　明理会中央総合病院

千葉県 社会医療法人社団蛍水会 名戸ケ谷病院 千葉県 松戸市立総合医療センター

千葉県 医療法人社団木下会　千葉西総合病院

千葉県 医療法人社団柏水会　初石病院

千葉県 医療法人社団葵会千葉・柏リハビリテーション病院

千葉県 千葉市立青葉病院 千葉県 千葉市立海浜病院

千葉県 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会　習志野病院 千葉県 千葉県精神科医療センター

千葉県 医療法人社団和康会　三橋病院

千葉県 東京女子医科大学附属八千代医療センター

千葉県 医療法人社団誠馨会 新東京病院

千葉県 社会医療法人社団さつき会袖ヶ浦さつき台病院

東京都 東京女子医科大学東医療センター

千葉県 医療法人社団　圭春会　小張総合病院

千葉県 東京女子医科大学附属八千代医療センター

千葉県 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院

千葉県 聖隷佐倉市民病院 静岡県 社会福祉法人  聖隷福祉事業団  総合病院  聖隷三方原病院

千葉県 日本医科大学千葉北総病院

静岡県 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

千葉県 医療法人社団誠馨会　千葉中央メディカルセンター 千葉県 独立行政法人国立病院機構　下総精神医療センター

千葉県 千葉県こども病院

千葉県 医療法人社団誠馨会　千葉メディカルセンター

千葉県 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院

千葉県 千葉市立青葉病院

千葉県 東京女子医科大学附属八千代医療センター 東京都 東京女子医科大学病院

東京都 東京女子医科大学東医療センター

千葉県 医療法人財団　明理会　行徳総合病院 千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院

東京都 医療法人社団明和会　西八王子病院

東京都 医療法人財団明理会鶴川サナトリウム病院

千葉県 医療法人 明理会 新松戸中央総合病院

千葉県 千葉市立海浜病院 千葉県 千葉市立青葉病院

千葉県 千葉県救急医療センター

千葉県 東京女子医科大学附属八千代医療センター

千葉県 独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院 千葉県 船橋市立医療センター



千葉県 財団法人復光会　総武病院

千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター 神奈川県 横須賀市立うわまち病院

神奈川県 横須賀市立市民病院

三重県 三重県立志摩病院

静岡県 伊東市民病院

茨城県 石岡第一病院

栃木県 日光市民病院

群馬県 西吾妻福祉病院

栃木県 町立湯沢病院

山梨県 上野原市立病院

長崎県 市立大村市民病院

福井県 公立丹南病院

東京都 東京北医療センター

岐阜県 市立恵那病院

奈良県 市立奈良病院

宮城県 公立黒川病院

茨城県 村立東海病院

福岡県 飯塚市立病院

東京都 台東区立台東病院

東京都 練馬光が丘病院

千葉県 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院

東京都 東京逓信病院 東京都 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院

東京都 東京都立広尾病院

東京都 JR東京総合病院

東京都 一般財団法人自警会東京警察病院

東京都 神経研究所附属晴和病院

東京都 東京都立駒込病院 東京都 東京都立大塚病院

東京都 東京都立松沢病院

東京都 東京都立墨東病院

東京都 東京都立多摩総合医療センター

東京都 東京都立広尾病院

東京都 小児総合医療センター

東京都 東京都済生会中央病院 東京都 医療法人財団厚生協会 大泉病院

東京都 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会  桜ヶ丘記念病院

東京都 社会福祉法人　聖母会　聖母病院　

大分県 大分県済生会日田病院

東京都 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 神奈川県 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院

東京都 一般財団法人自警会 東京警察病院 東京都 医療法人伯鳳会東京曳舟病院

東京都 医療法人社団　根岸病院

東京都 東京逓信病院

東京都 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

東京都 JR東京総合病院

東京都 公益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 東京健生病院

東京都 聖路加国際病院 - -

東京都 社会福祉法人 三井記念病院 東京都 社会福祉法人同愛記念病院

東京都 NTT東日本関東病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 埼玉県 越谷市立病院

埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

埼玉県 埼玉県立小児医療センター

埼玉県 川越同仁会病院

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院

東京都 東京都保健医療公社　豊島病院

長野県 社会医療法人城西医療財団城西病院

静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院

東京都 医療法人社団　順江会　江東病院

茨城県 医療法人社団  平仁会  下館病院

茨城県 医療法人共助会猿島厚生病院

東京都 社会福祉法人　賛育会　賛育会病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

東京都 医療法人社団レニア会　篠宮正明記念　アルテミス・ウイメンズ・ホスピタル

東京都 独立行政法人国立病院機構東京病院

埼玉県 さいたま赤十字病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社  東部地域病院

東京都 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院

東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

東京都 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

東京都 社会福祉法人三井記念病院

東京都 日本赤十字社医療センター

東京都 独立行政法人　国立国際医療研究センター病院

東京都 国立がん研究センター中央病院

東京都 日本医科大学付属病院 東京都 日本医科大学多摩永山病院



神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 

千葉県 日本医科大学千葉北総病院

茨城県 社会福祉法人恩賜財団茨城県済生会支部済生会水戸済生会総合病院

栃木県 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院

茨城県 医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院

東京都 東京都立広尾病院

東京都 博慈会記念総合病院

東京都 武蔵野赤十字病院

徳島県 徳島大学医学部附属病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

高知県 高知大学医学部附属病院

東京都 社会医療法人財団大和会　東大和病院

神奈川県 東戸塚記念病院

石川県 社会医療法人財団　菫仙会　恵寿総合病院

福島県 一般財団法人温知会　会津中央病院

東京都 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院

山形県 医療法人山形愛心会　庄内余目病院

沖縄県 医療法人　おもと会　大浜第一病院

北海道 社会医療法人　北斗　北斗病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院 

神奈川県海老名総合病院

山梨県 山梨県立中央病院

神奈川県湘南東部総合病院

東京都 葛飾赤十字産院

東京都 武蔵村山病院

東京都 勝楽堂病院

東京都 台東区立台東病院

埼玉県 さいたま市民医療センター

茨城県 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属葛飾医療センター

東京都 北里大学　北里研究所病院 東京都 日本赤十字社医療センター

神奈川県 北里大学病院

神奈川県 北里大学東病院

東京都 医療法人財団厚生協会 大泉病院

東京都 東京大学医学部附属病院 福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

茨城県 茨城県立中央病院

茨城県 株式会社日立製作所日立総合病院

茨城県 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院

埼玉県 さいたま赤十字病院

東京都 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院

東京都 JR東京総合病院

東京都 日本赤十字社医療センター

東京都 公立学校共済組合関東中央病院

東京都 公益財団法人がん研究会 有明病院

東京都 社会福祉法人同愛記念病院

東京都 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター

静岡県 藤枝市立総合病院

静岡県 焼津市立総合病院

埼玉県 国立障害者リハビリテーション病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京高輪病院

東京都 特定医療法人大坪会　東都文京病院

東京都 国家公務員共済組合連合会東京共済病院

東京都 東京大学医科学研究所附属病院

東京都 東京逓信病院

東京都 国立がん研究センター中央病院

東京都 慶應義塾大学病院

東京都 練馬光が丘病院

神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院

静岡県 沼津市立病院

神奈川県 茅ヶ崎市立病院

東京都 東京都健康長寿医療センター

東京都 武蔵野赤十字病院

福島県 竹田綜合病院

千葉県 総合病院国保旭中央病院

千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院

東京都 東京城東病院

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 東京都 青梅市立総合病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

東京都 大森赤十字病院

埼玉県 草加市立病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院

東京都 国家公務員共済組合連合会東京共済病院

東京都 東京都立墨東病院

茨城県 茨城県厚生農業協同組合連合会　ＪＡとりで総合医療センター

東京都 東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院



東京都 社会福祉法人同愛記念病院

茨城県 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

千葉県 市立柏病院

埼玉県 医療法人秀和会秀和総合病院

東京都 公益財団法人日産厚生会玉川病院

埼玉県 医療法人顕正会蓮田病院

静岡県 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院

茨城県 友愛記念病院

東京都 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院

東京都 医療法人社団緑野会 東京品川病院

埼玉県 医療法人新青会　川口工業総合病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院

東京都 武蔵野赤十字病院

秋田県 秋田大学医学部附属病院

東京都 東京都立小児総合医療センター

東京都 荏原病院

神奈川県 相模原赤十字病院

神奈川県小田原市立病院

神奈川県独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター

神奈川県平塚市民病院

茨城県 秋葉産婦人科病院

茨城県 医療法人　慈政会　小柳病院

千葉県 医療法人明柳会恩田第二病院

東京都 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター

東京都 独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 大森赤十字病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

東京都 財団法人東京都保健医療公社 荏原病院 東京都 公益財団法人東京都保健医療公社　大久保病院

東京都 東京都立墨東病院

東京都 NTT東日本関東病院 東京都 大森赤十字病院

静岡県 東日本電信電話株式会社NTT東日本伊豆病院

東京都 日本赤十字社医療センター

東京都 大森赤十字病院 東京都 東京都立松沢病院

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院 福島県 公益財団法人星総合病院

千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

東京都 社会福祉法人同愛記念病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市南部病院

群馬県 SUBARU健康保険組合太田記念病院

東京都 公益財団法人日産厚生会玉川病院

福島県 医療法人安積保養園附属あさかホスピタル

茨城県 茨城県立こども病院

茨城県 水戸赤十字病院

栃木県 医療法人社団松籟会　宇都宮西ケ丘病院

千葉県 我孫子東邦病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京高輪病院

東京都 一般財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院

神奈川県 公益財団法人横浜勤労者福祉協会汐田総合病院

神奈川県 医療法人社団徳寿会　相模原中央病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市東部病院

東京都 国立成育医療研究センター

東京都 社会福祉法人　鶴風会　東京小児療育病院

神奈川県 社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院

神奈川県 湘南鎌倉総合病院

埼玉県 医療法人社団愛友会　三郷中央総合病院

東京都 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院

東京都 日本赤十字社医療センター

東京都 独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院

石川県 恵寿総合病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター

神奈川県川崎市立川崎病院

東京都 東京都保健医療公社　荏原病院

東京都 社会医療法人財団　仁医会　牧田総合病院

東京都 昭和大学病院 神奈川県 昭和大学藤が丘病院

東京都 昭和大学江東豊洲病院

東京都 昭和大学附属烏山病院

神奈川県 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院

東京都 昭和大学病院附属東病院

東京都 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東京都 国立成育医療研究センター

埼玉県 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構神奈川病院

東京都 社会医療法人財団　仁医会　牧田総合病院



東京都 東京都立広尾病院 東京都 東京都立駒込病院

東京都 東京都立大塚病院

東京都 JR東京総合病院 - -

東京都 日本赤十字社医療センター 東京都 NTT東日本関東病院

東京都 東京都立松沢病院 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 東京都立大塚病院

東京都 東京都立多摩総合医療センター

東京都 東京都立小児総合医療センター

東京都 JCHO東京新宿メディカルセンター 東京都 昭和大学附属烏山病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京山手メディカルセンター

東京都 公立学校共済組合 関東中央病院 東京都 日本赤十字社医療センター

東京都 国立成育医療研究センター

東京都 杏林大学医学部付属病院

山形県 公立学校共済組合東北中央病院

富山県 公立学校共済組合北陸中央病院

岐阜県 公立学校共済組合東海中央病院

兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院

広島県 公立学校共済組合中国中央病院

愛媛県 公立学校共済組合四国中央病院

福岡県 公立学校共済組合九州中央病院

群馬県 医療法人大和会西毛病院

東京都 全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター

東京都 東京医科大学病院

東京都 東京医科大学八王子医療センター

神奈川県聖マリアンナ医科大学病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市南部病院

群馬県 SUBARU健康保険組合太田記念病院

東京都 公益財団法人日産厚生会玉川病院

茨城県 水戸赤十字病院

千葉県 東邦鎌谷病院

千葉県 医療法人三矢会　八街総合病院

千葉県 鋸南町国民健康保険鋸南病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京高輪病院

東京都 社会福祉法人浅草寺病院

東京都 医療法人社団清智会　清智会記念病院

神奈川県 医療法人社団緑成会　横浜総合病院

神奈川県 医療法人明徳会　総合新川橋病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構　神奈川病院

神奈川県 医療法人邦友会　小田原循環器病院

福島県 医療法人安積保養園附属あさかホスピタル

東京都 東京武蔵野病院

埼玉県 三郷中央総合病院

東京都 医療法人社団緑野会 東京品川病院

神奈川県 総合高津中央病院

東京都 独立行政法人　国立国際医療研究センター病院

石川県 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

東京都 葛西昌医会病院

福島県 公益財団法人星総合病院

東京都 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター

東京都 自衛隊中央病院 埼玉県 防衛医科大学校病院

東京都 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター

北海道 自衛隊札幌病院

青森県 自衛隊三沢病院

東京都 国家公務員共済組合連合会三宿病院

神奈川県 自衛隊横須賀病院

沖縄県 自衛隊那覇病院

福岡県 自衛隊福岡病院

東京都 独立行政法人　国立国際医療研究センター病院 千葉県 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院

秋田県 市立角館病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社 大久保病院 東京都 東京都立広尾病院

東京都 東京都立駒込病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院

東京都 東京都立大塚病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京山手メディカルセンター 東京都 吉祥寺病院



東京都 東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

東京都 医療法人社団翠会　陽和病院

東京都 立正佼成会附属佼成病院

東京都 社会医療法人 河北医療財団 河北総合病院 静岡県 社会福祉法人  聖隷福祉事業団  総合病院  聖隷浜松病院

北海道 社会医療法人　母恋　天使病院

東京都 河北リハビリテーション病院

東京都 河北総合病院分院

東京都 立正佼成会附属佼成病院 東京都 東京都立松沢病院

東京都 杏林大学医学部付属病院

東京都 慶應義塾大学病院 栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院

栃木県 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院

栃木県 佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院

埼玉県 さいたま市立病院

埼玉県 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター

埼玉県 独立行政法人国立病院機構埼玉病院

千葉県 東京歯科大学市川総合病院

東京都 北里大学北里研究所病院

東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院

神奈川県 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院

神奈川県 平塚市民病院

静岡県 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター

静岡県 静岡赤十字病院

静岡県 静岡市立清水病院

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院

栃木県 那須赤十字病院

群馬県 SUBARU健康保険組合太田記念病院

東京都 公益財団法人　東京都医療保健協会　練馬総合病院

茨城県 水戸赤十字病院

東京都 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

東京都 稲城市立病院

東京都 日野市立病院

静岡県 浜松赤十字病院

神奈川県 川崎市立川崎病院

神奈川県 川崎市立井田病院

東京都 東京大学医学部附属病院

神奈川県 済生会横浜市東部病院

福島県 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

茨城県 独立行政法人国立病院機構　茨城東病院

栃木県 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター

東京都 医療法人財団  荻窪病院

神奈川県 横浜市立市民病院

神奈川県 大和市立病院

神奈川県 医療法人社団康心会湘南東部総合病院

群馬県 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

東京都 東京医科大学病院 茨城県 東京医科大学茨城医療センター

東京都 東京医科大学八王子医療センター

東京都 全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院

新潟県 医療法人立川メディカルセンター　柏崎厚生病院

新潟県 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター

茨城県 医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院

東京都 社会医療法人社団健友会　中野共立病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　村上総合病院

東京都 東京北医療センター

東京都 東京女子医科大学病院 東京都 東京女子医科大学東医療センター

東京都 一般財団法人至誠会第二病院

千葉県 東京女子医科大学附属八千代医療センター

茨城県 牛久愛和総合病院

埼玉県 埼玉県済生会栗橋病院

東京都 東京都健康長寿医療センター 東京都 東京都保健医療公社　豊島病院

東京都 帝京大学医学部附属病院

東京都 東京都立大塚病院

東京都 東京都立大塚病院 東京都 東京都立松沢病院

東京都 東京都保健医療公社　豊島病院

東京都 東京都立墨東病院

東京都 日本医科大学付属病院



東京都 公益財団法人がん研究会 有明病院 東京都 東京逓信病院

東京都 社会福祉法人  賛育会  賛育会病院

東京都 医療法人社団翠会　陽和病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院 東京都 東京都立大塚病院

東京都 東京都立広尾病院

東京都 東京都立駒込病院

東京都 東京都立墨東病院

東京都 東京都立小児総合医療センター

東京都 日本大学医学部附属板橋病院

東京都 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 東京都 医療法人社団翠会成増厚生病院

埼玉県 医療法人財団明理会　埼玉セントラル病院

東京都 医療法人社団明芳会　イムス記念病院

東京都 医療法人社団明和会　西八王子病院

東京都 帝京大学医学部附属病院

東京都 日本大学附属板橋病院

東京都 医療法人財団明理会　明理会中央病院

神奈川県 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院

埼玉県 医療法人財団　明理会　春日部中央総合病院

千葉県 医療法人財団　明理会　新松戸中央総合病院

神奈川県 東戸塚記念病院

東京都 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 日本大学病院

東京都 板橋区医師会病院

東京都 東京都立広尾病院

東京都 東京都立墨東病院

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院

東京都 医療法人財団健康文化会　小豆沢病院

東京都 公立阿伎留医療センター

埼玉県 春日部市立医療センター

千葉県 医療法人社団創進会　みつわ台総合病院

神奈川県 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院

東京都 帝京大学医学部附属病院 - -

東京都 博慈会記念総合病院 東京都 葛飾赤十字産院

東京都 日本医科大学付属病院

東京都 東京女子医科大学東医療センター 東京都 東京女子医科大学病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

山梨県 大月市立中央病院

千葉県 東京女子医科大学附属八千代医療センター

東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院

東京都 東京都立墨東病院 東京都 東京都立大塚病院

東京都 社会福祉法人 同愛記念病院 東京都 社会福祉法人三井記念病院

東京都 東京都立墨東病院

東京都 昭和大学江東豊洲病院 東京都 昭和大学病院

東京都 昭和大学病院附属東病院

東京都 昭和大学附属烏山病院

神奈川県 昭和大学藤が丘病院

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院

神奈川県 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

東京都 青梅市立総合病院 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 東京都 日本医科大学多摩永山病院

東京都 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会  桜ヶ丘記念病院

東京都 東京医科大学八王子医療センター 東京都 東京医科大学病院

新潟県 医療法人立川メディカルセンター  柏崎厚生病院

秋田県 大館市立総合病院



茨城県 東京医科大学茨城医療センター

東京都 日本医科大学多摩永山病院 東京都 医療法人社団聖美会　多摩中央病院

東京都 日本医科大学付属病院

千葉県 日本医科大学千葉北総病院

神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 

東京都 立川相互病院 東京都 東京都立多摩総合医療センター

東京都 社会医療法人財団城南福祉医療協会  大田病院

埼玉県 医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院

東京都 医療法人社団翠会　陽和病院

東京都 東京ほくと医療生活協同組合  王子生協病院

埼玉県 医療法人財団健和会　みさと健和病院

千葉県 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院

東京都 医療法人財団健康文化会  小豆沢病院

東京都 社会医療法人社団健友会　中野共立病院

神奈川県 川崎協同病院

山梨県 社団法人山梨勤労者医療協会  甲府共立病院

東京都 東京保健医療生活協同組合　大泉生協病院

神奈川県 公益財団法人横浜勤労者福祉協会汐田総合病院

東京都 駒木野病院

東京都 国家公務員共済組合連合会 立川病院 東京都 日野市立病院

東京都 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会　桜ヶ丘記念病院

東京都 慶應義塾大学病院

東京都 駒木野病院

東京都 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター 埼玉県 独立行政法人国立病院機構　西埼玉中央病院

東京都 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院

東京都 武蔵野赤十字病院 - -

東京都 東京都立多摩総合医療センター 東京都 東京都立小児総合医療センター

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 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

東京都 医療法人社団青山会  青木病院

東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

東京都 公立昭和病院 東京都 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院

東京都 国立病院機構　東京病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 東京都 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院

東京都 多摩総合医療センター

東京都 公益財団法人結核予防会　複十字病院

東京都 医療法人社団順江会 江東病院 東京都 東京都立墨東病院

東京都 社会福祉法人　賛育会　賛育会病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院

東京都 公益財団法人がん研究会有明病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

東京都 医療法人財団　健貢会　総合東京病院 東京都 公益財団法人神経研究所附属晴和病院

東京都 社会医療法人　河北医療財団  河北総合病院

東京都 立正佼成会附属佼成病院

東京都 社会福祉法人聖母会　聖母病院

東京都 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院

東京都 社会医療法人財団大和会 東大和病院 東京都 医療法人社団幸悠会逸見病院

東京都 社会医療法人財団大和会武蔵村山病院　

東京都 日本医科大学付属病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

東京都 杏林大学医学部付属病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社　東部地域病院 東京都 東京都立墨東病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

東京都 医療法人社団東光会 西東京中央総合病院 埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院

東京都 医療法人社団明和会　西八王子病院

埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央産院

東京都 社会福祉法人仁生社 江戸川病院 東京都 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院

東京都 財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院

東京都 公益財団法人　東京都医療保健協会　練馬総合病院 東京都 慶應義塾大学病院

東京都 財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院

東京都 東京都立小児総合医療センター

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院

東京都 帝京大学医学部附属病院

東京都 東京女子医科大学東医療センター

東京都 社会医療法人財団　城南福祉医療協会　大田病院 埼玉県 医療法人財団健和会　みさと健和病院

千葉県 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院



東京都 特定医療法人社団健生会　立川相互病院

埼玉県 医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院

神奈川県 川崎協同病院

東京都 医療法人財団健康文化会　小豆沢病院

東京都 東京ほくと医療生活協同組合王子生協病院

東京都 東京保健生活協同組合　東京健生病院

千葉県 船橋二和病院

東京都 社会医療法人社団健友会　中野共立病院

東京都 大泉生協病院

神奈川県 公益財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院

東京都 牧田総合病院

神奈川県 関東労災病院

東京都 町田市民病院 神奈川県 北里大学東病院

東京都 公立阿伎留医療センター 東京都 医療法人社団　東京愛成会　高月病院

東京都 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

東京都 公益財団法人日産厚生会 玉川病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

東京都 国家公務員共済組合連合会東京共済病院 東京都 国立大学法人　東京医科歯科大学医学部附属病院

東京都 板橋区医師会病院 東京都 医療法人社団翠会成増厚生病院

東京都 日本大学医学部附属板橋病院

東京都 東京北医療センター 東京都 医療法人社団翠会成増厚生病院

東京都 国立精神・神経医療研究センター病院

神奈川県 横須賀市立うわまち病院

神奈川県 横須賀市立市民病院

静岡県 伊東市民病院

茨城県 公益社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院

栃木県 公益社団法人地域医療振興協会　日光市民病院

群馬県 公益社団法人地域医療振興協会　西吾妻福祉病院

新潟県 町立湯沢病院

山梨県 上野原市立病院

長崎県 市立大村市民病院

福井県 公立丹南病院

岐阜県 市立恵那病院

奈良県 市立奈良病院

宮城県 公立黒川病院

茨城県 村立東海病院

福岡県 飯塚市立病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

東京都 台東区立台東病院

三重県 三重県立志摩病院

東京都 練馬光が丘病院

東京都 医療法人財団 荻窪病院 東京都 医療法人社団翠会　陽和病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター 東京都 全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院

東京都 東京医科大学病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 国際医療福祉大学三田病院 東京都 東京都保健医療公社　豊島病院

静岡県 国際医療福祉大学熱海病院

栃木県 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院

福岡県 医療法人社団高邦会　高木病院

福岡県 医療法人社団高邦会　柳川リハビリテーション病院

栃木県 国際医療福祉大学塩谷病院

千葉県 国際医療福祉大学市川病院

東京都 日野市立病院 東京都 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会  桜ヶ丘記念病院

東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院

東京都 医療法人社団　KNI北原国際病院

東京都 東京医科大学八王子医療センター

東京都 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

東京都 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 東京都 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会  桜ヶ丘記念病院

沖縄県 沖縄県立八重山病院

東京都 公立福生病院 東京都 医療法人財団岩尾会　東京海道病院

東京都 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院 東京都 日本赤十字社医療センター

東京都 平川病院

東京都 東京都立小児総合医療センター

静岡県 特定医療法人沖縄徳州会　榛原総合病院

東京都 九段坂病院 東京都 東京逓信病院

東京都 東京都保健医療公社　豊島病院

東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院 埼玉県 越谷市立病院



埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

東京都 公立昭和病院

静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

秋田県 市立角館総合病院

東京都 東京都保健医療公社　豊島病院

埼玉県 埼玉県立小児医療センター

東京都 財団法人東京都保健医療公社  東部地域病院

東京都 稲城市立病院 - -

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京高輪病院 東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京城東病院

東京都 牧田総合病院

東京都 東海大学医学部付属八王子病院 神奈川県 東海大学医学部付属病院

東京都 平川病院

東京都 日本大学病院 東京都 日本大学医学部附属板橋病院

東京都 公益社団法人地域医療振興協会　練馬光が丘病院 三重県 三重県立志摩病院

静岡県 伊東市民病院

栃木県 日光市民病院

群馬県 西吾妻福祉病院

新潟県 町立湯沢病院

山梨県 上野原市民病院

東京都 東京北医療センター

岐阜県 市立恵那病院

茨城県 村立東海病院

東京都 台東区立台東病院

千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター

東京都 医療法人社団翠会　成増厚生病院

東京都 帝京大学医学部附属病院

東京都 国立精神・神経医療研究センター病院

東京都 医療法人社団緑野会 東京品川病院 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

東京都 大森赤十字病院

東京都 ＮＴＴ東日本関東病院

東京都 多摩中央病院

神奈川県 独立行政法人労働者健康福祉機構 横浜労災病院 神奈川県神奈川県立精神医療センター

神奈川県財団法人聖マリアンナ会東横惠愛病院

神奈川県 昭和大学藤が丘病院 東京都 昭和大学病院

東京都 昭和大学病院附属東病院

東京都 昭和大学附属烏山病院

東京都 昭和大学附属豊洲病院

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院

神奈川県 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

神奈川県 財団法人神奈川県警友会　けいゆう病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

神奈川県横浜市立市民病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター - -

神奈川県 横浜市立市民病院 - -

神奈川県 社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院 神奈川県 神奈川県立がんセンター

神奈川県 横浜相原病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

神奈川県 恩賜財団済生会 横浜市南部病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院



神奈川県 ワシン坂病院

神奈川県 社会福祉法人恩賜財団　済生会若草病院

神奈川県 済生会横浜市東部病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 神奈川県 社会福祉法人恩賜財団　済生会若草病院

神奈川県 公立学校法人横浜市立大学附属病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 神奈川県 財団法人積善会曽我病院

神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属病院

神奈川県 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 東京都 大森赤十字病院

神奈川県 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター

神奈川県 横浜市立市民病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市南部病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

神奈川県 藤沢市民病院

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 大和市立病院

神奈川県 小田原市立病院

神奈川県 茅ヶ崎市立病院

神奈川県 一般財団法人同友会　藤沢湘南台病院

神奈川県 神奈川県立足柄上病院

神奈川県 独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜保土ヶ谷中央病院　

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市東部病院

神奈川県 横須賀市立市民病院

神奈川県 平塚市民病院

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 相模原赤十字病院

北海道 置戸赤十字病院

神奈川県 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 東京都 大森赤十字病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター

神奈川県 横浜市立市民病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市南部病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院

神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属病院

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

神奈川県 藤沢市民病院

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 大和市立病院

神奈川県 小田原市立病院

神奈川県 茅ヶ崎市立病院

神奈川県 一般財団法人同友会　藤沢湘南台病院

神奈川県 神奈川県立足柄上病院

神奈川県 独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜保土ヶ谷中央病院　

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市東部病院

神奈川県 横須賀市立市民病院

神奈川県 平塚市民病院

神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院 神奈川県財団法人聖マリアンナ会東横惠愛病院

神奈川県医療法人社団　ハートフル川崎病院

神奈川県 医療法人　明芳会　江田記念病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学東横病院

神奈川県 川崎市立多摩病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター   

神奈川県 社会医療法人社団三思会東名厚木病院

神奈川県 医療法人亮正会　総合高津中央病院

静岡県 伊東市民病院

静岡県 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター

静岡県 富士宮市立病院

静岡県 富士市立中央病院

静岡県 沼津市立病院

長崎県 長崎大学病院

東京都 全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院

東京都 稲城市立病院

神奈川県 海老名総合病院

神奈川県 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院 神奈川県 財団法人聖マリアンナ会東横惠愛病院　

神奈川県 あがの市民病院



神奈川県 川崎市立川崎病院 神奈川県 川崎市立井田病院

神奈川県 医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院 神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院

神奈川県 川崎協同病院 神奈川県 公益財団法人横浜勤労者福祉協会汐田総合病院

神奈川県 医療法人誠心会　神奈川病院

神奈川県川崎市立川崎病院

東京都 社会医療法人社団健生会  立川相互病院

神奈川県 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院

神奈川県 川崎市立井田病院 神奈川県 川崎市立川崎病院

神奈川県 川崎市立多摩病院

神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 千葉県 日本医科大学千葉北総病院

東京都 日本医科大学付属病院

東京都 日本医科大学多摩永山病院

神奈川県 医療法人財団明理会　東戸塚記念病院

東京都 医療法人社団　根岸病院

東京都 特定医療法人社団聖美会　多摩中央病院

神奈川県 医療法人正永会　港北病院

山梨県 山梨県立中央病院

神奈川県 横須賀市立うわまち病院

神奈川県 横須賀市立市民病院

茨城県 公益社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院

栃木県 公益社団法人地域医療振興協会　日光市民病院

群馬県 公益社団法人地域医療振興協会　西吾妻福祉病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構　久里浜医療センター

新潟県 町立湯沢病院

山梨県 上野原市立病院

福井県 公立丹南病院

岐阜県 市立恵那病院

茨城県 村立東海病院

福岡県 飯塚市立病院

千葉県 台東区立台東病院

東京都 練馬光が丘病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 神奈川県地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立こども医療センター

神奈川県独立行政法人　国立病院機構　久里浜医療センター

神奈川県 横須賀市立市民病院 神奈川県  横浜市立大学附属病院 

神奈川県 横須賀市立うわまち病院

三重県 三重県立志摩病院

静岡県 伊東市民病院

神奈川県 医療法人財団青山会　福井記念病院

新潟県 町立湯沢病院

長崎県 市立大村市民病院

東京都 東京北医療センター

奈良県 市立奈良病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

千葉県 台東区立台東病院

東京都 練馬光が丘病院

神奈川県 医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

神奈川県 医療法人社団清心会藤沢病院

静岡県 医療法人沖縄徳洲会　榛原総合病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

山形県 医療法人山形愛心会　庄内余目病院

北海道 医療法人静仁会静仁会静内病院

神奈川県 医療法人　正和会　日野病院

神奈川県 医療法人社団愛心会　葉山ハートセンター

神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　湘南厚木病院

千葉県 医療法人社団木下会千葉西総合病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市南部病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

神奈川県 藤沢市民病院



神奈川県 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会総合病院

神奈川県 北里大学東病院

東京都 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院

宮城県 仙台徳洲会病院

大阪府 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院

神奈川県 茅ヶ崎徳州会病院

神奈川県 大和徳洲会病院

千葉県 社会医療法人社団木下会　鎌ケ谷総合病院

千葉県 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院

神奈川県 藤沢市民病院 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属病院

神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

神奈川県 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会総合病院 宮城県 仙台徳洲会病院

千葉県 医療法人社団木下会千葉西総合病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

神奈川県 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院

神奈川県 藤沢市民病院

神奈川県 医療法人社団朋友会けやきの森病院

神奈川県 北里大学東病院

静岡県 特定医療法人沖縄徳州会　榛原総合病院

大阪府 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　名瀬徳洲会病院

神奈川県 医療法人　正和会　日野病院

東京都 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院

神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　湘南厚木病院

神奈川県 茅ヶ崎徳州会病院

神奈川県 大和徳洲会病院

千葉県 社会医療法人社団木下会　鎌ケ谷総合病院

千葉県 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院

神奈川県 平塚市民病院 神奈川県 医療法人研水会　平塚病院

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院

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 小田原市立病院

神奈川県 平塚市民病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院 東京都 東海大学医学部付属東京病院

神奈川県 平塚市民病院

神奈川県 東海大学医学部付属大磯病院

神奈川県 海老名総合病院

神奈川県 財団法人積善会曽我病院

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院

神奈川県 医療法人社団三思会東名厚木病院

東京都 医療法人社団松和会　池上総合病院

東京都 東海大学医学部付属八王子病院

神奈川県 医療法人社団弘徳会　愛光病院

神奈川県 秦野赤十字病院

宮城県 石巻赤十字病院

長崎県 長崎県島原病院

神奈川県 大和市立病院 神奈川県 北里大学東病院

神奈川県 海老名総合病院 神奈川県 聖マリアンナ医科大学

神奈川県 東海大学医学部付属病院

神奈川県 座間総合病院

神奈川県 特定医療法人興生会　相模台病院

埼玉県 東埼玉総合病院

神奈川県横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

神奈川県 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 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 北里大学病院 東京都 北里大学北里研究所病院

神奈川県 海老名総合病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構　相模原病院

神奈川県 北里大学東病院

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院

北海道 新日鐵室蘭総合病院

東京都 町田市民病院

埼玉県 北里大学メディカルセンター

神奈川県 相模野病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院



神奈川県 小田原市立病院 神奈川県 山近記念総合病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院

神奈川県 財団法人積善会曽我病院

神奈川県 厚木市立病院 神奈川県 神奈川県立精神医療センター

神奈川県 医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院 東京都  医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 

神奈川県 北里大学病院

東京都 医療法人財団明理会鶴川サナトリウム病院

神奈川県 医療法人　ワンアンドオンリー　新横浜母と子の病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

神奈川県 医療法人　明芳会　江田記念病院

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 神奈川県 伊勢原協同病院

神奈川県 北里大学病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院

神奈川県 北里大学東病院

神奈川県 医療法人柏堤会 戸塚共立第1病院 神奈川県 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター

神奈川県 医療法人柏堤会戸塚共立第2病院

神奈川県 医療法人社団　ハートフル川崎病院

神奈川県社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院

神奈川県 医療法人社団　康心会　湘南東部総合病院

神奈川県 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

東京都 日本医科大学付属病院

東京都 東京都立松沢病院

神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院

静岡県 国際医療福祉大学熱海病院

静岡県 伊東市民病院

茨城県 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院

神奈川県 医療法人社団正慶会　栗田病院

神奈川県 医療法人財団青山会　福井記念病院

神奈川県 済生会横浜市東部病院

神奈川県 茅ヶ崎市立病院 神奈川県 医療法人社団朋友会けやきの森病院

神奈川県 一般財団法人同友会 藤沢湘南台病院 神奈川県 藤沢市民病院

神奈川県 医療法人社団清心会藤沢病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 神奈川県 医療法人厚仁会　秦野厚生病院

神奈川県 済生会横浜市東部病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院

神奈川県 菊名記念病院 神奈川県 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院

神奈川県 医療法人　ワンアンドオンリー　新横浜母と子の病院

神奈川県 東戸塚記念病院 東京都 日本医科大学付属病院

東京都 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院

神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院

神奈川県 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院

神奈川県 医療法人　ワンアンドオンリー　新横浜母と子の病院

神奈川県 医療法人　明芳会　江田記念病院

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

神奈川県 医療法人社団三思会 東名厚木病院 神奈川県 海老名総合病院

神奈川県 医療法人社団弘徳会　愛光病院

神奈川県 北里大学病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

神奈川県 社会医療法人財団互恵会大船中央病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院

神奈川県 神奈川県立足柄上病院 神奈川県 神奈川県立がんセンター

神奈川県 神奈川県立精神医療センター

神奈川県 神奈川県立こども医療センター

神奈川県 神奈川県立循環器呼吸器センター

神奈川県 神奈川リハビリテーション病院

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 東京都 昭和大学病院

東京都 昭和大学病院附属東病院

東京都 昭和大学附属烏山病院

東京都 昭和大学附属豊洲病院

神奈川県 昭和大学藤が丘病院

神奈川県 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

神奈川県 医療法人社団康心会康心会汐見台病院 神奈川県 湘南東部総合病院

神奈川県 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 神奈川県 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市南部病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院



静岡県 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院

神奈川県 医療法人平和会　平和病院

神奈川県 医療法人正永会　港北病院

神奈川県 秦野赤十字病院 神奈川県 秦野病院

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院

神奈川県 済生会 横浜市東部病院 神奈川県 医療法人社団養心会鶴見西井病院

東京都 国立大学法人東京大学医科学研究所附属病院

神奈川県 公益財団法人横浜勤労者福祉協会汐田総合病院 神奈川県 川崎協同病院

神奈川県 医療法人誠心会　神奈川病院

神奈川県 済生会横浜市東部病院

神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　湘南厚木病院 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

神奈川県 湘南鎌倉総合病院

静岡県 特定医療法人沖縄徳州会　榛原総合病院

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院

山形県 医療法人徳洲会　山形徳洲会病院

神奈川県 医療法人社団青木末次郎記念会　相州病院

神奈川県 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院

東京都 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院

神奈川県 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院

宮城県 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院

大阪府 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院

神奈川県 北里大学東病院

神奈川県 大和徳洲会病院

千葉県 社会医療法人社団木下会　鎌ケ谷総合病院

千葉県 医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院

神奈川県 山近記念総合病院 神奈川県 小田原市立病院

神奈川県 国府津病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学東横病院

神奈川県 社会医療法人社団三思会東名厚木病院

神奈川県 川崎市立多摩病院

神奈川県 社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院

神奈川県 医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院

神奈川県 医療法人 横浜柏堤会　戸塚共立第1病院

神奈川県  社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 

神奈川県 川崎市立多摩病院 神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

神奈川県聖マリアンナ医科大学病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学東横病院

神奈川県川崎市立川崎病院

神奈川県 川崎市立井田病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

東京都 地域医療機能推進機構　東京城東病院

神奈川県 社会医療法人財団互恵会大船中央病院

神奈川県 医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合病院 東京都 杏林大学医学部付属病院

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院 新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟第二病院

新潟県 医療法人恵松会　河渡病院

新潟県 新潟県立中央病院

新潟県 新潟県立十日町病院

新潟県 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院

新潟県 新潟市民病院 新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 医療法人恒仁会新潟南病院

新潟県 医療法人青山信愛会新潟信愛病院

新潟県 医療法人恵松会　河渡病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 秋田県 秋田赤十字病院

茨城県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院

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 長岡赤十字病院

新潟県 新潟県立新発田病院

新潟県 新潟県立中央病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院

新潟県 新潟県立精神医療センター

新潟県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会新潟第二病院

新潟県 医療法人新潟勤労者医療協会　下越病院

山形県 鶴岡市立荘内病院

新潟県 柏崎総合医療センター

新潟県 独立行政法人労働者健康安全機構  新潟労災病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　村上総合病院

新潟県 あがの市民病院



新潟県 南部郷総合病院

新潟県 新潟白根総合病院

新潟県 医療法人恒仁会新潟南病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　新潟医療センター

新潟県 独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院

新潟県 社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院

新潟県 新潟臨港病院

新潟県 新潟医療生活協同組合木戸病院

新潟県 独立行政法人労働者健康安全機構  燕労災病院

新潟県 新潟県立吉田病院

新潟県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会三条病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会三条総合病院

新潟県 新潟県立十日町病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院

新潟県 新潟県立妙高病院

新潟県 新潟県立柿崎病院

新潟県 新潟県立坂町病院

新潟県 新潟県立津川病院

新潟県 南魚沼市民病院

新潟県 新潟県立松代病院

新潟県 新潟県立加茂病院

新潟県 佐渡市立両津病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 小千谷総合病院

新潟県 亀田第一病院

新潟県 新潟中央病院

福島県 竹田綜合病院

長野県 長野赤十字病院

山形県 山形県立中央病院

新潟県 独立行政法人国立病院機構新潟病院

新潟県 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院

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 長岡赤十字病院

新潟県 医療法人立川メディカルセンター　柏崎厚生病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院

新潟県 新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院

新潟県 長岡赤十字病院 新潟県 新潟大学医歯学総合病院

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 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院

新潟県 医療法人崇徳会田宮病院

新潟県 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院

新潟県 医療法人崇徳会長岡西病院

新潟県 新潟県立新発田病院 新潟県 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院

新潟県 新潟県立十日町病院

新潟県 新潟県立中央病院

新潟県 新潟県立津川病院

新潟県 新潟県立中央病院 新潟県 独立行政法人国立病院機構　さいがた医療センター

新潟県 独立行政法人労働者健康安全機構  新潟労災病院

新潟県 上越総合病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院

新潟県 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院

新潟県 新潟県立新発田病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 新潟県 長岡赤十字病院

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 新潟県厚生農業協同組合連合会　村上総合病院

新潟県 柏崎総合医療センター

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院

新潟県 田宮病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院

新潟県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟第二病院 新潟県 松浜病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院 新潟県 新潟市民病院

新潟県 医療法人青山信愛会　新津信愛病院

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 柏崎総合医療センター 新潟県 新潟県立柿崎病院

新潟県 医療法人立川メディカルセンター  柏崎厚生病院

新潟県 長岡中央綜合病院

新潟県 独立行政法人労働者健康安全機構 新潟労災病院 新潟県 新潟県立中央病院

新潟県 独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター



新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院

新潟県 高田西城病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 新潟県 真野みずほ病院

神奈川県 北里大学病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院

新潟県 柏崎総合医療センター

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療センター

新潟県 新潟県厚生連　上越総合病院

新潟県 糸魚川総合病院

新潟県 新潟県立十日町病院 新潟県 新潟県立松代病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 新潟県立精神医療センター

新潟県 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院

新潟県 上越総合病院 新潟県 独立行政法人国立病院機構　さいがた医療センター

新潟県 新潟県立松代病院

新潟県 新潟県立柿崎病院

新潟県 新潟県立中央病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

富山県 富山大学附属病院

新潟県 独立行政法人労働者健康安全機構新潟労災病院

新潟県 糸魚川総合病院

石川県 金沢大学附属病院

長野県 信州大学医学部附属病院

新潟県 医療法人三交会 三交病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院 新潟県 黒川病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院

新潟県 瀬波病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　糸魚川総合病院 新潟県 独立行政法人国立病院機構　さいがた医療センター

富山県 富山大学附属病院

新潟県 新潟県立柿崎病院

新潟県 新潟県立津川病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院

新潟県 新潟県立中央病院

新潟県 独立行政法人労働者健康安全機構  新潟労災病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　新潟医療ｾﾝﾀｰ 新潟県 新潟大学医歯学総合病院

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター

新潟県 独立行政法人国立病院機構　西新潟中央病院

新潟県 社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院

新潟県 社会福祉法人新潟市社会事業協会　信楽園病院 新潟県 新潟大学医歯学総合病院

埼玉県 新潟県厚生農業協同組合連合会　新潟医療ｾﾝﾀｰ

新潟県 医療法人青山信愛会新潟信愛病院

新潟県 新潟県立津川病院

新潟県 新潟医療生活協同組合　木戸病院 新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 西新潟中央病院

新潟県 医療法人恵松会　河渡病院

新潟県 新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院 新潟県 新潟大学医歯学総合病院

新潟県 新潟県立十日町病院

山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院

山梨県 山梨大学医学部付属病院

山梨県 国民健康保険富士吉田市立病院

山梨県 山梨赤十字病院

山梨県 上野原市立病院

山梨県 大月市立中央病院

山梨県 都留市立病院

山梨県 山梨大学医学部附属病院 東京都 東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター

神奈川県 北里大学病院

山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

山梨県 社団法人山梨勤労者医療協会甲府共立病院

山梨県 医療法人南山会峡西病院

長野県 組合立諏訪中央病院

静岡県 沼津市立病院

静岡県 藤枝市立総合病院

静岡県 焼津市立総合病院

山梨県 独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院

神奈川県 社会医療法人社団三思会東名厚木病院

山梨県 医療法人慶友会城東病院

山梨県 独立行政法人国立病院機構甲府病院

山梨県 市立甲府病院

山梨県 加納岩総合病院

山梨県 日下部記念病院

山梨県 韮崎市立病院

山梨県 飯富病院

山梨県 市川三郷町立病院　

山梨県 国民健康保険富士吉田市立病院

山梨県 山梨赤十字病院

山梨県 上野原市立病院

山梨県 大月市立中央病院



山梨県 都留市立病院

長野県 諏訪赤十字病院

山梨県 山梨厚生病院

神奈川県 川崎市立多摩病院

山梨県 公益財団法人住吉偕成会　住吉病院

山梨県 社団法人山梨勤労者医療協会 甲府共立病院 山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

山梨県 医療法人南山会峡西病院

山梨県 社団法人山梨勤労者医療協会巨摩共立病院

山梨県 社団法人山梨勤労者医療協会石和共立病院

静岡県 医療法人社団　静岡健生会　三島共立病院

長野県 長野医療生活協同組合　長野中央病院

長野県 社会医療法人社団中信勤労者医療協会松本協立病院

長野県 医療法人社団健和会健和会病院

山梨県 山梨厚生病院

山梨県 飯富病院

山梨県 山梨大学医学部付属病院

山梨県 市立甲府病院 山梨県 公益財団法人住吉偕成会　住吉病院

山梨県 山梨大学医学部附属病院

山梨県 山梨赤十字病院 東京都 昭和大学病院

山梨県 国民健康保険富士吉田市立病院

山梨県 上野原市立病院

山梨県 大月市立中央病院

山梨県 都留市立病院

山梨県 医療法人  回生堂病院

山梨県 山梨県立中央病院

山梨県 山梨大学医学部附属病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院　佐久医療センター 長野県 長野県厚生農業協同組合連合会浅間南麓こもろ医療センター

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 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 医療法人友愛会千曲荘病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会小諸厚生総合病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター篠ノ井総合病院

長野県 諏訪赤十字病院 長野県 市立岡谷病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会富士見高原医療福祉センター富士見高原病院

長野県 下伊那赤十字病院

長野県 組合立諏訪中央病院

長野県 飯田市立病院 長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こころの医療センター駒ヶ根

長野県 医療法人栗山会飯田病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立こども病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立阿南病院

長野県 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 長野県 医療法人芳州会村井病院

長野県 独立行政法人国立病院機構　まつもと医療センター中信松本病院

長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 松本市立病院

長野県 信州大学医学部附属病院 埼玉県 埼玉医科大学病院

長野県 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター

長野県 諏訪赤十字病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こころの医療センター駒ヶ根

長野県 飯田市立病院

長野県 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

長野県 長野赤十字病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院

長野県 社会医療法人財団慈泉会相澤病院

長野県 社会医療法人城西医療財団ミサトピア小倉病院

長野県 社会医療法人城西医療財団城西病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会浅間南麓こもろ医療センター

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター篠ノ井総合病院

長野県 組合立諏訪中央病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院

長野県 長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

長野県 昭和伊南総合病院

長野県 地方独立行政法人 長野市民病院

長野県 飯山赤十字病院

長野県 安曇野赤十字病院

長野県 佐久市立国保浅間総合病院

長野県 市立岡谷病院

長野県 長野県立木曽病院

長野県 松本市立病院

新潟県 上越総合病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会富士見高原医療福祉センター富士見高原病院

長野県 伊那中央病院

長野県 医療法人栗山会飯田病院

長野県 医療法人友愛会千曲荘病院

長野県 独立行政法人国立病院機構　まつもと医療センター中信松本病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こども病院

長野県 市立大町総合病院

長野県 長野県立信州医療センター

長野県 丸の内病院



長野県 長野赤十字病院 長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 長野県 長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

長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 長野県 社会医療法人城西医療財団ミサトピア小倉病院

長野県 社会医療法人城西医療財団城西病院

東京都 日本医科大学付属病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会浅間南麓こもろ医療センター 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 長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県  長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院 

長野県 医療法人友愛会千曲荘病院

長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 長野医療生活協同組合 長野中央病院 長野県 医療法人社団健和会健和会病院

長野県 社会医療法人社団中信勤労者医療協会松本協立病院

長野県 栗田病院

長野県 地方独立行政法人 長野市民病院

埼玉県 医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院

群馬県 群馬中央医療生協生活協同組合 前橋協立病院

長野県 組合立諏訪中央病院 長野県 諏訪赤十字病院

東京都 東京医科大学八王子医療センター

長野県 医療社団法人和心会  松南病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 長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 長野県 社会医療法人財団慈泉会相澤病院

長野県 市立大町総合病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院

長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 昭和伊南総合病院 長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こころの医療センター駒ヶ根

長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 伊那中央病院

長野県 飯田市立病院

長野県 地方独立行政法人 長野市民病院 長野県 長野赤十字病院

長野県 医療法人鶴賀会　鶴賀病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター篠ノ井総合病院

長野県 安曇野赤十字病院 長野県 社会医療法人城西医療財団ミサトピア小倉病院

長野県 社会医療法人城西医療財団城西病院

長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 市立大町総合病院

長野県 佐久市立国保浅間総合病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院　佐久医療センター

長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院

長野県 独立行政法人国立病院機構　小諸高原病院

長野県 佐久穂町立千曲病院

長野県 長野県立木曽病院 長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こころの医療センター駒ヶ根

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こども病院

長野県 松本市立病院 長野県 医療社団法人和心会  松南病院

長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こども病院

長野県 伊那中央病院 長野県 医療法人蜻蛉会  南信病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立こころの医療センター駒ヶ根

長野県 昭和伊南総合病院

長野県 市立大町総合病院 長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 長野県 長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

長野県 長野県 安曇野赤十字病院

長野県 長野県立信州医療センター 長野県 信州大学医学部附属病院

長野県 長野赤十字病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こころの医療センター駒ヶ根

長野県 長野市民病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立こども病院

長野県 長野県立総合リハビリテーションセンター

長野県 社会医療法人社団中信勤労者医療協会松本協立病院 長野県 長野医療生活協同組合　長野中央病院

長野県 医療法人社団健和会健和会病院

長野県 社会医療法人城西医療財団城西病院

長野県 松本市立病院

長野県 信州大学医学部附属病院

富山県 黒部市民病院 富山県 富山県立中央病院



石川県 金沢大学附属病院

富山県 あさひ総合病院

富山県 厚生連滑川病院

富山県 かみいち総合病院

北海道 市立根室病院

富山県 富山県立中央病院 - -

富山県 富山大学附属病院 富山県 黒部市民病院

富山県 富山県立中央病院

富山県 富山赤十字病院

富山県 富山市立富山市民病院

富山県 厚生連高岡病院

富山県 市立砺波総合病院

長野県 社会医療法人財団慈泉会相澤病院

熊本県 熊本赤十字病院

富山県 社会福祉法人恩賜財団済生会富山県済生会高岡病院

富山県 金沢医科大学氷見市民病院

神奈川県 社会医療法人社団三思会東名厚木病院

富山県 南砺市民病院

富山県 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院

富山県 富山県済生会富山病院

富山県 あさひ総合病院

富山県 高岡市民病院

東京都 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院

新潟県 新潟県厚生連　上越総合病院

新潟県 糸魚川総合病院

富山県 魚津神経サナトリウム

富山県 独立行政法人労働者健康福祉機構　富山労災病院

富山県 かみいち総合病院

富山県 常願寺病院

富山県 医療法人社団和敬会　谷野呉山病院

富山県 富山県高志リハビリテーション病院

富山県 医療法人社団あずさ会川田病院

富山県 医療法人明心会柴田病院

富山県 射水市民病院

富山県 公立南砺中央病院

富山県 独立行政法人国立病院機構北陸病院

富山県 魚津緑ヶ丘病院

富山県 医療法人社団　あずさ会　駅南あずさ病院

富山県 独立行政法人地域医療推進機構高岡ふしき病院

富山県 富山赤十字病院 東京都 武蔵野赤十字病院

富山県 富山県立中央病院

富山県 国立大学法人　富山大学附属病院

富山県 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院

北海道 旭川赤十字病院

富山県 医療法人社団和敬会　谷野呉山病院

富山県 富山市立富山市民病院 岩手県 岩手県立中央病院

千葉県 日本医科大学千葉北総病院

富山県 富山県立中央病院

富山県 富山大学附属病院

石川県 金沢医科大学病院

石川県 金沢大学附属病院

富山県 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院

沖縄県 医療法人おもと会大浜第一病院

富山県 厚生連高岡病院 富山県 富山県立中央病院

富山県 国立大学法人富山大学附属病院

石川県 金沢医科大学病院

石川県 金沢大学附属病院

富山県 金沢医科大学氷見市民病院

富山県 南砺市民病院

富山県 厚生連滑川病院

富山県 医療法人明心会柴田病院

富山県 市立砺波総合病院 千葉県 日本医科大学千葉北総病院

富山県 富山県立中央病院

富山県 富山大学附属病院

石川県 金沢大学附属病院

富山県 南砺市民病院

富山県 社会福祉法人恩賜財団済生会富山県済生会 高岡病院 東京都 東京都済生会中央病院

富山県 富山県立中央病院

富山県 国立大学法人　富山大学附属病院

石川県 金沢大学附属病院

福岡県 福岡県済生会福岡総合病院

富山県 医療法人社団和敬会　谷野呉山病院

富山県 公立南砺中央病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団　済生会松山病院

富山県 医療法人社団　あずさ会　駅南あずさ病院

富山県 金沢医科大学氷見市民病院 富山県 富山県立中央病院

富山県 国立大学法人富山大学附属病院

富山県 厚生連高岡病院

石川県 金沢医科大学病院

石川県 公立穴水総合病院

富山県 南砺市民病院 富山県 富山大学附属病院



富山県 市立砺波総合病院

石川県 金沢医科大学病院

石川県 金沢大学附属病院

新潟県 糸魚川総合病院

富山県 独立行政法人国立病院機構北陸病院

富山県 富山県済生会富山病院 富山県 富山県立中央病院

富山県 国立大学法人富山大学附属病院

福岡県 福岡県済生会福岡総合病院

富山県 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市東部病院

富山県 高岡市民病院 富山県 富山県立中央病院

富山県 国立大学法人富山大学附属病院

富山県 厚生連高岡病院

石川県 金沢医科大学病院

石川県 金沢大学附属病院

富山県 南砺市民病院

石川県 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 石川県 石川県立中央病院

石川県 金沢医科大学病院

石川県 金沢大学附属病院

富山県 独立行政法人国立病院機構北陸病院

富山県 独立行政法人国立病院機構七尾病院

石川県 公立つるぎ病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 独立行政法人国立病院機構　医王病院

石川県 公立宇出津総合病院

石川県 石川県立中央病院 石川県 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター

石川県 石川県立高松病院

石川県 金沢医科大学病院

石川県 金沢大学附属病院

石川県 公立つるぎ病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 公立宇出津総合病院

石川県 金沢医科大学病院 茨城県 東京医科大学茨城医療センター

東京都 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

富山県 厚生連高岡病院

石川県 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター

石川県 石川県立中央病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター

大阪府 大阪市立総合医療センター

富山県 社会福祉法人恩賜財団済生会富山県済生会高岡病院

石川県 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

富山県 金沢医科大学氷見市民病院

富山県 南砺市民病院

富山県 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院

石川県 公立松任石川中央病院

富山県 公立学校共済組合 北陸中央病院

富山県 公立南砺中央病院

石川県 国民健康保険小松市民病院

石川県 医療法人社団和楽仁芳珠記念病院

石川県 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院

石川県 医療法人社団浅ノ川　桜ヶ丘病院

石川県 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院

石川県 公立羽咋病院

石川県 公立能登総合病院

石川県 公立つるぎ病院

福井県 国立病院機構敦賀医療センター

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 町立富来病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 金沢市立病院

石川県 石川県済生会金沢病院

石川県 金沢赤十字病院

石川県 やわたメディカルセンター

石川県 医療法人社団浅ノ川　心臓血管センター金沢循環器病院

石川県 公立宇出津総合病院

石川県 金沢脳神経外科病院

石川県 町立宝達志水病院

石川県 金沢大学附属病院 千葉県 日本医科大学千葉北総病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院

富山県 黒部市民病院

富山県 富山県立中央病院

富山県 富山赤十字病院

富山県 富山市立富山市民病院

富山県 厚生連高岡病院

富山県 市立砺波総合病院

石川県 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター

石川県 石川県立中央病院

石川県 石川県立高松病院



石川県 公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院

福井県 福井県立病院

福井県 社会福祉法人恩賜財団済生会福井県済生会病院

京都府 国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院

富山県 社会福祉法人恩賜財団済生会富山県済生会高岡病院

石川県 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

福井県 市立敦賀病院

富山県 南砺市民病院

富山県 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院

福井県 財団法人新田塚医療福祉センター 福井総合病院

石川県 公立松任石川中央病院

富山県 高岡市民病院

新潟県 新潟県厚生連上越総合病院

富山県 かみいち総合病院

富山県 医療法人社団和敬会　谷野呉山病院

富山県 公立学校共済組合 北陸中央病院

富山県 公立南砺中央病院

富山県 独立行政法人国立病院機構北陸病院

石川県 国民健康保険小松市民病院

石川県 医療法人社団和楽仁芳珠記念病院

石川県 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院

石川県 社会医療法人財団松原愛育会松原病院

石川県 医療法人社団浅ノ川　桜ヶ丘病院

石川県 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院

石川県 公立羽咋病院

石川県 公立能登総合病院

福井県 公益財団法人　松原病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

福井県 医療法人新田塚医療福祉センター福井病院

石川県 公立つるぎ病院

福井県 医療法人厚生会　福井厚生病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 金沢市立病院

石川県 石川県済生会金沢病院

石川県 金沢赤十字病院

石川県 国家公務員共済組合連合会　北陸病院

石川県 国民健康保険能美市立病院

石川県 医療法人社団勝木会やわたメディカルセンター

石川県 医療法人社団青樹会　青和病院

石川県 独立行政法人国立病院機構　医王病院

石川県 加賀市医療センター

石川県 公立宇出津総合病院

大阪府 国立循環器病研究センター

石川県 公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院 石川県 石川県立中央病院

京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

大阪府 耳原総合病院

石川県 公立つるぎ病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 医療法人財団松原愛育会　松原病院

石川県 公立宇出津総合病院

富山県 富山医療生活協同組合　富山協立病院

石川県 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院

東京都 日本医科大学付属病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

石川県 石川県立中央病院

石川県 金沢医科大学病院

石川県 金沢大学附属病院

兵庫県 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

石川県 公立能登総合病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 公立宇出津総合病院

石川県 公立松任石川中央病院 石川県 石川県立高松病院

石川県 金沢大学附属病院

石川県 国民健康保険小松市民病院 石川県 金沢大学附属病院

石川県 公立つるぎ病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 公立宇出津総合病院



石川県 医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 石川県 石川県立中央病院

石川県 国民健康保険小松市民病院

石川県 公立つるぎ病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 公立宇出津総合病院

石川県 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院 石川県 石川県立中央病院

石川県 金沢大学附属病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 医療法人社団青樹会　青和病院

石川県 医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 石川県 金沢医科大学病院

石川県 金沢大学附属病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

石川県 医療法人社団浅ノ川　桜ヶ丘病院

石川県 公立つるぎ病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 医療法人社団浅ノ川　心臓血管センター金沢循環器病院

石川県 独立行政法人国立病院機構　医王病院

石川県 公立宇出津総合病院

石川県 公立能登総合病院 石川県 金沢大学附属病院

石川県 公立羽咋病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 公立宇出津総合病院

石川県 金沢市立病院 石川県 金沢大学附属病院

石川県 公立羽咋病院

石川県 公立つるぎ病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター

石川県 医療法人社団　恵愛会　恵愛病院

石川県 医療法人財団松原愛育会　松原病院

石川県 公立宇出津総合病院

石川県 金沢赤十字病院 秋田県 秋田赤十字病院

石川県 金沢大学附属病院

愛知県 名古屋第二赤十字病院

石川県 公立松任石川中央病院

石川県 公立能登総合病院

石川県 公立つるぎ病院

石川県 珠洲市総合病院

石川県 市立輪島病院

石川県 公立穴水総合病院

石川県 やわたメディカルセンター

石川県 恵愛会　松南病院

石川県 公立宇出津総合病院

石川県 岡部病院

石川県 加賀市医療センター 石川県 金沢医科大学病院  

石川県 珠洲市総合病院  

石川県 市立輪島病院  

石川県 公立穴水総合病院  

石川県 公立宇出津総合病院  

石川県 加賀こころの病院 

岐阜県 岐阜県総合医療センター 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

岐阜県 岐阜県立下呂温泉病院

岐阜県 高山赤十字病院

岐阜県 岐阜赤十字病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　久美愛厚生病院

岐阜県 岐阜勤労者医療協会みどり病院

愛知県 社会医療法人志聖会　犬山中央病院

岐阜県 公益社団法人　岐阜病院

岐阜県 朝日大学歯学部附属村上記念病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　揖斐厚生病院

岐阜県 岐阜市民病院 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

岐阜県 岐阜県立下呂温泉病院

岐阜県 高山赤十字病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　揖斐厚生病院

岐阜県 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 岐阜県 岐阜県総合医療センター

岐阜県 医療法人社団尚英会岐阜南病院

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター

岐阜県 郡上市民病院

岐阜県 岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 東京都 聖路加国際病院

岐阜県 岐阜県総合医療センター

岐阜県 岐阜市民病院

岐阜県 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院

岐阜県 大垣市民病院

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院



岐阜県 土岐市立総合病院

岐阜県 岐阜県立下呂温泉病院

岐阜県 高山赤十字病院

岐阜県 総合病院中津川市民病院

岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院

愛知県 愛知県がんセンター中央病院

愛知県 総合大雄会病院

愛知県 大雄会第一病院

愛知県 一宮市立市民病院

岐阜県 岐阜赤十字病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　久美愛厚生病院

滋賀県 彦根市立病院

岐阜県 社会医療法人厚生会木沢記念病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院

愛知県 社会医療法人志聖会　犬山中央病院

福井県 杉田玄白記念公立小浜病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃厚生病院

岐阜県 羽島市民病院

岐阜県 岐北厚生病院

岐阜県 朝日大学歯学部附属村上記念病院

岐阜県 医療法人春陽会　慈恵中央病院

岐阜県 医療法人　香徳会　関中央病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　揖斐厚生病院

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター

愛知県 独立行政法人国立病院機構　豊橋医療センター

岐阜県 郡上市民病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　西美濃厚生病院

岐阜県 美濃市立美濃病院

岐阜県 大垣徳洲会病院

岐阜県 大垣市民病院 岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　久美愛厚生病院

岐阜県 医療法人静風会　大垣病院

岐阜県 医療法人同愛会　西濃病院

岐阜県 社会医療法人緑峰会　養南病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　揖斐厚生病院

岐阜県 岐阜県立多治見病院 愛知県 名古屋大学医学部附属病院

岐阜県 土岐市立総合病院 岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院

愛知県 名古屋大学医学部附属病院

愛知県 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院

愛知県 春日井市民病院

岐阜県 大湫病院

岐阜県 国民健康保険　坂下病院

岐阜県 特定医療法人　社団聖泉会　聖十字病院

岐阜県 岐阜県立下呂温泉病院 岐阜県 岐阜県総合医療センター

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

岐阜県 隆湶会　南ひだせせらぎ病院

岐阜県 高山赤十字病院 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

岐阜県 久美愛厚生病院

岐阜県 医療法人生仁会須田病院

鳥取県 鳥取赤十字病院

岐阜県 総合病院　中津川市民病院 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

愛知県 名古屋大学医学部附属病院

愛知県 愛知医科大学病院

岐阜県 国民健康保険　坂下病院

岐阜県 特定医療法人　社団聖泉会　聖十字病院

岐阜県 公立学校共済組合東海中央病院 東京都 公立学校共済組合関東中央病院

岐阜県 岐阜県総合医療センター

岐阜県 各務原病院

兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　久美愛厚生病院

愛媛県 公立学校共済組合四国中央病院

福岡県 公立学校共済組合九州中央病院

広島県 公立学校共済組合中国中央病院

山形県 公立学校共済組合東北中央病院

富山県 公立学校共済組合 北陸中央病院

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター

岐阜県 岐阜赤十字病院 秋田県 秋田赤十字病院

岐阜県 岐阜県総合医療センター

岐阜県 岐阜市民病院

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

岐阜県 高山赤十字病院

岐阜県 各務原病院

北海道 旭川赤十字病院

山口県 綜合病院　山口赤十字病院

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 岐阜県 大垣市民病院

岐阜県 高山赤十字病院

岐阜県 医療法人生仁会須田病院



岐阜県 岐阜勤労者医療協会みどり病院 岐阜県 岐阜県総合医療センター

岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院

岐阜県 各務原病院

愛知県 南医療生活協同組合　総合病院南生協病院

愛知県 みなと医療生活協同組合協立総合病院

愛知県 北医療生活協同組合北病院

岐阜県 中濃厚生病院

奈良県 医療法人平和会　吉田病院

岐阜県 医療法人社団ｶﾜﾑﾗﾔｽｵﾒﾃﾞｨｶﾙｿｻｴﾃｨ河村病院 岐阜県 岐阜市民病院

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院

岐阜県 公益社団法人　岐阜病院

岐阜県 社会医療法人厚生会木沢記念病院 岐阜県 のぞみの丘ホスピタル

岐阜県 多治見市民病院

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター

岐阜県 独立行政法人地域医療機能推進機構可児とうのう病院 愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院

岐阜県 のぞみの丘ホスピタル

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 岐阜県 医療法人春陽会　慈恵中央病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院

愛知県 愛知医科大学病院

岐阜県 大湫病院

岐阜県 羽島市民病院 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

岐阜県 高山赤十字病院

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター

岐阜県 朝日大学歯学部附属村上記念病院 岐阜県 公益社団法人　岐阜病院

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター

岐阜県 医療法人澄心会　岐阜ハートセンター

岐阜県 社会医療法人厚生会多治見市民病院 岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院  

愛知県 愛知医科大学病院  

岐阜県 木沢記念病院  

岐阜県 のぞみの丘ホスピタル  

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立阿南病院 

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　揖斐厚生病院 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

岐阜県 社会医療法人緑峰会　養南病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター 岐阜県 岐阜市民病院

愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

岐阜県 公益社団法人　岐阜病院

岐阜県 朝日大学歯学部附属村上記念病院

静岡県 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 静岡県 公益財団法人復康会沼津中央病院

静岡県 医療法人静岡健生会三島共立病院

静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

静岡県 公益財団法人復康会沼津中央病院

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

静岡県 東日本電信電話株式会社東日本電信電話株式会社NTT東日本伊豆病院

静岡県 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院

東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院

静岡県 富士市立中央病院 静岡県 財団法人復康会　鷹岡病院

静岡県 富士宮市立病院 静岡県 財団法人富士心身リハビリテーション研究所附属病院

静岡県 財団法人復康会　鷹岡病院

静岡県 沼津市立病院 静岡県 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター

静岡県 富士市立中央病院

静岡県 富士宮市立病院

静岡県 公益財団法人復康会沼津中央病院

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

静岡県 医療法人社団健育会　西伊豆健育会病院

静岡県  静岡県立静岡がんセンター 

静岡県 静岡県立総合病院 静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 医療法人清仁会日本平病院

静岡県 医療法人社団リラ溝口病院

静岡県 医療法人社団宗美会清水駿府病院

静岡県 静岡県立こども病院

静岡県 静岡てんかん・神経医療センター

静岡県 伊東市民病院

静岡県 地方独立行政法人　静岡市立静岡病院 静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 静岡市立清水病院



静岡県 医療法人清仁会日本平病院

静岡県 医療法人社団リラ溝口病院

静岡県 医療法人社団宗美会清水駿府病院

静岡県 共立蒲原総合病院

静岡県 静岡県立こども病院

静岡県 静岡赤十字病院 静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 医療法人清仁会日本平病院

静岡県 医療法人社団リラ溝口病院

静岡県 医療法人社団宗美会清水駿府病院

静岡県 静岡県立こども病院

静岡県 静岡済生会総合病院 静岡県 地方独立行政法人　静岡市立静岡病院

静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 医療法人清仁会日本平病院

静岡県 医療法人社団リラ溝口病院

静岡県 医療法人社団宗美会清水駿府病院

静岡県 医療法人社団健育会　西伊豆健育会病院

静岡県 市立島田市民病院 静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 焼津市立総合病院

静岡県 中東遠総合医療センター

静岡県 特定医療法人沖縄徳州会　榛原総合病院

静岡県 医療法人社団宗美会清水駿府病院

静岡県 藤枝市立総合病院 静岡県 菊川市立総合病院

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

静岡県 医療法人社団リラ溝口病院

静岡県 焼津市立総合病院 静岡県 静岡県立総合病院

静岡県 静岡赤十字病院

静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 市立島田市民病院

静岡県 中東遠総合医療センター

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

静岡県 公立森町病院

静岡県 中東遠総合医療センター 静岡県 菊川市立総合病院

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

静岡県 公立森町病院

静岡県 磐田市立総合病院 静岡県 菊川市立総合病院

静岡県 医療法人社団進正会服部病院

静岡県 公立森町病院

静岡県 福田西病院

静岡県 磐田原病院

静岡県 独立行政法人労働者健康福祉機構 浜松労災病院 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

静岡県 浜松医療センター 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

静岡県 医療法人社団澤記念会　神経科浜松病院

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院 聖隷浜松病院 静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

兵庫県 聖隷淡路病院

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院 聖隷三方原病院 兵庫県 聖隷淡路病院

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 東京都 武蔵野赤十字病院

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

静岡県 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター

静岡県 富士市立中央病院

静岡県 富士宮市立病院

静岡県 財団法人富士心身リハビリテーション研究所附属病院

静岡県 沼津市立病院

静岡県 公益財団法人復康会沼津中央病院

静岡県 静岡県立総合病院

静岡県 地方独立行政法人　静岡市立静岡病院

静岡県 静岡赤十字病院

静岡県 静岡済生会総合病院

静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 市立島田市民病院

静岡県 藤枝市立総合病院

静岡県 焼津市立総合病院

静岡県 中東遠総合医療センター

静岡県 菊川市立総合病院

静岡県 磐田市立総合病院

静岡県 独立行政法人労働者健康福祉機構 浜松労災病院

静岡県 浜松医療センター

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院



静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

静岡県 特定医療法人沖縄徳州会　榛原総合病院

静岡県 静岡市立清水病院

静岡県 医療法人清仁会日本平病院

愛知県 名古屋第二赤十字病院

愛知県 新城市民病院

静岡県 JA静岡厚生連 静岡厚生病院

静岡県 医療法人社団リラ溝口病院

静岡県 医療法人社団宗美会清水駿府病院

北海道 社会医療法人　北斗　北斗病院

静岡県 JA静岡厚生連　遠州病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

北海道 医療法人社団博仁会　大江病院

北海道 公立芽室病院

静岡県 財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院

静岡県 社団法人有隣厚生会富士病院

静岡県 財団法人復康会　鷹岡病院

静岡県 静岡県立こども病院

静岡県 医療法人社団平成会藤枝平成記念病院

静岡県 医療法人社団進正会服部病院

静岡県 公立森町病院

静岡県 市立御前崎総合病院

静岡県 引佐赤十字病院

静岡県 市立湖西病院

静岡県 独立行政法人国立病院機構天竜病院

静岡県 浜松赤十字病院

静岡県 浜松市リハビリテーション病院

愛知県 総合青山病院

愛知県 独立行政法人国立病院機構　豊橋医療センター

静岡県 静岡市立清水病院 静岡県 地方独立行政法人　静岡市立静岡病院

静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

静岡県 医療法人清仁会日本平病院

静岡県 医療法人社団リラ溝口病院

静岡県 医療法人社団宗美会清水駿府病院

静岡県 JA静岡厚生連静岡厚生病院 静岡県 静岡済生会総合病院

静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 医療法人清仁会日本平病院

静岡県 医療法人社団リラ溝口病院

静岡県 医療法人社団宗美会清水駿府病院

静岡県 JA静岡厚生連　遠州病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

静岡県 静岡県立こども病院

静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県 公益財団法人復康会沼津中央病院

栃木県 学校法人　国際医療福祉大学　国際医療福祉大学病院

福岡県 医療法人社団高邦会　高木病院

東京都 医療法人財団順和会　山王病院

東京都 国際医療福祉大学三田病院

福岡県 柳川リハビリテーション病院

栃木県 国際医療福祉大学塩谷病院

千葉県 公益財団法人　化学療法研究会　化学療法研究所附属病院

静岡県 ＪＡ静岡厚生連遠州病院 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

静岡県 医療法人社団大法会遠江病院

静岡県 伊東市民病院 神奈川県 公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院

神奈川県 横須賀市立市民病院

静岡県 公益財団法人復康会沼津中央病院

三重県 三重県立志摩病院

茨城県 公益社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院

栃木県 公益社団法人地域医療振興協会　日光市民病院

群馬県 西吾妻福祉病院

新潟県 町立湯沢病院

山梨県 上野原市立病院

長崎県 市立大村市民病院

福井県 公立丹南病院

東京都 東京北医療センター

岐阜県 市立恵那病院

奈良県 市立奈良病院

宮城県 公立黒川病院

静岡県 医療法人社団健育会　西伊豆健育会病院

茨城県 村立東海病院

福岡県 飯塚市立病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

東京都 台東区立台東病院

東京都 練馬光が丘病院



静岡県 総合病院浜松赤十字病院 東京都 武蔵野赤十字病院

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

愛知県 名古屋第一赤十字病院

沖縄県 沖縄赤十字病院

北海道 旭川赤十字病院

静岡県 医療法人社団澤記念会　神経科浜松病院

静岡県 引佐赤十字病院

愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 三重県 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

岐阜県 独立行政法人国立病院機構長良医療センター

愛知県 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院

愛知県 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院 愛知県 名古屋掖済会病院

愛知県 医療法人成精会　刈谷病院

愛知県 社会医療法人宏潤会大同病院

愛知県 医療法人交正会笠寺精治寮病院

愛知県 医療法人　名南会 名南ふれあい病院

愛知県 医療法人　愛精会　あいせい紀年病院

愛知県 公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会　臨港病院

愛知県 医療法人杏園会熱田リハビリテーション病院

愛知県 医療法人山和会山口病院

愛知県 名古屋市立東部医療センター 愛知県 名古屋第二赤十字病院

愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 愛知県がんセンター中央病院

愛知県 愛知県精神医療センター

愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 医療法人資生会　八事病院

愛知県 名古屋市立西部医療センター

愛知県 名古屋市立緑市民病院

愛知県 名古屋第一赤十字病院 岐阜県 高山赤十字病院

愛知県 名古屋大学医学部附属病院

愛知県 愛知県がんセンター中央病院

愛知県 愛知県精神医療センター

愛知県 医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

愛知県 名古屋第二赤十字病院 岐阜県 高山赤十字病院

愛知県 独立行政法人　国立病院機構　東尾張病院

愛知県 新城市民病院

愛知県 医療法人資生会　八事病院

北海道 清水赤十字病院

愛知県 国家公務員共済組合連合会 名城病院 愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

愛知県 名古屋掖済会病院

愛知県 国家公務員共済組合連合会　東海病院

愛知県 名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 愛知県 名古屋第一赤十字病院

愛知県 愛知県精神医療センター

愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 医療法人資生会　八事病院

愛知県 名古屋市立西部医療センター

愛知県 社会福祉法人 恩賜財団済生会 愛知県済生会リハビリテーション病院

愛知県 名古屋掖済会病院 愛知県 愛知県精神医療センター

愛知県 独立行政法人　国立病院機構　東尾張病院

愛知県 医療法人生生会松蔭病院

愛知県 医療法人共和会共和病院

三重県 三重県立一志病院

静岡県 医療法人社団健育会　西伊豆健育会病院

愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 愛知県 医療法人交正会笠寺精治寮病院

愛知県 医療法人　愛精会　あいせい紀年病院

愛知県 医療法人 交正会 精治寮病院

福井県 独立行政法人地域医療機能推進機構　若狭高浜病院

秋田県 独立行政法人地域医療機能推進機構　秋田病院

愛知県 南医療生活協同組合 総合病院南生協病院 愛知県 みなと医療生活協同組合協立総合病院

愛知県 医療法人　名南会　名南病院

愛知県 北医療生活協同組合北病院

愛知県 医療法人　尾張健友会　千秋病院

岐阜県 岐阜勤労者医療協会みどり病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院



静岡県 医療法人静岡健生会三島共立病院

愛知県 医療法人　成田育成会成田病院

愛知県 社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院 愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院

愛知県 医療法人香流会　紘仁病院

愛知県 みなと医療生活協同組合 協立総合病院 愛知県 名古屋掖済会病院

愛知県 南医療生活協同組合　総合病院南生協病院

愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 医療法人　名南会　名南病院

愛知県 北医療生活協同組合北病院

愛知県 医療法人　尾張健友会　千秋病院

岐阜県 岐阜勤労者医療協会みどり病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

静岡県 医療法人静岡健生会三島共立病院

愛知県 医療法人生生会松蔭病院

愛知県 名古屋大学医学部附属病院 岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院

静岡県 中東遠総合医療センター

愛知県 独立行政法人労働者健康福祉機構　中部労災病院

愛知県 名古屋第二赤十字病院

愛知県 名古屋掖済会病院

愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院

愛知県 名古屋記念病院

愛知県 春日井市民病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院

愛知県 社会医療法人宏潤会大同病院

愛知県 津島市民病院

愛知県 国家公務員共済組合連合会　東海病院

愛知県 名古屋市立大学病院 岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院

静岡県 中東遠総合医療センター

愛知県 名古屋市立東部医療センター

愛知県 名古屋第二赤十字病院

愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院

愛知県 南医療生活協同組合　総合病院南生協病院

愛知県 名古屋記念病院

愛知県 みなと医療生活協同組合協立総合病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院

愛知県 総合大雄会病院

愛知県 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院

愛知県 春日井市民病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院

愛知県 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院

愛知県 豊川市民病院

愛知県 豊橋市民病院

愛知県 社会医療法人明陽会成田記念病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院

愛知県 蒲郡市民病院

愛知県 一宮市立市民病院

愛知県 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院

沖縄県 南部徳洲会病院

愛知県 医療法人資生会　八事病院

愛知県 社会医療法人宏潤会大同病院

愛知県 日本郵政株式会社　名古屋逓信病院

岐阜県 社会医療法人厚生会木沢記念病院

岐阜県 常滑市民病院

北海道 社会医療法人北斗　北斗病院

静岡県 JA静岡厚生連　遠州病院

愛知県 津島市民病院

愛知県 名古屋市立西部医療センター

愛知県 医療法人偕行会名古屋共立病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院

愛知県 名古屋市立緑市民病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病院

愛知県 NTT西日本東海病院

愛知県 あま市民病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院

愛知県 医療法人社団喜峰会　東海記念病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　菰野厚生病院

愛知県 特定医療法人泰玄会　泰玄会病院

愛知県 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 聖霊病院

愛知県 藤田医科大学病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

愛知県 聖霊病院 愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 医療法人資生会　八事病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院 愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院

愛知県 医療法人宝会　七宝病院

愛知県 公立陶生病院 岐阜県 特定医療法人　社団聖泉会　聖十字病院

愛知県 医療法人　研精会　豊田西病院



愛知県 愛知医科大学病院 岐阜県 大垣市民病院

岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院

岐阜県 公立学校共済組合東海中央病院

静岡県 中東遠総合医療センター

静岡県 磐田市立総合病院

愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

愛知県 独立行政法人労働者健康福祉機構　中部労災病院

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 国家公務員共済組合連合会名城病院

愛知県 名古屋掖済会病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院

愛知県 総合大雄会病院

愛知県 小牧市民病院

愛知県 春日井市民病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院

愛知県 豊橋市民病院

愛知県 西尾市民病院

愛知県 蒲郡市民病院

三重県 市立四日市病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　久美愛厚生病院

愛知県 大同病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院

岐阜県 国民健康保険　坂下病院

岐阜県 多治見市民病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院

愛知県 愛知県がんセンター愛知病院

愛知県 独立行政法人国立病院機構　豊橋医療センター

愛知県 藤田医科大学病院 愛知県 藤田医科大学ばんたね病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

愛知県 総合大雄会病院 愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 大雄会第一病院

愛知県 特定医療法人　共和会　共和病院

愛知県 小牧市民病院 愛知県 もりやま総合診療病院

愛知県 東尾張病院

愛知県 医療法人　尾張健友会　千秋病院

愛知県 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 神奈川県 湘南鎌倉総合病院

岐阜県 土岐市立総合病院

愛知県 もりやま総合診療病院

愛知県 公立陶生病院

京都府 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院

福岡県 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院

愛知県 名古屋市立西部医療センター

愛知県 春日井市民病院 愛知県 名古屋第一赤十字病院

愛知県 もりやま総合診療病院

愛知県 医療法人社団喜峰会　東海記念病院

愛知県 愛知県心身障害者コロニー中央病院

岐阜県 市立恵那病院

愛知県 半田市立半田病院 - -

愛知県 岡崎市民病院 愛知県 愛知県がんセンター愛知病院

愛知県 京ヶ峰岡田病院

愛知県 医療法人　鉄友会　宇野病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 愛知県 医療法人成精会刈谷病院

愛知県 医療法人豊和会南豊田病院

愛知県 医療法人　共和会　共和病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院

愛知県 京ヶ峰岡田病院

愛知県 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 愛知県 医療法人成精会刈谷病院

愛知県 刈谷豊田総合病院東分院

愛知県 トヨタ記念病院 愛知県 仁大病院

愛知県 医療法人三九朗病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院 愛知県 医療法人豊和会南豊田病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院

愛知県 医療法人　研精会　豊田西病院

愛知県 豊川市民病院 東京都 日本医科大学付属病院



愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 藤田医科大学病院

愛知県 豊橋市民病院 - -

愛知県 成田記念病院 愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 豊川市民病院

愛知県 豊橋市民病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院

愛知県 布袋病院

愛知県 西尾市民病院 愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 京ヶ峰岡田病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院

愛知県 蒲郡市民病院 愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 豊川市民病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院

愛知県 愛知県がんセンター愛知病院

愛知県 一宮市立市民病院 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 上林記念病院

愛知県 医療法人　尾張健友会　千秋病院

愛知県 稲沢市民病院 愛知県 一宮市立市民病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院

愛知県 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 春日井市民病院

愛知県 独立行政法人　国立病院機構　東尾張病院

愛知県 公立西知多総合病院 愛知県 半田市立半田病院

愛知県 医療法人資生会八事病院

愛知県 社会医療法人宏潤会大同病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院

愛知県 医療法人共和会共和病院

愛知県 あいち小児保健医療総合センター

愛知県 医療法人尾張健友会千秋病院 愛知県 南医療生活協同組合　総合病院南生協病院

愛知県 みなと医療生活協同組合協立総合病院

愛知県 総合大雄会病院

愛知県 一宮市立市民病院

愛知県 医療法人　名南会　名南病院

愛知県 北医療生活協同組合北病院

愛知県 医療法人　名南会 名南ふれあい病院

愛知県 布袋病院

愛知県 医療法人宏潤会 大同病院 愛知県 名古屋大学医学部附属病院

愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 医療法人 静心会 桶狭間病院　藤田こころケアセンター

愛知県 碧南市民病院 愛知県 岡崎市民病院

愛知県 医療法人成精会刈谷病院

愛知県 名古屋セントラル病院 愛知県 名古屋第一赤十字病院

愛知県 愛知県精神医療センター

愛知県 北林病院

愛知県 常滑市民病院 愛知県 独立行政法人地域医療推進機構　中京病院

愛知県 半田市立半田病院

愛知県 公立西知多総合病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院

愛知県 大府病院

愛知県 津島市民病院 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院

愛知県 名古屋市立西部医療センター 愛知県
名古屋市立東部医療センター

愛知県
名古屋市立大学病院

愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院

愛知県
名古屋市立緑市民病院

愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院

愛知県 社会医療法人志聖会　犬山中央病院 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

愛知県 小牧市民病院

愛知県 犬山病院

愛知県 社会医療法人財団新和会 八千代病院 愛知県 医療法人豊和会南豊田病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院



愛知県 愛知県がんセンター愛知病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院 愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院

愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 愛知県 豊橋市民病院

愛知県 医療法人義興会　可知記念病院

愛知県 社会医療法人愛生会　総合上飯田第一病院 愛知県 楠メンタルホスピタル

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院 愛知県 名古屋市立大学病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院

愛知県 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院

愛知県 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

愛知県 豊橋市民病院

愛知県 医療法人松崎病院豊橋こころのケアセンター

愛知県 医療法人杏嶺会一宮西病院 愛知県 上林記念病院

三重県 三重県立総合医療センター 三重県 市立四日市病院

三重県 社会医療法人居仁会総合心療センターひなが

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重県立こころの医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名西医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 医療法人社団主体会　小山田記念温泉病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 市立四日市病院 三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 社会医療法人居仁会総合心療センターひなが

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

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 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

三重県 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 独立行政法人　国立病院機構　鈴鹿病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　菰野厚生病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿厚生病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 三重県立こころの医療センター

三重県 独立行政法人国立病院機構　榊原病院

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

岩手県 岩手県立宮古病院

三重県 津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 医療法人暲純会 榊原温泉病院

三重県 特別医療法人　璋純会　武内病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院 秋田県 秋田大学医学部附属病院

千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院

東京都 東京大学医学部附属病院

東京都 杏林大学医学部付属病院

神奈川県 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

愛知県 総合大雄会病院

三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

三重県 社会医療法人居仁会総合心療センターひなが

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重県立こころの医療センター

三重県 独立行政法人国立病院機構　榊原病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

大阪府 岸和田徳洲会病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

岡山県 岡山大学病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

和歌山県 新宮市立医療センター

三重県 津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名西医療センター

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

三重県 桑名市総合医療センター

和歌山県 橋本市民病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿厚生病院



三重県 独立行政法人国立病院機構　三重病院

三重県 松阪厚生病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

愛知県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

愛知県 独立行政法人国立病院機構　豊橋医療センター

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

和歌山県 那智勝浦町立温泉病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 永井病院

三重県 松阪市民病院 東京都 日本医科大学付属病院

三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 南勢病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 松阪厚生病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 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 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 南勢病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 松阪厚生病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院

三重県 社会福祉法人恩賜財団済生会 松阪総合病院 三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 伊勢赤十字病院

三重県 南勢病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 社会福祉法人恩賜財団済生会明和病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院



三重県 独立行政法人国立病院機構　三重病院

三重県 松阪厚生病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 伊勢赤十字病院 三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 南勢病院

三重県 津生協病院

長野県 飯山赤十字病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 松阪厚生病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 医療法人紀南会熊野病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 みえ医療福祉生活協同組合 津生協病院 愛知県 南医療生活協同組合　総合病院南生協病院

愛知県 みなと医療生活協同組合協立総合病院

三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重県立こころの医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 独立行政法人国立病院機構　三重病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 紀南病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 三重県立志摩病院 神奈川県 公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院

神奈川県 横須賀市立市民病院

三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重県立こころの医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

静岡県 伊東市民病院

三重県 桑名西医療センター

三重県 桑名市総合医療センター



茨城県 公益社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院

栃木県 公益社団法人地域医療振興協会　日光市民病院

群馬県 西吾妻福祉病院

新潟県 町立湯沢病院

山梨県 上野原市立病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

長崎県 市立大村市民病院

福井県 公立丹南病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

東京都 東京北医療センター

三重県 紀南病院

岐阜県 市立恵那病院

三重県 医療法人同心会　遠山病院

奈良県 市立奈良病院

宮城県 公立黒川病院

茨城県 村立東海病院

福岡県 飯塚市立病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

東京都 台東区立台東病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

三重県 亀山市立医療センター

東京都 練馬光が丘病院

三重県 社会医療法人峰和会　鈴鹿回生病院 三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 医療法人社団主体会　小山田記念温泉病院

三重県 独立行政法人　国立病院機構　鈴鹿病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿厚生病院

三重県 独立行政法人国立病院機構　三重病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター 三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

三重県 社会医療法人居仁会総合心療センターひなが

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 医療法人社団主体会　小山田記念温泉病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 独立行政法人国立病院機構　三重病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 北勢病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 桑名市総合医療センター 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院

愛知県 総合大雄会病院

三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院



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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

大阪府 りんくう総合医療センター

三重県 津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 多度あやめ病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 医療法人大仲会大仲さつき病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会 いなべ総合病院 愛知県 名古屋市立大学病院

三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 医療法人康誠会東員病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　菰野厚生病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 北勢病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

三重県 紀南病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院 三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

三重県 市立四日市病院

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 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

三重県 市立伊勢総合病院

三重県 松阪市民病院

三重県 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 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院

三重県 伊勢赤十字病院

三重県 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

三重県 三重県立志摩病院

三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

三重県 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター

三重県 桑名西医療センター

三重県 桑名市総合医療センター

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　いなべ総合病院

三重県 藤田医科大学七栗記念病院

三重県 名張市立病院

三重県 尾鷲総合病院

三重県 三重県立一志病院

三重県 紀南病院

三重県 財団法人信貴山病院分院上野病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 遠山病院

三重県 亀山市立医療センター

福井県 福井大学医学部附属病院 福井県 福井県立病院

福井県 社会福祉法人恩賜財団済生会福井県済生会病院

福井県 福井赤十字病院

静岡県 市立島田市民病院

福井県 市立敦賀病院

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

福井県 公益財団法人　松原病院



福井県 福井県こども療育センター

福井県 医療法人積善会　猪原病院

福井県 杉田玄白記念公立小浜病院

京都府 国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院

岐阜県 医療法人厚生会木沢記念病院

福井県 社団法人地域医療振興協会　公立丹南病院

福井県 医療法人　福井愛育病院

滋賀県 市立長浜病院

福井県 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター

福井県 独立行政法人地域医療機能推進機構　福井勝山総合病院

滋賀県 彦根市立病院

福井県 福井県立病院 - -

福井県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 福井県 公益財団法人　松原病院

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市東部病院

石川県 金沢大学附属病院

福井県 福井大学医学部附属病院

福井県 福井赤十字病院 福井県 福井循環器病院

福井県 公益財団法人　松原病院

京都府 京都大学医学部附属病院

愛知県 名古屋第二赤十字病院

京都府 京都第一赤十字病院

福井県 市立敦賀病院 石川県 金沢大学附属病院

福井県 福井大学医学部附属病院

福井県 福井県立病院

福井県 医療法人積善会　猪原病院

福井県 医療法人 敦賀温泉病院

福井県 杉田玄白記念公立小浜病院 福井県 福井大学医学部附属病院

京都府 国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院

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 福井県 医療法人新田塚医療福祉センター福井病院

福井県 医療法人　福井愛育病院

福井県 福井大学医学部附属病院

滋賀県 大津市民病院 滋賀県 滋賀県立精神医療センター

京都府 京都府立医科大学附属病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

京都府 京都大学医学部附属病院

滋賀県 大津赤十字病院 滋賀県 医療法人藤樹会　滋賀里病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

滋賀県 一般社団法人　水口病院

滋賀県 長浜赤十字病院

滋賀県 市立長浜病院

滋賀県 社会福祉法人青祥会セフィロト病院

滋賀県 公立甲賀病院

滋賀県 彦根市立病院

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター

滋賀県 社会医療法人誠光会　草津総合病院

滋賀県 医療法人藤樹会　滋賀里病院

滋賀県 医療法人明和会　琵琶湖病院

滋賀県 独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院

滋賀県 特定医療法人社団御上会　野洲病院

滋賀県 守山市民病院

滋賀県 医療法人社団　昴会　日野記念病院

滋賀県 公益財団法人　豊郷病院

鹿児島県 鹿児島市立病院

滋賀県 独立行政法人国立病院機構　東近江総合医療センター

滋賀県 医療法人真心会　南草津野村病院

滋賀県 医療法人社団 昴会 湖東記念病院

滋賀県 地方独立行政法人市立大津市民病院

三重県 伊賀市立上野総合市民病院

京都府 医療法人医仁会武田総合病院

京都府 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

京都府 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院

京都府 社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院



滋賀県 滋賀県立総合病院

滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会 滋賀県病院 滋賀県 一般社団法人　水口病院

滋賀県 滋賀県立総合病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

滋賀県 滋賀県立総合病院 滋賀県 大津赤十字病院

滋賀県 滋賀県立精神医療センター

滋賀県 滋賀県立小児保健医療センター

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

京都府 京都大学医学部附属病院

滋賀県 医療法人周行会　湖南病院

滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター

滋賀県 済生会守山市民病院

滋賀県 公益財団法人　豊郷病院

滋賀県 彦根市立病院

滋賀県 長浜赤十字病院 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

滋賀県 市立長浜病院

滋賀県 市立長浜病院 滋賀県 社会福祉法人青祥会セフィロト病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

滋賀県 長浜赤十字病院

滋賀県 公立甲賀病院 滋賀県 一般社団法人　水口病院

滋賀県 彦根市立病院 滋賀県 公益財団法人　豊郷病院

京都府 京都大学医学部附属病院

福井県 福井大学医学部附属病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

滋賀県 高島市民病院 滋賀県 大津赤十字病院

滋賀県 医療法人藤樹会　滋賀里病院

滋賀県 医療法人明和会　琵琶湖病院

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 独立行政法人国立病院機構　東近江総合医療センター

滋賀県 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院

滋賀県 滋賀県立総合病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

滋賀県 社会医療法人誠光会 草津総合病院 滋賀県 医療法人周行会　湖南病院

滋賀県 独立行政法人国立病院機構　東近江総合医療センター 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

京都府 独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター 京都府 綾部市立病院

京都府 国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院

京都府 京都中部総合医療センター 京都府 医療法人福知会もみじヶ丘病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

京都府 医療法人医仁会 武田総合病院 京都府 医療法人財団桜花会醍醐病院

京都府 宇治武田病院

京都府 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 京都府 京都府立洛南病院

京都府 京都市立病院 京都府 京都府立洛南病院

京都府 京都市立京北病院

京都府 三菱京都病院

京都府 京都第一赤十字病院 京都府 医療法人　栄仁会　宇治おうばく病院

京都府 医療法人同仁会　（社団）　京都九条病院

京都府 舞鶴赤十字病院

京都府 京都第二赤十字病院 京都府 京都市立京北病院

京都府 医療法人　三幸会　第二北山病院

京都府 医療法人　三幸会　北山病院

京都府 舞鶴赤十字病院

京都府 京丹後市立弥栄病院

京都府 京丹後市立久美浜病院



京都府 独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター 京都府 医療法人　三幸会　第二北山病院

京都府 医療法人　三幸会　北山病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

京都府 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 京都府 医療法人　財団桜花会醍醐病院

京都府 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院

京都府 医療法人社団洛和会音羽記念病院

京都府 京都桂病院 京都府 医療法人稲門会　いわくら病院

京都府 特定医療法人健康会　新京都南病院

京都府 京都大学医学部附属病院 福井県 福井赤十字病院

静岡県 静岡県立総合病院

静岡県 地方独立行政法人　静岡市立静岡病院

静岡県 静岡県立こころの医療センター

静岡県 市立島田市民病院

静岡県 静岡市立清水病院

静岡県 医療法人清仁会日本平病院

滋賀県 大津市民病院

滋賀県 大津赤十字病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

滋賀県 滋賀県立精神医療センター

滋賀県 滋賀県立総合病院

滋賀県 滋賀県立小児保健医療センター

滋賀県 市立長浜病院

京都府 医療法人医仁会武田総合病院

京都府 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

京都府 京都桂病院

京都府 三菱京都病院

京都府 京都府立洛南病院

大阪府 関西医科大学総合医療センター

大阪府 市立岸和田市民病院

大阪府 大阪赤十字病院

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

大阪府 関西電力病院

兵庫県 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター

兵庫県 医療法人恵風会高岡病院

兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院

奈良県 公益財団法人　天理よろづ相談所病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

和歌山 和歌山県立こころの医療センター

島根県 松江市立病院

香川県 高松赤十字病院

香川県 高松市民病院

滋賀県 彦根市立病院

静岡県 医療法人社団リラ溝口病院

静岡県 医療法人社団宗美会清水駿府病院

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター

兵庫県 赤穂市民病院

奈良県 大和高田市立病院

静岡県 共立蒲原病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生会野江病院

福井県 公益財団法人　松原病院

福井県 福井循環器病院

静岡県 静岡県立こども病院

滋賀県 医療法人藤樹会　滋賀里病院

滋賀県 守山市民病院

滋賀県 公益財団法人　豊郷病院

大阪府 医療法人聖和錦秀会　阪本病院

大阪府 医療法人　桐葉会　木島病院

奈良県 医療法人向聖台会　當麻病院

香川県 医療法人五色台病院

滋賀県 医療法人周行会　湖南病院

京都府 医療法人稲門会　いわくら病院

京都府 日本バプテスト病院

静岡県 独立行政法人国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター

京都府 特定医療法人　新京都南病院

大阪府 国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院

京都府 京都府立医科大学附属病院 滋賀県 大津市民病院

滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

滋賀県 滋賀県立精神医療センター

滋賀県 一般社団法人　水口病院

京都府 京都第一赤十字病院

京都府 京都第二赤十字病院

京都府 京都中部総合医療センター

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院

大阪府 パナソニック健康保険組合松下記念病院

大阪府 西日本旅客鉄道株式会社大阪鉄道病院

兵庫県 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院

兵庫県 明石市立市民病院

京都府 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院

滋賀県 独立行政法人国立病院機構　東近江総合医療センター



京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター

京都府 綾部市立病院

滋賀県 財団法人青樹会　八幡青樹会病院

京都府 医療法人福知会もみじヶ丘病院

京都府 市立福知山市民病院

京都府 医療法人　三幸会　第二北山病院

京都府 医療法人　三幸会　北山病院

京都府 財団法人長岡記念財団長岡病院

京都府 医療法人　栄仁会　宇治おうばく病院

京都府 京都山城総合医療センター

大阪府 医療法人六三会　大阪さやま病院

兵庫県 医療法人内海慈仁会　有馬病院

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

京都府 社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院

京都府 愛生会山科病院

京都府 医療法人同仁会　（社団）　京都九条病院

京都府 京都きづ川病院

京都府 舞鶴赤十字病院

兵庫県 医療法人社団正仁会明石土山病院

京都府 京都市立京北病院

京都府 京丹後市立久美浜病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

大阪府 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院

京都府 京丹後市立弥栄病院

京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

京都府 医療法人社団行陵会　京都大原記念病院

福井県 医療法人　福井愛育病院

京都府 医療法人社団石鎚会田辺中央病院

京都府 明治国際医療大学附属病院

京都府 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院

京都府 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

大阪府 大阪府三島救命救急センター

京都府 独立行政法人地域医療機能推進機構　京都鞍馬口医療センター

兵庫県 医療法人松藤会入江病院

京都府 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立精神医療センター

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター

大阪府 医療法人西浦会　京阪病院

大阪府 医療法人医誠会　医誠会病院

大阪府 特別医療法人真美会中野こども病院

京都府 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 京都府 京都第一赤十字病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

京都府 公益社団法人信和会京都民医連第二中央病院

京都府 公益社団法人　京都保健会　京都協立病院

京都府 公益社団法人　京都保健会　吉祥院病院

奈良県 医療法人平和会吉田病院

奈良県 社会医療法人健生会　土庫病院

大阪府 医療法人同仁会耳原総合病院

大阪府 財団法人淀川勤労者厚生協会付属西淀病院

兵庫県 尼崎医療生活協同組合尼崎医療生協病院

和歌山県 和歌山中央医療生活協同組合和歌山生協病院

京都府 特定医療法人健康会　新京都南病院

京都府 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 京都府 京都府立洛南病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

山形県 医療法人徳洲会　庄内余目病院

北海道 医療法人徳洲会　日高徳洲会病院

滋賀県 医療法人徳洲会　近江草津徳洲会病院

京都府 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 京都府 独立行政法人国立病院機構　舞鶴医療センター

京都府 市立福知山市民病院

福井県 福井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 医療法人財団康生会 武田病院 京都府 医療法人医仁会武田総合病院

京都府 医療法人財団桜花会醍醐病院

京都府 医療法人社団恵心会京都武田病院

京都府 北山武田病院

京都府 宇治武田病院

京都府 社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院 京都府 医療法人　栄仁会　宇治おうばく病院

京都府 京都第一赤十字病院

京都府 社会福祉法人恩賜財団済生会 京都府病院 京都府 財団法人長岡記念財団長岡病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

京都府 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 京都府 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院

京都府 医療法人三幸会北山病院

京都府 医療法人　三幸会　第二北山病院

京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター

京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府 医療法人福知会もみじヶ丘病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

京都府 京丹後市立弥栄病院

京都府 医療法人社団洛和会　洛和会丸太町病院

京都府 綾部市立病院

京都府 京丹後市立久美浜病院



京都府 市立福知山市民病院

京都府 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター

京都府 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院

京都府 綾部市立病院 京都府 医療法人福知会もみじ丘病院

京都府 独立行政法人国立病院機構　舞鶴医療センター

京都府 京都府立医科大学附属病院

兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院

京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター

京都府 市立福知山市民病院 京都府 医療法人福知会もみじケ丘病院

京都府 京都山城総合医療センター 京都府 医療法人　栄仁会　宇治おうばく病院

京都府 特定医療法人健康会　新京都南病院 滋賀県 大津赤十字病院

京都府 京都桂病院

京都府 三菱京都病院

京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

京都府 京都府立洛南病院

京都府 特定医療法人健康会総合病院京都南病院

京都府 日本バプテスト病院

京都府 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院

大阪府 市立池田病院 大阪府 社会医療法人北斗会さわ病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会 吹田病院 大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

京都府 財団法人長岡記念財団長岡病院

大阪府 大阪府三島救命救急センター

大阪府 市立豊中病院 大阪府 医療法人　松柏会　榎坂病院

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院 大阪府 箕面市立病院

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 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 

大阪府 りんくう総合医療センター

大阪府 NTT西日本大阪病院

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪みなと中央病院

大阪府 国家公務員共済組合連合会大手前病院

大阪府 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院

大阪府 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院

大阪府 地方独立行政法人市立吹田市民病院

兵庫県 市立川西病院

大阪府 大阪府済生会富田林病院

大阪府 大阪府済生会千里病院

大阪府 東大阪市立総合病院

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

大阪府 大阪府立母子保健総合医療センター

大阪府 独立行政法人国立病院機構　刀根山病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪国際がんセンター

兵庫県 西宮市立中央病院

兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院

兵庫県 医療法人川崎病院

大阪府 市立池田病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター

大阪府 市立豊中病院

兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院

大阪府 社会医療法人きつこう会多根総合病院

大阪府 箕面市立病院 大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 箕面神経サナトリウム

大阪府 高槻赤十字病院 大阪府 特定医療法人大阪精神医学研究所新阿武山病院

大阪府 大阪府三島救命救急センター

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

大阪府 大阪医科医大学附属病院

大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院 大阪府 特定医療法人大阪精神医学研究所新阿武山病院

大阪府 大阪医科大学附属病院 大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院

大阪府 高槻赤十字病院

大阪府 特定医療法人大阪精神医学研究所 新阿武山病院

大阪府 市立ひらかた病院

大阪府 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

大阪府 大阪府三島救命救急センター

大阪府 医療法人春秋会　城山病院

大阪府 社会医療法人　祐生会　みどりヶ丘病院

大阪府 第一東和会病院

大阪府 社会医療法人仙養会北摂総合病院

兵庫県 公立宍粟総合病院

大阪府 社会医療法人信愛会 畷生会脳神経外科病院

大阪府 医療法人錦秀会阪和住吉総合病院

大阪府 社会医療法人清恵会　清恵会病院

大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院

大阪府 株式会社互恵会 大阪回生病院



鹿児島県 大島郡医師会病院

大阪府 医療法人大植会葛城病院

大阪府 社会医療法人　景岳会　南大阪病院

大阪府 医療法人恒昭会藍野病院

奈良県 大和郡山病院

大阪府 医療法人マックシール　　巽病院

大阪府 医療法人北辰会　有澤総合病院

大阪府 大阪医科大学三島南病院

大阪府 市立ひらかた病院 大阪府 大阪医科大学附属病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪精神医療センター

大阪府 大阪府三島救命救急センター

福井県 福井大学医学部附属病院

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 大阪府 総合病院東香里病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 パナソニック健康保険組合松下記念病院 大阪府 医療法人西浦会　京阪病院

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

京都府 京都きづ川病院

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 医療法人医誠会　医誠会病院

大阪府 特別医療法人真美会中野こども病院

大阪府 関西医科大学総合医療センター 京都府 特定医療法人美杉会　男山病院

大阪府 医療法人河内友紘会河内総合病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会野江病院

大阪府 医療法人長尾会　ねや川サナトリウム

大阪府 特別医療法人真美会中野こども病院

大阪府 医療法人協仁会　小松病院

大阪府 関西医科大学附属病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構　近畿中央胸部疾患センター

大阪府 大阪府済生会泉尾病院

大阪府 医療法人春秋会　城山病院

大阪府 コープおおさか病院

大阪府 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院

大阪府 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

大阪府 医療法人社団有隣会　東大阪病院

大阪府 医療法人孟仁会　摂南総合病院

兵庫県 医療法人回生会　宝塚病院

大阪府 福田総合病院

大阪府 社会医療法人山弘会　上山病院

大阪府 医療法人社団松下会　白庭病院

大阪府 医療法人美杉会　佐藤病院

大阪府 医療法人医誠会　医誠会病院

大阪府 関西医科大学香里病院

大阪府 社会医療法人　若弘会　若草第一病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

大阪府 医療法人清心会八尾こころのホスピタル

大阪府 医療法人藤井会 石切生喜病院

大阪府 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 大阪府 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院

奈良県 一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん

山形県 医療法人徳洲会　庄内余目病院

北海道 医療法人徳洲会　日高徳洲会病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

京都府 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院

大阪府 医療法人恵生会　恵生会病院

静岡県 医療法人沖縄徳州会　榛原総合病院

大阪府 医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院

大阪府 社会医療法人若弘会 若草第一病院 大阪府 社会福祉法人天心会小阪病院

大阪府 小阪産病院

大阪府 関西医科大学総合医療センター

大阪府 関西医科大学附属病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 大阪府 公益財団法人　浅香山病院

大阪府 医療法人好寿会　美原病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター

大阪府 独立行政法人国立病院機構　近畿中央胸部疾患センター

大阪府 一般財団法人成研会　結のぞみ病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

大阪府 近畿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 社会医療法人　若弘会　若草第一病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター

大阪府 市立岸和田市民病院

大阪府 りんくう総合医療センター

大阪府 国家公務員共済組合連合会大手前病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療センター

大阪府 社会医療法人生長会ベルランド総合病院

大阪府 泉大津市立病院

大阪府 大阪府済生会富田林病院

大阪府 市立貝塚病院

大阪府 社会医療法人ペガサス　馬場記念病院

大阪府 医療法人宝生会　PL病院

奈良県 近畿大学医学部奈良病院



大阪府 医療法人杏和会阪南病院

大阪府 医療法人恒昭会青葉丘病院

奈良県 大和高田市立病院

大阪府 医療法人育和会　育和会記念病院

大阪府 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院

大阪府 医療法人爽神堂七山病院

大阪府 木島病院

大阪府 医療法人養心会　国分病院 

大阪府 市立藤井寺市民病院

大阪府 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

大阪府 医療法人杏和会阪南病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構　近畿中央呼吸器センター

大阪府 地方独立行政法人　堺市立病院機構　堺市立総合医療センター 大阪府 医療法人杏和会阪南病院

大阪府

大阪府 耳原総合病院 大阪府 東大阪生協病院

大阪府 コープおおさか病院

大阪府 西淀病院

兵庫県 神戸協同病院

兵庫県 東神戸病院

兵庫県 尼崎医療生協病院

京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

奈良県 社会医療法人平和会　吉田病院

奈良県 社会医療法人健生会　土庫病院

和歌山県 和歌山生協病院

大阪府 市立岸和田市民病院 大阪府 木島病院

大阪府 りんくう総合医療センター

大阪府 医療法人爽神堂七山病院

大阪府 りんくう総合医療センター 大阪府 医療法人爽神堂七山病院

大阪府 市立貝塚病院

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

大阪府 和泉市立総合医療センター 大阪府 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院

大阪府 医療法人　河崎会　水間病院

大阪府 泉大津市立病院

大阪府 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 大阪府 医療法人　河﨑会　水間病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

山形県 医療法人徳洲会　庄内余目病院

北海道 医療法人徳洲会　日高徳洲会病院

大阪府 和泉市立総合医療センター

大阪府 医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 大阪府 社会福祉法人天心会小阪病院

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 公益財団法人　浅香山病院

京都府 独立行政法人国立病院機構　舞鶴医療センター

奈良県 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター

大阪府 特別医療法人真美会中野こども病院

大阪府
地方独立行政法人　大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

- -

大阪府 大阪市立総合医療センター 大阪府 大阪市立弘済院附属病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

大阪府 大阪市立十三市民病院

大阪府 西日本旅客鉄道株式会社 大阪鉄道病院 大阪府 パナソニック健康保険組合松下記念病院

大阪府 医療法人六三会　大阪さやま病院

大阪府 医療法人警和会　大阪警察病院

大阪府 NTT西日本大阪病院 大阪府 大阪府立母子保健総合医療センター

大阪府 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院

大阪府 医療法人六三会　大阪さやま病院

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター



大阪府 大阪赤十字病院 - -

大阪府 大阪府済生会中津病院 大阪府 社会医療法人北斗会さわ病院

大阪府 医療法人　光愛会　光愛病院

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 大阪府 医療法人敬寿会　吉村病院

大阪府 医療法人爽神堂七山病院

大阪府 医療法人清順堂ためなが温泉病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 大阪府
地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪母子医療センター

大阪府 医療法人西浦会　京阪病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪国際がんセンター

大阪府 公益財団法人日本生命済生会付属 日生病院 大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 医療法人　河﨑会　水間病院

大阪府 医療法人恒昭会 藍野病院

長崎県 国民健康保険　平戸市民病院

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 - -

大阪府 医療法人警和会大阪警察病院 大阪府 NTT西日本大阪病院

大阪府 社会福祉法人天心会小阪病院

大阪府 医療法人豊済会　小曽根病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 一般財団法人 住友病院 大阪府 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院

大阪府 医療法人松柏会　榎坂病院

大阪府 社会福祉法人　石井記念愛染園　附属愛染橋病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 関西電力病院 大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

大阪府 医療法人聖和錦秀会　阪本病院

大阪府 関西医科大学総合医療センター

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院

大阪府 医療法人長尾会　ねや川サナトリウム

大阪府 宗教法人在日本南ﾌﾟﾚｽﾋﾞﾃﾘｱﾝﾐｯｼｮﾝ 淀川キリスト教病院 大阪府 医療法人松柏会榎坂病院

沖縄県 オリブ山病院

大阪府 医療法人清順堂ためなが温泉病院

大阪府 社会医療法人北斗会さわ病院

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 大阪府 社会医療法人社団若弘会若草第一病院

大阪府 和泉市立総合医療センター

大阪府 大阪市立総合医療センター

大阪府 西日本旅客鉄道株式会社大阪鉄道病院

大阪府 株式会社互恵会大阪回生病院

大阪府 関西電力株式会社 関西電力病院

大阪府 社会医療法人きつこう会　多根総合病院

大阪府 社会医療法人生長会ベルランド総合病院

大阪府 医療法人橘会　東住吉森本病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会富田林病院

大阪府 公益財団法人　浅香山病院

大阪府 社会医療法人ペガサス　馬場記念病院

大阪府 医療法人蒼龍会井上病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構刀根山病院

大阪府 大阪府三島救命救急センター

大阪府 社会医療法人弘道会　守口生野記念病院

大阪府 医療法人藤井会大東中央病院

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

大阪府 医療法人生登会寺元記念病院

大阪府 医療法人丹比荘　丹比荘病院

大阪府 市立藤井寺市民病院

大阪府 医療法人医進会高石加茂病院

大阪府 医療法人桐葉会木島病院

大阪府 医療法人微風会　浜寺病院

大阪府 医療法人育和会　育和会記念病院

大阪府 社会医療法人　景岳会　南大阪病院

大阪府 医療法人弘仁会まちだ胃腸病院

大阪府 社会医療法人寿楽会　大野記念病院

大阪府 医療法人彰療会　大正病院

大阪府 医療法人仁真会白鷺病院

大阪府 医療法人行岡医学研究会行岡病院

大阪府 公益財団法人　聖バルナバ病院

大阪府 医療法人寺西報恩会長吉総合病院



大阪府 一般社団法人日本海員掖済会　大阪掖済会病院

大阪府 社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院

兵庫県 社会医療法人三栄会　ツカザキ病院

兵庫県 医療法人晋真会ベリタス病院

大阪府 医療法人山紀会山本第三病院

大阪府 医療法人錦秀会阪和住吉総合病院

大阪府 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

大阪府 市立柏原病院

大阪府 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院

大阪府 医療法人医誠会医誠会病院

大阪府 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 四天王寺病院

兵庫県 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院

大阪府 医療法人朋愛会 朋愛病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院

大阪府 泉大津市立病院

大阪府 社会医療法人清恵会 清恵会病院

大阪府 社会医療法人生長会 府中病院

大阪府 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院

大阪府 近畿大学医学部附属病院

大阪府 八尾市立病院

大阪府 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院

大阪府 医療法人永和会　こころあ病院

兵庫県 社会医療法人 渡邊高記念会　西宮渡辺心臓・血管センター

北海道 社会医療法人北斗　北斗病院

大阪府 社会医療法人弘道会　なにわ生野病院

大阪府 医療法人藤井会 石切生喜病院

大阪府 社会医療法人愛仁会千船病院 大阪府 社会医療法人北斗会さわ病院

大阪府 医療法人 白卯会 白井病院 

兵庫県 医療法人寿栄会有馬高原病院

大阪府
地方独立行政法人　大阪府立病院機構
大阪国際がんセンター

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立精神医療センター

大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター

大阪府 社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院

大阪府 国家公務員共済組合連合会 大手前病院

大阪府 大阪府済生会泉尾病院 大阪府 医療法人　光愛会　光愛病院

大阪府 関西医科大学総合医療センター

大阪府 関西医科大学附属病院

大阪府 社会福祉法人　石井記念愛染園　附属愛染橋病院

大阪府 医療法人河内友紘会 河内総合病院 大阪府 社会福祉法人天心会小阪病院

大阪府 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 大阪府 医療法人田村会貝塚中央病院

大阪府 社会医療法人愛仁会千船病院

大阪府 多根記念眼科病院

香川県 小豆島中央病院

大阪府 八尾市立病院 大阪府 医療法人清心会八尾こころのホスピタル

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

大阪府 社会医療法人生長会府中病院 大阪府 医療法人利田会久米田病院

大阪府 社会医療法人生長会ベルランド総合病院

大阪府 和泉市立総合医療センター

大阪府 医療法人杏和会阪南病院

大阪府 阪南市民病院

大阪府 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 大阪府 医療法人サヂカム会三国丘病院

大阪府 医療法人六三会　大阪さやま病院

奈良県 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター

大阪府 社会医療法人仙養会北摂総合病院 大阪府 特定医療法人大阪精神医学研究所新阿武山病院

大阪府 大阪医科大学附属病院

大阪府 社会医療法人阪南医療福祉センター阪南中央病院 大阪府 医療法人敬寿会　吉村病院

大阪府 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院

大阪府 医療法人春秋会 城山病院

大阪府 泉大津市立病院 大阪府 医療法人微風会　浜寺病院

大阪府 市立岸和田市民病院

鹿児島県 医療法人　徳洲会　屋久島徳洲会病院

大阪府 市立吹田市民病院 大阪府 医療法人松柏会榎坂病院

大阪府 医療法人藤井会 石切生喜病院 大阪府 医療法人聖和錦秀会　阪本病院

大阪府 大阪市立総合医療センター

大阪府 医療法人橘会 東住吉森本病院 大阪府 医療法人丹比荘　丹比荘病院



大阪府 医療法人橘会　東住吉森本リハビリテーション病院

大阪府 医療法人彰療会　大正病院

大阪府 医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

山形県 医療法人徳洲会　庄内余目病院

北海道 医療法人徳洲会　日高徳洲会病院

大阪府 医療法人和幸会　阪奈サナトリウム

大阪府 パナソニック健康保険組合松下記念病院

大阪府 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院

大阪府 医療法人河内友紘会河内総合病院

大阪府 医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院

京都府 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院

大阪府 大阪府済生会 富田林病院 大阪府 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

大阪府 医療法人六三会　大阪さやま病院

大阪府 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 大阪府 社会医療法人阪南医療福祉センター阪南中央病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

山形県 医療法人徳洲会　庄内余目病院

北海道 医療法人徳洲会　日高徳洲会病院

大阪府 医療法人敬寿会　吉村病院

滋賀県 医療法人徳洲会　近江草津徳洲会病院

静岡県 特定医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院

大阪府 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院

大阪府 大阪医科大学附属病院

大阪府 医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院

大阪府 市立貝塚病院 大阪府 医療法人　河﨑会　水間病院

大阪府 りんくう総合医療センター

大阪府 医療法人春秋会 城山病院 大阪府 医療法人宝生会　PL病院

大阪府 一般財団法人成研会　結のぞみ病院

大阪府 近畿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 公益財団法人浅香山病院 大阪府 地方独立行政法人　堺市立病院機構　堺市立総合医療センター

大阪府 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院 大阪府 医療法人微風会　浜寺病院

大阪府 泉大津市立病院

大阪府 医療法人宝生会 PL病院 大阪府 医療法人春秋会　城山病院

大阪府 一般財団法人成研会　結のぞみ病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会 野江病院 大阪府 医療法人聖和錦秀会　阪本病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会 千里病院 大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院

大阪府 医療法人豊済会　小曽根病院

大阪府 社会医療法人北斗会さわ病院

大阪府 地方独立行政法人　市立東大阪医療センター 大阪府 社会福祉法人天心会小阪病院

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

大阪府 独立行政法人国立病院機構刀根山病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

大阪府 医療法人医誠会医誠会病院 大阪府 関西医科大学総合医療センター

大阪府 関西医科大学附属病院

青森県 八戸市立市民病院

大阪府 社会医療法人清恵会　清恵会病院 大阪府 医療法人杏和会阪南病院

大阪府 関西医科大学附属病院 大阪府 関西医科大学総合医療センター

大阪府 医療法人長尾会　ねや川サナトリウム

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会野江病院

大阪府 特別医療法人真美会中野こども病院

大阪府 医療法人河内友紘会河内総合病院

大阪府 医療法人協仁会　小松病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構　近畿中央胸部疾患センター

大阪府 大阪府済生会泉尾病院

大阪府 医療法人春秋会　城山病院

大阪府 コープおおさか病院

大阪府 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院

大阪府 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

大阪府 特定医療法人有隣会　東大阪病院

大阪府 医療法人孟仁会　摂南総合病院

兵庫県 医療法人回生会　宝塚病院

大阪府 福田総合病院

大阪府 社会医療法人山弘会　上山病院

大阪府 医療法人社団松下会　白庭病院

大阪府 医療法人美杉会　佐藤病院

大阪府 医療法人医誠会　医誠会病院

大阪府 関西医科大学香里病院

京都府 特定医療法人美杉会　男山病院

大阪府 社会医療法人　若弘会　若草第一病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

大阪府 医療法人清心会八尾こころのホスピタル



大阪府 医療法人藤井会 石切生喜病院

大阪府 西淀病院 大阪府 耳原総合病院

大阪府 東大阪生協病院

兵庫県 尼崎医療生協病院

奈良県 社会医療法人平和会　吉田病院

京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

和歌山県 和歌山生協病院

奈良県 社会医療法人健生会　土庫病院

大阪府 コープおおさか病院

大阪府 国家公務員共済組合連合会  枚方公済病院 大阪府 関西医科大学附属病院

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 社会医療法人愛仁会千船病院

大阪府 市立ひらかた病院

大阪府 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 大阪府 医療法人北斗会さわ病院

兵庫県 神戸大学医学部附属病院

大阪府 大阪府三島救命救急センター

大阪府 医療法人育和会記念病院 大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院

大阪府 医療法人サヂカム会三国丘病院

大阪府 市立柏原病院

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

大阪府
社会医療法人弘道会　守口生野記念病院
 


大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院

大阪府 大阪市立総合医療センター

大阪府 医療法人長尾会　ねや川サナトリウム

大阪府 社会医療法人弘道会　なにわ生野病院

兵庫県 独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター 兵庫県 医療法人社団正仁会明石土山病院

兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 西神戸医療センター - -

兵庫県 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 兵庫県 医療法人内海慈仁会　有馬病院

兵庫県 社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院 兵庫県 医療法人尚生会　湊川病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

兵庫県 医療法人明和病院

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院

大阪府 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

大阪府 株式会社互恵会大阪回生病院

大阪府 社会医療法人愛仁会千船病院

兵庫県 社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院

兵庫県 高砂市民病院

兵庫県 西脇市立西脇病院

兵庫県 市立加西病院

兵庫県 医療法人恵風会高岡病院

兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院

兵庫県 姫路聖マリア病院

兵庫県 明石市立市民病院

兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構　神戸労災病院

兵庫県 赤穂市民病院

兵庫県 社会医療法人製鉄記念広畑病院

兵庫県 一般財団法人甲南会　甲南病院

兵庫県 一般財団法人甲南病院六甲アイランド病院

兵庫県 医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院

兵庫県 北播磨総合医療センター

兵庫県 三田市民病院

兵庫県 医療法人社団神戸顕彰会神戸百年記念病院

兵庫県 医療法人慈恵会新須磨病院

兵庫県 社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院

兵庫県 三菱神戸病院

兵庫県 神戸朝日病院

兵庫県 国家公務員共済組合連合会六甲病院

兵庫県 独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院

兵庫県 医療法人社団仁正会中谷整形外科病院

兵庫県 社会医療法人愛仁会　明石医療センター

兵庫県 医療法人古橋会　揖保川病院

兵庫県 公立宍粟総合病院

兵庫県 医療法人社団正仁会明石土山病院

兵庫県 医療法人達磨会　東加古川病院

京都府 医療法人 福冨士会　京都ルネス病院

兵庫県 兵庫県立柏原病院

兵庫県 公立八鹿病院

兵庫県 姫路赤十字病院

兵庫県 独立行政法人国立病院機構　神戸医療センター

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター

兵庫県 市立川西病院

兵庫県 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院

兵庫県 医療法人川崎病院

兵庫県 西宮市立中央病院

大阪府 市立岸和田市民病院



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

兵庫県 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

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター

兵庫県 公立神崎総合病院

兵庫県 特定医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院

大阪府 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 独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター

兵庫県 兵庫県災害医療センター

兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院

大阪府 大阪府済生会中津病院

兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院

兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 神戸赤十字病院

兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県 地方独立行政法人神戸市民病院機構　神戸市立医療センター中央市民病院

兵庫県 医療法人尚生会　湊川病院

兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 兵庫県 医療法人水光会　伊丹天神川病院

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 兵庫県立ひょうごこころの医療センター

兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 兵庫県立がんセンター

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター

兵庫県 兵庫県災害医療センター

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

兵庫県 兵庫県立西宮病院

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター

兵庫県 兵庫県立淡路医療センター

兵庫県 兵庫県立柏原病院

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション中央病院

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

兵庫県 社会医療法人　製鉄記念広畑病院

兵庫県 公立学校共済組合 近畿中央病院 兵庫県 医療法人水光会　伊丹天神川病院

東京都 公立学校共済組合関東中央病院

岐阜県 公立学校共済組合東海中央病院

愛媛県 公立学校共済組合四国中央病院

福岡県 公立学校共済組合九州中央病院

広島県 公立学校共済組合中国中央病院

山形県 公立学校共済組合東北中央病院

富山県 公立学校共済組合北陸中央病院

兵庫県 兵庫医科大学病院 兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院

兵庫県 医療法人明和病院

兵庫県 市立川西病院

兵庫県 公立八鹿病院

兵庫県 宝塚市立病院

兵庫県 西宮市立中央病院

兵庫県 医療法人中央会尼崎中央病院

兵庫県 兵庫医科大学ささやま医療センター

大阪府 医療法人　晋真会　ベリタス病院

兵庫県 柏原赤十字病院

兵庫県 医療法人協和会　協立病院

兵庫県 市立芦屋病院

兵庫県 公立宍粟総合病院

兵庫県 特定医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院

兵庫県 独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター

兵庫県 西脇市立西脇病院

兵庫県 三田市民病院

兵庫県 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院

兵庫県 社会医療法人 渡邊高記念会　西宮渡辺心臓・血管センター

兵庫県 社会医療法人　製鉄記念広畑病院

兵庫県 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 兵庫県 医療法人達磨会　東加古川病院

兵庫県 兵庫医科大学病院

兵庫県 神戸大学医学部附属病院

兵庫県 兵庫県災害医療センター

兵庫県 高砂市民病院 兵庫県 神戸大学医学部附属病院

兵庫県 医療法人山伍会播磨大塩病院

兵庫県 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

兵庫県 社会医療法人製鉄記念広畑病院



兵庫県 西脇市立西脇病院 - -

兵庫県 市立加西病院 兵庫県 医療法人内海慈仁会姫路北病院

兵庫県 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

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

兵庫県 兵庫県立がんセンター

兵庫県 神戸大学医学部附属病院

兵庫県 社会医療法人愛仁会　明石医療センター

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター

兵庫県 兵庫県立ひょうごこころの医療センター

兵庫県 北播磨総合医療センター

兵庫県 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター 兵庫県 医療法人恵風会高岡病院

兵庫県 姫路赤十字病院 兵庫県 医療法人恵風会高岡病院

兵庫県 公立豊岡病院 兵庫県 公立八鹿病院

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県 神戸大学医学部附属病院

京都府 京都大学医学部附属病院

兵庫県 兵庫県立柏原病院 兵庫県 兵庫県立ひょうごこころの医療センター

兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 兵庫県立がんセンター

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター

兵庫県 兵庫県災害医療センター

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県 兵庫県立西宮病院

兵庫県 兵庫県立淡路医療センター

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション中央病院

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

兵庫県 社会医療法人　製鉄記念広畑病院

兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 兵庫県立ひょうごこころの医療センター

兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 兵庫県立がんセンター

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター

兵庫県 兵庫県災害医療センター

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

兵庫県 兵庫県立西宮病院

兵庫県 兵庫県立柏原病院

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション中央病院

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

鹿児島県 鹿児島県立大島病院

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県 社会医療法人　製鉄記念広畑病院

兵庫県 兵庫県立西宮病院 兵庫県 兵庫県立ひょうごこころの医療センター

兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 兵庫県立がんセンター

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター

兵庫県 兵庫県災害医療センター

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター

兵庫県 兵庫県立淡路医療センター

兵庫県 兵庫県立柏原病院

兵庫県 尼崎医療生協病院

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション中央病院

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県 社会医療法人　製鉄記念広畑病院

兵庫県 姫路聖マリア病院 兵庫県 医療法人内海慈仁会姫路北病院

兵庫県 社会医療法人三栄会　ツカザキ病院

兵庫県 明石市立市民病院 兵庫県 医療法人社団正仁会明石土山病院

兵庫県 医療法人社団吉徳会あさぎり病院

兵庫県 医療法人財団光明会明石こころのホスピタル



兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院 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

兵庫県 社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院

兵庫県 医療法人実風会　新生病院

兵庫県 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院 兵庫県 医療法人千水会　赤穂仁泉病院

大阪府 社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院

兵庫県 医療法人明和病院 兵庫県 兵庫医科大学病院

兵庫県 西宮協立脳神経外科病院

兵庫県 赤穂市民病院 兵庫県 医療法人千水会　赤穂仁泉病院

兵庫県 姫路赤十字病院

京都府 京都大学医学部附属病院

兵庫県 市立川西病院 大阪府 大阪大学医学部附属病院

兵庫県 兵庫医科大学病院

兵庫県 社会医療法人　製鉄記念広畑病院 兵庫県 医療法人恵風会高岡病院

兵庫県 医療法人古橋会　揖保川病院

兵庫県 姫路赤十字病院

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター

兵庫県 公立八鹿病院 兵庫県 医療法人社団俊仁会　大植病院

兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

兵庫県 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 市立伊丹病院 大阪府 箕面神経サナトリウム

兵庫県 医療法人水光会　伊丹天神川病院

兵庫県 一般財団法人仁明会仁明会病院

兵庫県 医療法人川崎病院 兵庫県 医療法人尚生会　湊川病院

兵庫県 医療法人社団吉徳会あさぎり病院

兵庫県 一般財団法人甲南会甲南病院 兵庫県 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院

兵庫県 一般財団法人甲南会甲南加古川病院

兵庫県 医療法人達磨会　東加古川病院

大阪府 社会医療法人愛仁会千船病院

兵庫県 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 兵庫県 医療法人達磨会　東加古川病院

大阪府 社会医療法人愛仁会千船病院

兵庫県 一般財団法人甲南会　甲南病院

兵庫県 市立芦屋病院 兵庫県 一般財団法人仁明会仁明会病院

兵庫県 兵庫県立西宮病院

兵庫県 兵庫医科大学病院

兵庫県 社団法人日本海員掖済会 神戸掖済会病院 兵庫県 医療法人尚生会　湊川病院

愛知県 名古屋掖済会病院

兵庫県 西神戸医療センター

兵庫県 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院

兵庫県 宝塚市立病院 兵庫県 医療法人寿栄会有馬高原病院

兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院

大阪府 医療法人北斗会さわ病院

兵庫県 兵庫医科大学病院

兵庫県 市立伊丹病院

兵庫県 医療法人沖縄徳洲会 神戸徳洲会病院 京都府 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院

兵庫県 医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院

大阪府 医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院

兵庫県 北播磨総合医療センター 兵庫県 医療法人樹光会　大村病院

兵庫県 医療法人社団吉徳会あさぎり病院

兵庫県 三田市民病院 兵庫県 宝塚三田病院

兵庫県 社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院



兵庫県 医療法人社団顕鐘会　神戸百年記念病院 兵庫県 医療法人尚生会　湊川病院

兵庫県 医療法人榮昌会　吉田病院

兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 医療法人社団吉徳会あさぎり病院

兵庫県 神戸赤十字病院 兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 兵庫県災害医療センター

兵庫県 医療法人実風会　新生病院

兵庫県 多可赤十字病院

兵庫県 西宮市立中央病院 兵庫県 一般財団法人仁明会仁明会病院

兵庫県 兵庫県立西宮病院

兵庫県 社会福祉法人　恩賜財団　済生会兵庫県病院 兵庫県 三田市民病院

兵庫県 兵庫県立ひょうごこころの医療センター

兵庫県 尼崎医療生協病院 兵庫県 東神戸病院

兵庫県 神戸協同病院

大阪府 耳原総合病院

京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

奈良県 医療法人平和会　吉田病院

奈良県 社会医療法人健生会　土庫病院

和歌山県 和歌山生協病院

大阪府 西淀病院

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県 西宮市立中央病院

兵庫県 社会医療法人愛仁会　明石医療センター 兵庫県 医療法人社団正仁会明石土山病院

兵庫県 市立加西病院

兵庫県 医療法人財団光明会明石こころのホスピタル

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 兵庫県立ひょうごこころの医療センター

兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 兵庫県立がんセンター

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター

兵庫県 兵庫県立柏原病院

兵庫県 兵庫県立淡路医療センター

兵庫県 兵庫県立西宮病院

兵庫県 兵庫県災害医療センター

兵庫県 医療法人達磨会　東加古川病院

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション中央病院

兵庫県 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県 社会医療法人　製鉄記念広畑病院

兵庫県 公立宍粟総合病院 兵庫県 医療法人内海慈仁会姫路北病院

兵庫県 社会医療法人製鉄記念広畑病院

兵庫県 社会医療法人三栄会　ツカザキ病院 兵庫県 医療法人恵風会高岡病院

兵庫県 姫路聖マリア病院

兵庫県 医療法人古橋会　揖保川病院

奈良県 奈良県総合医療センター 奈良県 独立行政法人国立病院機構　奈良医療センター

奈良県 独立行政法人国立病院機構　やまと精神医療センター

奈良県 社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

奈良県 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター

奈良県 奈良県西和医療センター

奈良県 公益財団法人天理よろづ相談所病院 - -

奈良県 奈良県西和医療センター 奈良県 奈良県総合医療センター

奈良県 一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん

奈良県 国保中央病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

奈良県 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター

三重県 一般財団法人信貴山病院分院　上野病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 奈良県総合医療センター

奈良県 奈良県西和医療センター

奈良県 済生会中和病院

奈良県 国保中央病院

奈良県 社会福祉法人恩賜財団済生会御所病院

奈良県 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター

奈良県 社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院

大阪府 地方独立行政法人市立東大阪医療センター

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院

大阪府 八尾市立病院

大阪府 社会医療法人生長会ベルランド総合病院



大阪府 社会医療法人医真会　医真会八尾総合病院

大阪府 多根総合病院

奈良県 医療法人鴻池会　秋津鴻池病院

奈良県 市立奈良病院

奈良県 医療法人新生会　総合病院　高の原中央病院

大阪府 社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院

奈良県 宇陀市立病院

奈良県 独立行政法人国立病院機構　奈良医療センター

奈良県 医療法人松本快生会西奈良中央病院

奈良県 医療法人社団高清会高井病院

奈良県 医療法人桂会平尾病院

奈良県 医療法人社団田北会田北病院

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院

奈良県 大和高田市立病院

奈良県 医療法人　郁慈会　服部記念病院

大阪府 星ヶ丘医療センター

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

奈良県 大和郡山病院

奈良県 済生会中和病院 奈良県 宇陀市立病院

奈良県 医療法人鴻池会　秋津鴻池病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

奈良県 大和高田市立病院 奈良県 医療法人向聖台会　當麻病院

奈良県 公益財団法人　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 近畿大学医学部奈良病院

奈良県 社会医療法人健生会 土庫病院 京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

大阪府 特定医療法人同仁会耳原総合病院

奈良県 医療法人岡谷会　おかたに病院

奈良県 医療法人平和会　吉田病院

奈良県 市立奈良病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

奈良県 大和高田市立病院

奈良県 近畿大学医学部奈良病院 大阪府 近畿大学医学部附属病院

奈良県 財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん 

奈良県 南和広域医療企業団　南奈良総合医療センター 奈良県 奈良県立医科大学附属病院

奈良県 医療法人鴻池会　秋津鴻池病院

奈良県 市立奈良病院 岐阜県 市立恵那病院

奈良県 医療法人財団北林厚生会　五条山病院

福岡県 飯塚市立病院

長崎県 市立大村市民病院

東京都 台東区立台東病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

福井県 公益社団法人地域医療振興協会公立丹南病院

三重県 三重県立志摩病院

東京都 練馬光が丘病院

新潟県 町立湯沢病院

東京都 東京北医療センター

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 和歌山県立こころの医療センター

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

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

和歌山県 和歌山生協病院

和歌山県 橋本市民病院

和歌山県 国保日高総合病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

和歌山県 紀南病院

和歌山県 新宮市立医療センター

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院

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

和歌山県 公立那賀病院

和歌山県 国保日高総合病院

和歌山県 橋本市民病院



和歌山県 済生会和歌山病院

和歌山県 新宮市立医療センター

和歌山県 海南医療センター

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

和歌山県 有田市立病院

和歌山県 紀南病院

大阪府 泉大津市立病院

和歌山県 済生会有田病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

大阪府 市立岸和田市民病院

大阪府 りんくう総合医療センター

和歌山県 和歌山生協病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構和歌山病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター 和歌山県 紀南こころの医療センター

京都府 独立行政法人国立病院機構　宇多野病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構和歌山病院

和歌山県 紀南病院

京都府 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

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

和歌山県 和歌山生協病院

和歌山県 橋本市民病院

和歌山県 国保日高総合病院

和歌山県 新宮市立医療センター

和歌山県 紀南病院 和歌山県 紀南こころの医療センター

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

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

和歌山県 新宮市立医療センター

和歌山県 国保日高総合病院

和歌山県 和歌山生協病院

和歌山県 橋本市民病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

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 和歌山県 和歌山県立こころの医療センター

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

和歌山県 和歌山生協病院

和歌山県 橋本市民病院

和歌山県 国保日高総合病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

和歌山県 紀南病院

和歌山県 新宮市立医療センター

和歌山県 新宮市立医療センター 三重県 医療法人紀南会熊野病院

三重県 紀南病院

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

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

和歌山県 紀南病院

和歌山県 和歌山生協病院

和歌山県 国保日高総合病院

和歌山県 橋本市民病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

和歌山県 那智勝浦町立温泉病院

和歌山県 国保日高総合病院 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

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

和歌山県 和歌山生協病院

和歌山県 橋本市民病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

和歌山県 紀南病院

和歌山県 新宮市立医療センター

和歌山県 和歌山生協病院 大阪府 耳原総合病院

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

奈良県 医療法人平和会吉田病院

京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

奈良県 社会医療法人健生会　土庫病院

大阪府 財団法人　淀川勤労者厚生協会付属　西淀病院

兵庫県 尼崎医療生協病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

和歌山県 紀南病院

和歌山県 新宮市立医療センター

和歌山県 国保日高総合病院

和歌山県 橋本市民病院

和歌山県 橋本市民病院 和歌山県 医療法人郷の会 紀の郷病院

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

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

和歌山県 和歌山生協病院

和歌山県 国保日高総合病院

和歌山県 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

和歌山県 紀南病院



和歌山県 新宮市立医療センター

鳥取県 鳥取県立中央病院 鳥取県 鳥取市立病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

鳥取県 鳥取県立厚生病院

鳥取県 鳥取生協病院

鳥取県 鳥取赤十字病院

鳥取県 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院

鳥取県 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター

鳥取県 岩美町国民健康保険岩美病院

鳥取県 国民健康保険智頭病院

鳥取県 鳥取市立病院 鳥取県 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター

岡山県 岡山大学病院

鳥取県 鳥取県立中央病院

鳥取県 鳥取赤十字病院

鳥取県 鳥取生協病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

鳥取県 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 鳥取県立中央病院

鳥取県 鳥取県立厚生病院

鳥取県 医療法人仁厚会医療福祉センター倉吉病院

島根県 松江市立病院

島根県 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター

島根県 益田赤十字病院

鳥取県 独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院

鳥取県 鳥取赤十字病院

鳥取県 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院

鳥取県 医療法人勤誠会米子病院

鳥取県 博愛病院

鳥取県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生会境港総合病院

鳥取県 医療法人養和会養和病院

鳥取県 独立行政法人国立病院機構米子医療センター

島根県 社会医療法人昌林会安来第一病院

鳥取県 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター

島根県 島根県立中央病院

島根県 松江赤十字病院

島根県 総合病院松江生協病院

兵庫県 公立八鹿病院

鳥取県 鳥取県中部医師会立三朝温泉病院

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

大阪府 大阪市立総合医療センター

京都府 医療法人福冨士会京都ﾙﾈｽ病院

東京都 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

神奈川県 藤沢市民病院

兵庫県 兵庫県災害医療センター

静岡県 浜松医療センター

鳥取県 鳥取市立病院

鳥取県 鳥取生協病院

岡山県 津山中央病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院

島根県 島根県済生会江津総合病院

大阪府 大阪労災病院 

兵庫県 労働者健康福祉機構関西労災病院

大阪府 医療法人警和会大阪警察病院

鳥取県 鳥取県立厚生病院 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

鳥取県 医療法人仁厚会医療福祉センター倉吉病院

鳥取県 野島病院

鳥取県 藤井政雄記念病院

鳥取県 独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

鳥取県 博愛病院

鳥取県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生会境港総合病院

鳥取県 独立行政法人国立病院機構米子医療センター

鳥取県 医療法人勤誠会米子病院

鳥取県 鳥取生協病院 鳥取県 鳥取市立病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

鳥取県 鳥取県立中央病院

鳥取県 鳥取赤十字病院

広島県 広島中央保健生活協同組合福島生協病院

香川県 香川医療生活協同組合高松平和病院

徳島県 徳島健生病院

京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

山口県 医療生活協同組合健文会宇部協立病院

高知県 高知生協病院

岡山県 総合病院岡山協立病院

大阪府 耳原総合病院

岡山県 林道倫精神科神経科病院

鳥取県 鳥取赤十字病院 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

鳥取県 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター

鳥取県 鳥取県立中央病院

鳥取県 鳥取市立病院

鳥取県 鳥取生協病院

高知県 高知赤十字病院

鳥取県 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院

岐阜県 高山赤十字病院



鳥取県 独立行政法人国立病院機構米子医療センター 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

鳥取県 医療法人勤誠会米子病院

島根県 松江市立病院 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

島根県 松江赤十字病院

島根県 島根大学医学部附属病院

島根県 松江赤十字病院 島根県 島根大学医学部附属病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

島根県 益田赤十字病院

島根県 松江市立病院

島根県 島根県立中央病院 京都府 京都大学医学部附属病院

島根県 島根大学医学部附属病院 島根県 松江市立病院

島根県 島根県立中央病院

島根県 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター

島根県 大田市立病院

島根県 公立邑智病院

島根県 雲南市立病院

島根県 益田赤十字病院

島根県 社会医療法人正光会松ヶ丘病院

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

島根県 松江赤十字病院

島根県 島根県済生会江津総合病院

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院

鹿児島県 社会医療法人愛心会大隅鹿屋病院

東京都 青梅市立総合病院

京都府 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院

鹿児島県 鹿児島市立病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター

島根県 総合病院松江生協病院

島根県 出雲市民病院

島根県 出雲市民リハビリテーション病院

東京都 東京医科大学病院

東京都 東京女子医科大学病院

島根県 出雲市立総合医療センター

奈良県 公益財団法人天理よろづ相談所病院

島根県 総合病院松江生協病院 島根県 松江市立病院

島根県 出雲市民病院

島根県 島根大学医学部附属病院

島根県 松江赤十字病院

島根県 出雲市民リハビリテーション病院

山口県 医療生活協同組合健文会宇部協立病院

高知県 高知生協病院

岡山県 林道倫精神科神経科病院

島根県 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 島根県 島根県済生会江津総合病院

島根県 医療法人社団清和会西川病院

島根県 公立邑智病院

島根県 益田赤十字病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

島根県 島根大学医学部附属病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

広島県 広島大学病院

東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター

島根県 松江赤十字病院

京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター

島根県 雲南市立病院

東京都 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

神奈川県 医療法人明徳会総合新川橋病院

島根県 益田赤十字病院 島根県 社会医療法人正光会松ヶ丘病院

島根県 島根大学医学部附属病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

島根県 松江赤十字病院

島根県 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター

島根県 大田市立病院 島根県 医療法人恵和会石東病院

島根県 島根県済生会江津総合病院

島根県 島根大学医学部附属病院

島根県 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター

島根県 益田赤十字病院

東京都 青梅市立総合病院

岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 岡山県 岡山県精神科医療センター

岡山県 岡山大学病院

広島県 尾道市立市民病院

岡山県 社会医療法人社団緑壮会金田病院

岡山県 矢掛町国民健康保険病院

岡山県 公益財団法人慈圭会慈圭病院

岡山県 渡辺病院



岡山県 独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院 岡山県 公益財団法人慈圭会慈圭病院

岡山県 岡山市立市民病院 岡山県 岡山県精神科医療センター

岡山県 岡山赤十字病院 岡山県 岡山県精神科医療センター

岡山県 真庭市国民健康保険湯原温泉病院

岡山県 岡山大学病院

岡山県 美作市立大原病院

岡山県 高梁市国民健康保険成羽病院

岡山県 岡山済生会総合病院 岡山県 公益財団法人慈圭会慈圭病院

岡山県 一般財団法人河田病院

岡山県 赤磐医師会病院

岡山県 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院

岡山県 医療法人清梁会高梁中央病院

岡山県 鏡野町国民健康保険病院

岡山県 真庭市国民健康保険湯原温泉病院

岡山県 備前市国民健康保険市立備前病院

岡山県 美作市立大原病院

岡山県 済生会吉備病院

岡山県 岡山大学病院

岡山県 岡山県精神科医療センター

岡山県 社会医療法人岡村一心堂病院

岡山県 津山中央病院

岡山県 社会医療法人社団緑壮会金田病院

岡山県 矢掛町国民健康保険病院

岡山県 渡辺病院

岡山県 川崎医科大学総合医療センター 岡山県 公益財団法人慈圭会慈圭病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

岡山県 津山中央病院

岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

岡山県 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

岡山県 総合病院岡山協立病院 岡山県 林道倫精神科神経科病院

岡山県 倉敷成人病センター

愛媛県 愛媛生協病院

高知県 高知生協病院

徳島県 徳島健生病院

香川県 香川医療生活協同組合高松平和病院

山口県 医療生活協同組合健文会宇部協立病院

岡山県 総合病院水島協同病院

岡山県 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院

岡山県 岡山大学病院 岡山県 岡山済生会総合病院

岡山県 岡山赤十字病院

岡山県 社会医療法人光生病院

岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

岡山県 岡山市立市民病院

岡山県 岡山県精神科医療センター

岡山県 独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院

岡山県 一般財団法人操風会岡山旭東病院

岡山県 社会医療法人岡村一心堂病院

岡山県 倉敷成人病センター

岡山県 水島中央病院

岡山県 倉敷リハビリテーション病院

岡山県 医療法人創和会しげい病院

岡山県 倉敷紀念病院

岡山県 医療法人和香会倉敷スイートホスピタル

岡山県 医療法人社団新風会玉島中央病院

岡山県 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

岡山県 医療法人誠和会倉敷第一病院

岡山県 渡辺胃腸科外科病院

岡山県 津山中央病院

岡山県 医療法人清梁会高梁中央病院

岡山県 高梁市国民健康保険成羽病院

岡山県 総合病院玉野市立玉野市民病院

岡山県 真庭市国民健康保険湯原温泉病院

岡山県 社会医療法人社団緑壮会金田病院

岡山県 医療法人社団井口会総合病院落合病院

岡山県 医療法人淳和会長谷川紀念病院

岡山県 渡辺病院

岡山県 矢掛町国民健康保険病院

岡山県 笠岡第一病院

岡山県 医療法人社団同仁会金光病院

岡山県 医療法人真生会新見中央病院

兵庫県 医療法人伯鳳会赤穂中央病院

兵庫県 姫路聖マリア病院

兵庫県 姫路赤十字病院

鳥取県 鳥取市立病院

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市民病院

広島県 広島逓信病院

広島県 独立行政法人国立病院機構福山医療センター

広島県 福山市民病院

広島県 日本鋼管福山病院

広島県 公立学校共済組合中国中央病院



広島県 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院

広島県 尾道市立市民病院

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院

広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院

広島県 総合病院三原赤十字病院

広島県 社会医療法人里仁会興生総合病院

山口県 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター

山口県 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター

香川県 香川県立中央病院

香川県 KKR高松病院

香川県 高松赤十字病院

香川県 香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院

香川県 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院

香川県 三豊総合病院

愛媛県 松山赤十字病院

愛媛県 愛媛県立中央病院

愛媛県 一般財団法人永頼会松山市民病院

愛媛県 住友別子病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

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 社会医療法人近森会近森病院

東京都 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター

福井県 福井大学医学部附属病院

北海道 小清水赤十字病院

東京都 練馬光が丘病院

福岡県 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院

東京都 東京北医療センター

香川県 坂出市立病院

岡山県 井原市立井原市民病院

香川県 小豆島中央病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

岡山県 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 岡山県 公益財団法人慈圭会慈圭病院

岡山県 岡山県精神科医療センター

岡山県 総合病院水島協同病院 岡山県 林道倫精神科神経科病院

岡山県 倉敷成人病センター

香川県 香川医療生活協同組合高松平和病院

徳島県 徳島健生病院

山口県 医療生活協同組合健文会宇部協立病院

高知県 高知生協病院

岡山県 総合病院岡山協立病院

岡山県 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院

岡山県 川崎医科大学附属病院 岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

岡山県 川崎医科大学総合医療センター

岡山県 公益財団法人慈圭会慈圭病院

岡山県 倉敷成人病センター

兵庫県 医療法人伯鳳会赤穂中央病院

広島県 公立みつぎ総合病院

岡山県 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院

岡山県 水島中央病院

岡山県 医療法人創和会重井医学研究所附属病院

岡山県 万成病院

岡山県 医療法人社団新風会玉島中央病院

岡山県 医療法人社団同仁会金光病院

岡山県 医療法人美甘会勝山病院

岡山県 社会医療法人社団緑壮会金田病院

岡山県 医療法人さとう記念病院

岡山県 医療法人清梁会高梁中央病院

岡山県 医療法人誠和会倉敷第一病院

岡山県 医療法人社団井口会総合病院落合病院

岡山県 笠岡第一病院

岡山県 矢掛町国民健康保険病院

岡山県 岡山済生会総合病院

岡山県 津山中央病院

広島県 医療法人社団陽正会寺岡記念病院

岡山県 津山中央病院 岡山県 一般財団法人江原積善会積善病院

岡山県 社会医療法人社団緑壮会金田病院

岡山県 鏡野町国民健康保険病院

岡山県 津山中央記念病院

岡山県 美作市立大原病院

岡山県 医療法人東浩会石川病院

岡山県 社会医療法人高見徳風会希望ヶ丘ホスピタル

岡山県 社会医療法人清風会日本原病院

岡山県 一般財団法人共愛会芳野病院

岡山県 倉敷成人病センター 岡山県 万成病院

岡山県 まび記念病院

岡山県 水島中央病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

岡山県 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院



岡山県 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

岡山県 岡山赤十字病院

岡山県 一般財団法人河田病院

岡山県 社会医療法人鴻仁会岡山中央奉還町病院

岡山県 岡山大学病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

岡山県 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター

岡山県 一般財団法人操風会岡山旭東病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会浦添総合病院

岡山県 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 岡山県 岡山済生会総合病院

岡山県 岡山赤十字病院

岡山県 岡山県精神科医療センター

岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

岡山県 川崎医科大学総合医療センター

岡山県 岡山市立市民病院

岡山県 美作市立大原病院

広島県 県立広島病院 - -

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市民病院 - -

広島県 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 - -

広島県 JR広島病院 広島県 県立広島病院

広島県 広島赤十字・原爆病院

広島県 市立三次中央病院

広島県 翠清会梶川病院

広島県 広島赤十字・原爆病院 広島県 医療法人せのがわ瀬野川病院

広島県 マツダ病院 広島県 医療法人せのがわ瀬野川病院

広島県 中国電力株式会社中電病院

広島県 国家公務員共済組合連合会広島記念病院

広島県 広島大学病院

広島県 広島大学病院 広島県 県立広島病院

広島県 独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院

広島県 公立みつぎ総合病院

広島県 国家公務員共済組合連合会広島記念病院

広島県 国家公務員共済組合連合会吉島病院

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入病院

広島県 済生会広島病院

広島県 中国電力株式会社中電病院

広島県 広島県立障害者リハビリテーションセンター医療センター

広島県 府中北市民病院

広島県 医療法人大慈会三原病院

広島県 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院

広島県 市立三次中央病院

広島県 総合病院庄原赤十字病院

広島県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会呉病院

広島県 医療法人あかね会土谷総合病院

広島県 呉市医師会病院

広島県 公立世羅中央病院

広島県 医療法人社団和恒会ふたば病院

広島県 医療法人和風会広島第一病院

広島県 医療法人社団一陽会原田病院

広島県 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

広島県 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立リハビリテーション病院

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市民病院

福島県 福島県立医科大学附属病院

福島県 南相馬市立総合病院

広島県 JR広島病院

広島県 広島赤十字・原爆病院

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院

広島県 独立行政法人国立病院機構呉医療センター

広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院

広島県 独立行政法人国立病院機構福山医療センター

広島県 福山市民病院

広島県 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター

広島県 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 広島県 医療法人社団更生会草津病院

広島県 メープルヒル病院

広島県 養神館病院

福島県 南相馬市立総合病院

広島県 医療法人せのがわ瀬野川病院

広島県 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター

広島県 独立行政法人国立病院機構呉医療センター

広島県 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 広島県 医療法人社団和恒会ふたば病院

広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院

広島県 医療法人緑風会ほうゆう病院



広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 広島県 医療法人緑風会ほうゆう病院

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入病院

東京都 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

広島県 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院

広島県 国家公務員共済組合連合会広島記念病院

広島県 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 岡山県 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター

広島県 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院

広島県 社会医療法人里仁会興生総合病院 広島県 医療法人仁康会小泉病院

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 広島県 医療法人大慈会三原病院

広島県 公立みつぎ総合病院

広島県 広島大学病院

広島県 市立三次中央病院 広島県 県立広島病院

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院

広島県 公立みつぎ総合病院

広島県 尾道市立市民病院 広島県 公立みつぎ総合病院

広島県 福山市民病院 広島県 医療法人大林会福山こころの病院

岡山県 岡山県精神科医療センター

広島県 広島医療生活協同組合広島共立病院 広島県 医療法人社団仁和会児玉病院

広島県 翠清会梶川病院

広島県 広島中央保健生活協同組合福島生協病院

徳島県 徳島健生病院

山口県 医療生活協同組合健文会宇部協立病院

高知県 高知生協病院

広島県 広島中央保健生活協同組合生協さえき病院

広島県 広島大学病院

広島県 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

広島県 広島中央保健生活協同組合福島生協病院 広島県 医療法人社団更生会草津病院

広島県 翠清会梶川病院

広島県 広島医療生活協同組合広島共立病院

広島県 広島中央保健生活協同組合生協さえき病院

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入病院

山口県 医療生活協同組合健文会宇部協立病院

岡山県 林道倫精神科神経科病院

広島県 医療法人あかね会土谷総合病院

広島県 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 広島県 独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター

広島県 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター

広島県 広島大学病院

広島県 公立みつぎ総合病院 広島県 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院

広島県 府中市立湯が丘病院

広島県 日本鋼管福山病院 広島県 医療法人紘友会福山友愛病院

広島県 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院

広島県 医療法人財団竹政会福山循環器病院

広島県 公立学校共済組合中国中央病院 広島県 医療法人大林会福山こころの病院

広島県 医療法人社団玄同会小畠病院

広島県 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院

広島県 医療法人社団緑誠会光の丘病院

広島県 医療法人財団竹政会福山循環器病院

広島県 医療法人紘友会福山友愛病院

山形県 公立学校共済組合東北中央病院

東京都 公立学校共済組合関東中央病院

富山県 公立学校共済組合北陸中央病院

岐阜県 公立学校共済組合東海中央病院

兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院

愛媛県 公立学校共済組合四国中央病院

福岡県 公立学校共済組合九州中央病院

広島県 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 山口県 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター

広島県 独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院

広島県 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター

山口県 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 広島県 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター

山口県 独立行政法人国立病院機構柳井病院

山口県 山口県立総合医療センター 山口県 山口県立こころの医療センター

山口県 岩国市立錦中央病院

山口県 一般財団法人防府消化器病センター防府胃腸病院

山口県 岩国市立美和病院

山口県 医療法人清和会吉南病院

山口県 医療法人社団宇部興産中央病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院 神奈川県 北里大学病院



島根県 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター

山口県 山口県立総合医療センター

山口県 独立行政法人国立病院機構関門医療センター

山口県 下関市立市民病院

山口県 独立行政法人労働者健康安全機構山口労災病院

山口県 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院

山口県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院

山口県 医療法人社団宇部興産中央病院

山口県 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院

愛媛県 独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院

福岡県 健和会大手町病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院

山口県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院

山口県 下関医療センター

福岡県 小倉記念病院

山口県 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院

山口県 綜合病院山口赤十字病院

山口県 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター

山口県 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター

山口県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会豊浦病院

山口県 萩市民病院

島根県 益田赤十字病院

山口県 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院

山口県 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 山口県 医療法人社団松涛会安岡病院

山口県 医療法人山陽会長門一ノ宮病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

香川県 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

山口県 独立行政法人労働者健康安全機構山口労災病院
山口県

国立大学法人山口大学医学部附属病院

山口県 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 山口県 医療法人社団愛命会泉原病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

山口県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院 山口県 医療法人水の木会下関病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

山口県 医療法人社団宇部興産中央病院 山口県 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター

山口県 山口県立こころの医療センター

山口県 山口県立総合医療センター

山口県 医療生活協同組合健文会宇部協立病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

香川県 高松赤十字病院

山口県 岩国みなみ病院

山口県 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 山口県 医療法人恵愛会柳井病院

山口県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 山口県 医療法人仁保病院

山口県 綜合病院山口赤十字病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

山口県 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院

福岡県 産業医科大学病院

山口県 医療生活協同組合健文会宇部協立病院 山口県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院

山口県 医療法人社団宇部興産中央病院

山口県 医療法人山陽会長門一ノ宮病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

山口県 綜合病院山口赤十字病院

岡山県 林道倫精神科神経科病院

山口県 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院 山口県 医療法人清和会吉南病院

山口県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院

山口県 山口県立総合医療センター

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

山口県 綜合病院山口赤十字病院

山口県 綜合病院山口赤十字病院 山口県 医療法人仁保病院

山口県 医療生活協同組合健文会宇部協立病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

山口県 山口県立総合医療センター



山口県 下関医療センター 山口県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院

山口県 医療法人水の木会下関病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

山口県 下関市立市民病院 山口県 医療法人水の木会下関病院

徳島県 徳島県立中央病院 徳島県 徳島大学病院

香川県 香川県立中央病院

愛媛県 愛媛県立中央病院

高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

徳島県 徳島大学病院 北海道 医療法人育愛会札幌東豊病院

東京都 日本医科大学付属病院

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

岡山県 川崎医科大学附属病院

徳島県 徳島県立中央病院

徳島県 徳島県鳴門病院

徳島県 徳島赤十字病院

香川県 高松赤十字病院

香川県 高松市立みんなの病院

香川県 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

香川県 三豊総合病院

愛媛県 愛媛県立中央病院

愛媛県 松山赤十字病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 公立学校共済組合四国中央病院

高知県 高知県厚生農業協同組合連合会JA高知病院

徳島県 徳島市民病院

高知県 高知赤十字病院

北海道 社会医療法人母恋天使病院

高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院

埼玉県 医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター

沖縄県 社会医療法人仁愛会浦添総合病院

北海道 国家公務員共済組合連合会斗南病院

北海道 医療法人社団五稜会病院

徳島県 医療法人有誠会手束病院

徳島県 医療法人倚山会田岡病院

徳島県 独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター

徳島県 水の都記念病院

徳島県 JA徳島厚生連阿波病院

徳島県 JA徳島厚生連吉野川医療センター

徳島県 阿南中央病院

徳島県 阿南共栄病院

徳島県 徳島県立海部病院

愛媛県 ホウエツ病院

徳島県 徳島県立三好病院

香川県 香川県立白鳥病院

愛媛県 愛媛県立今治病院

宮崎県 医療法人ブレストピアブレストピア宮崎病院

愛媛県 今治第一病院

福岡県 地方独立行政法人福山市立病院機構福岡市民病院

徳島県 独立行政法人国立病院機構徳島病院

高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

愛媛県 医療法人順天会放射線第一病院

徳島県 きたじま田岡病院

徳島県 医療法人川島会川島病院

北海道 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院

兵庫県 宝塚市立病院

徳島県 つるぎ町立半田病院

広島県 医療法人社団おると会浜脇整形外科病院

熊本県 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院

大阪府 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院

徳島県 徳島健生病院

徳島県 徳島県鳴門病院 徳島県 徳島大学病院

徳島県 社会福祉法人小渦会鳴門シーガル病院

徳島県 徳島赤十字病院 愛媛県 松山赤十字病院

北海道 旭川赤十字病院

東京都 武蔵野赤十字病院

徳島県 医療法人青樹会城南病院

徳島県 社会医療法人あいざと会藍里病院

徳島県 TAOKAこころの医療センター

大阪府 大阪赤十字病院

徳島県 徳島大学病院

徳島県 徳島健生病院 徳島県 徳島大学病院

徳島県 医療法人睦み会城西病院



徳島県 TAOKAこころの医療センター

徳島県 社会医療法人あいざと会藍里病院

徳島県 つるぎ町立半田病院

徳島県 徳島市民病院

徳島県 徳島市民病院 徳島県 徳島大学病院

徳島県 徳島健生病院

徳島県 JA徳島厚生連吉野川医療センター 徳島県 社会医療法人あいざと会藍里病院

徳島県 徳島大学病院

徳島県 阿南共栄病院

徳島県 阿南共栄病院 徳島県 徳島大学病院

徳島県 JA徳島厚生連吉野川医療センター

徳島県 徳島県立三好病院 長野県 組合立諏訪中央病院

徳島県 徳島県立中央病院

徳島県 徳島大学病院

徳島県 つるぎ町立半田病院

香川県 香川県立中央病院 香川県 香川県立丸亀病院

香川県 さぬき市民病院

徳島県 徳島県立中央病院

愛媛県 愛媛県立中央病院

高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

香川県 香川大学医学部附属病院 香川県 高松赤十字病院

香川県 高松市立みんなの病院

香川県 三豊総合病院

香川県 香川医療生活協同組合高松平和病院

香川県 さぬき市民病院

香川県 香川県立白鳥病院

香川県 小豆島中央病院

香川県 医療法人社団以和貴会いわき病院

香川県 医療法人社団光風会三光病院

香川県 医療法人財団博仁会キナシ大林病院

香川県 香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院

香川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院

香川県 KKR高松病院

香川県 独立行政法人国立病院機構高松医療センター

香川県 独立行政法人地域医療機能推進機構りつりん病院

香川県 医療法人社団三愛会三船病院

香川県 こころの医療センター五色台

香川県 宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教修道女会坂出聖マルチン病院

香川県 坂出市立病院

香川県 香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院

香川県 三豊市立永康病院

香川県 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院

香川県 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

香川県 香川県立中央病院

香川県 医療法人社団玉藻会馬場病院

香川県 医療法人社団厚仁会厚仁病院

香川県 三豊市立西香川病院

香川県 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院

香川県 医療法人社団中和会西紋病院

香川県 医療法人社団雙和会クワヤ病院

香川県 綾川町国民健康保険陶病院

徳島県 徳島県立中央病院

岡山県 倉敷成人病センター

愛媛県 一般財団法人積善会十全総合病院

愛媛県 十全ユリノキ病院

香川県 高松赤十字病院 香川県 香川大学医学部附属病院

香川県 高松市立みんなの病院

香川県 医療法人社団光風会三光病院

香川県 こころの医療センター五色台

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

高知県 高知赤十字病院

香川県 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 香川県 医療法人社団中和会西紋病院

香川県 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

香川県 宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教修道女会坂出聖マルチン病院

香川県 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 徳島県 徳島大学病院

香川県 香川県立丸亀病院

山口県 独立行政法人国立病院機構関門医療センター

香川県 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院

香川県 三豊総合病院 愛媛県 公立学校共済組合四国中央病院

香川県 三豊市立西香川病院

香川県 香川県立丸亀病院

香川県 こころの医療センター五色台

香川県 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 香川県 こころの医療センター五色台

香川県 高松赤十字病院

香川県 香川大学医学部附属病院

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

香川県 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

香川県 香川医療生活協同組合高松平和病院 香川県 医療法人社団光風会三光病院

香川県 高松赤十字病院

岡山県 綜合病院水島協同病院

香川県 高松市立みんなの病院 徳島県 徳島大学病院



沖縄県 沖縄県立八重山病院

愛媛県 愛媛県立中央病院 愛媛県 愛媛県立新居浜病院

愛媛県 愛媛県立今治病院

愛媛県 愛媛県立南宇和病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

徳島県 徳島県立中央病院

香川県 香川県立中央病院

高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

愛媛県 松山赤十字病院 愛媛県 医療法人佑心會堀江病院

愛媛県 医療法人鶯友会牧病院

愛媛県 一般財団法人創精会松山記念病院

愛媛県 医療法人財団尚温会伊予病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

徳島県 徳島赤十字病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 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 松山赤十字病院

愛媛県 一般財団法人永頼会松山市民病院

愛媛県 一般財団法人真光会真光園

愛媛県 市立宇和島病院

愛媛県 公益財団法人正光会宇和島病院

大阪府 大阪府立中河内救命救急センター

愛媛県 愛媛県立新居浜病院

愛媛県 社会医療法人同心会西条中央病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院

愛媛県 西条市立周桑病院

愛媛県 一般財団法人積善会十全総合病院

愛媛県 愛媛県立今治病院

愛媛県 医療法人財団尚温会伊予病院

愛媛県 医療法人佑心會堀江病院

愛媛県 医療法人鶯友会牧病院

愛媛県 国民健康保険久万高原町立病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院

愛媛県 一般財団法人創精会松山記念病院

愛媛県 愛媛県立南宇和病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

大分県 野口病院

愛媛県 西予市立野村病院

愛媛県 野本記念病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

愛媛県 医療法人誠志会砥部病院

愛媛県 久米病院

愛媛県 宇和島市立津島病院

愛媛県 市立八幡浜総合病院

愛媛県 社会医療法人石川記念会HITO病院

愛媛県 瀬戸内海病院

愛媛県 大洲中央病院

愛媛県 社会医療法人社団更生会村上記念病院

大阪府 りんくう総合医療センター

愛媛県 住友別子病院

愛媛県 公立学校共済組合四国中央病院

東京都 日本医科大学付属病院

愛媛県 独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院

愛媛県 愛媛生協病院

愛媛県 独立行政法人労働者健康安全機構
愛媛労災病院 愛媛県 財団新居浜病院

愛媛県 住友別子病院

愛媛県 愛媛県立新居浜病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 一般財団法人永頼会松山市民病院 愛媛県 一般財団法人真光会真光園

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 市立宇和島病院 愛媛県 公益財団法人正光会宇和島病院

愛媛県 社会医療法人石川記念会HITO病院 愛媛県 公立学校共済組合四国中央病院

愛媛県 愛媛生協病院 愛媛県 独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院

愛媛県 一般財団法人真光会真光園

香川県 香川医療生活協同組合高松平和病院

徳島県 新居浜協立病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 市立八幡浜総合病院 愛媛県 八幡浜医師会立双岩病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院



愛媛県 公益財団法人正光会今治病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院

愛媛県 きら病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

岡山県 岡山済生会総合病院

大分県 野口病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 愛媛県立今治病院

愛媛県 瀬戸内海病院

愛媛県 医療法人順天会放射線第一病院

愛媛県 西予市立野村病院

愛媛県 住友別子病院 愛媛県 財団新居浜病院

愛媛県 愛媛県立新居浜病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 十全ユリノキ病院

愛媛県 社会医療法人同心会西条中央病院 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

岡山県 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

愛媛県 社会医療法人社団更生会村上記念病院

愛媛県 西条市立周桑病院

愛媛県 医療法人隣善会西条道前病院

愛媛県 西条市立周桑病院 愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

愛媛県 医療法人隣善会西条道前病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 一般財団法人積善会十全総合病院 愛媛県 独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院

愛媛県 十全ユリノキ病院

東京都 日本赤十字社医療センター

愛媛県 愛媛県立今治病院 愛媛県 愛媛県立中央病院

愛媛県 愛媛県立南宇和病院

愛媛県 愛媛県立新居浜病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 愛媛県 松山赤十字病院

愛媛県 一般財団法人永頼会松山市民病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

大分県 野口病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

愛媛県 久米病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院

愛媛県 一般財団法人創精会松山記念病院

愛媛県 西予市立野村病院

愛媛県 国民健康保険久万高原町立病院

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院

高知県 高知大学医学部附属病院 徳島県 徳島大学病院

高知県 社会医療法人近森会近森病院

高知県 高知県厚生農業協同組合連合会JA高知病院

高知県 高知赤十字病院

高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院

高知県 高知県立幡多けんみん病院

高知県 社会医療法人仁生会細木病院

高知県 高知県立あき総合病院

高知県 土佐市立土佐市民病院

高知県 独立行政法人地域医療機能推進機構高知西病院

高知県 社会医療法人仁生会細木ユニティ病院

高知県 医療法人須藤会土佐病院

高知県 渭南病院

高知県 医療法人五月会須崎くろしお病院

高知県 医療法人川村会くぼかわ病院

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 医療法人山口会高知厚生病院

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

高知県 医療法人新松田会愛宕病院

高知県 医療法人仁栄会島津病院

広島県 独立行政法人国立病院機構呉医療センター

香川県 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院

高知県 社会医療法人近森会近森リハビリテーション病院

高知県 医療法人武田会高知鏡川病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

高知県 近森オルソリハビリテーション病院

高知県 高知生協病院

東京都 日本医科大学付属病院

香川県 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

高知県 いずみの病院

愛媛県 一般財団法人積善会十全総合病院

高知県 社会医療法人近森会近森病院 高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院

高知県 社会医療法人仁生会細木病院

高知県 社会医療法人近森会近森リハビリテーション病院

高知県 近森オルソリハビリテーション病院

高知県 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 高知生協病院

高知県 高知県厚生農業協同組合連合会JA高知病院



岡山県 岡山大学病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

大阪府 大阪医科大学附属病院

高知県 高知赤十字病院

高知県 高知県立幡多けんみん病院

高知県 高知県立あき総合病院

福岡県 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院

高知県 高知赤十字病院 高知県 高知大学医学部附属病院

高知県 医療法人須藤会土佐病院

高知県 社会医療法人近森会近森病院

高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院

高知県 高知県立幡多けんみん病院

高知県 社会医療法人仁生会細木病院

高知県 高知生協病院

高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

徳島県 徳島大学病院

高知県 高知県立あき総合病院

高知県 社会医療法人近森会近森リハビリテーション病院

高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院 高知県 社会医療法人仁生会細木ユニティ病院

高知県 高知赤十字病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

広島県 独立行政法人国立病院機構呉医療センター

高知県 医療法人武田会高知鏡川病院

東京都 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

高知県 高知大学医学部附属病院

高知県 社会医療法人近森会近森病院

高知県 社会医療法人仁生会細木病院

高知県 高知県立幡多けんみん病院

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 高知生協病院

香川県 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

京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター

高知県 高知県立あき総合病院

高知県 高知県立幡多けんみん病院 高知県 高知大学医学部附属病院

高知県 社会医療法人近森会近森病院

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 高知赤十字病院

高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院

高知県 社会医療法人仁生会細木病院

高知県 高知生協病院

高知県 高知県立あき総合病院

高知県 社会医療法人仁生会細木病院 高知県 高知大学医学部附属病院

高知県 社会医療法人近森会近森病院

高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院

高知県 社会医療法人仁生会細木ユニティ病院

高知県 高知県厚生農業協同組合連合会JA高知病院

高知県 高知赤十字病院

高知県 高知県立幡多けんみん病院

高知県 高知生協病院

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 医療法人須藤会土佐病院

高知県 高知県立あき総合病院

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 高知大学医学部附属病院

高知県 医療法人須藤会土佐病院

高知県 社会医療法人仁生会細木ユニティ病院

高知県 医療法人武田会高知鏡川病院

高知県 医療法人精華園海辺の杜ホスピタル

徳島県 徳島大学病院

岡山県 岡山大学病院

高知県 社会医療法人近森会近森病院

高知県 高知赤十字病院

高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院

高知県 高知県立幡多けんみん病院

高知県 高知生協病院

高知県 社会医療法人仁生会細木病院

徳島県 徳島県立中央病院

愛媛県 愛媛県立中央病院

香川県 香川県立中央病院

高知県 高知県立あき総合病院 高知県 高知大学医学部附属病院

高知県 社会医療法人近森会近森病院

高知県 高知赤十字病院

高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院

高知県 高知県立幡多けんみん病院

高知県 社会医療法人仁生会細木病院

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 社会医療法人近森会近森リハビリテーション病院

高知県 高知生協病院



福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター - -

福岡県 福岡赤十字病院 福岡県 九州大学病院

福岡県 医療法人社団益豊会　今宿病院

福岡県 今津赤十字病院

福岡県 嘉麻赤十字病院

福岡県 医療法人済世会　河野病院

福岡県 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 福岡県 医療法人恵愛会　福間病院

福岡県 福岡県立精神医療センター太宰府病院

福岡県 早良病院

福岡県 公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院 福岡県 健和会　大手町病院

熊本県 特定医療法人芳和会　菊陽病院

鹿児島県 総合病院　鹿児島生協病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

福岡県 医療法人親仁会　米の山病院

大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

熊本県 特定医療法人芳和会　くわみず病院

宮崎県 宮崎生協病院

鹿児島県 国分生協病院

長崎県 上戸町病院

福岡県 福岡大学病院 福岡県 福岡赤十字病院

福岡県 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院

福岡県 医療法人恵愛会　福間病院

福岡県 福岡大学筑紫病院

福岡県 福岡県立精神医療センター太宰府病院

福岡県 公立八女総合病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

鹿児島県 薩摩郡医師会病院

鹿児島県 出水総合医療センター

沖縄県 沖縄県立宮古病院

福岡県 医療法人社団江頭会　さくら病院

福岡県 医療法人社団照和会　西岡病院

福岡県 医療法人社団誠和会　牟田病院

福岡県 福岡リハビリテーション病院

福岡県 医療法人白十字会　白十字病院

福岡県 医療法人福西会　福西会病院

福岡県 医療法人泯江堂　油山病院

福岡県 医療法人　原三信病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　福岡病院

福岡県 医療法人佐田厚生会　佐田病院

福岡県 医療法人　西福岡病院

福岡県 医療法人財団華林会　村上華林堂病院

福岡県 社会医療法人栄光会　栄光病院

福岡県 医療法人社団緑風会　水戸病院

福岡県 医療法人社団新光会　不知火病院

佐賀県 社会福祉法人恩賜財団　済生会唐津病院

長崎県 長崎県対馬病院

高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

山口県 総合病院山口赤十字病院

福岡県 福岡山王病院

熊本県 菊池郡市医師会立病院

福岡県 九州大学病院 広島県 広島赤十字・原爆病院

山口県 下関市立市民病院

愛媛県 松山赤十字病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター

福岡県 福岡赤十字病院

福岡県 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院

福岡県 福岡県済生会福岡総合病院

福岡県 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

福岡県 株式会社　麻生飯塚病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター

福岡県 独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院

福岡県 北九州市立医療センター

福岡県 地域医療機能推進機構　九州病院

福岡県 社会医療法人　製鉄記念八幡病院

佐賀県 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館

佐賀県 唐津赤十字病院

大分県 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

大分県 九州大学病院別府病院

大分県 大分県立病院

宮崎県 宮崎県立宮崎病院

大分県 中津市立中津市民病院

福岡県 公立学校共済組合　九州中央病院

福岡県 田川市立病院

大分県 大分赤十字病院

福岡県 社会医療法人財団白十字会　白十字病院

福岡県 医療法人　原三信病院

福岡県 医療法人佐田厚生会　佐田病院



福岡県 国家公務員共済組合連合会　千早病院

福岡県 地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市民病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　福岡東医療センター

福岡県 福岡県済生会二日市病院

福岡県 国家公務員共済組合連合会　新小倉病院

福岡県 独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院門司メディカルセンター

佐賀県 社会福祉法人恩賜財団　済生会唐津病院

長崎県 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院

福岡県 小倉記念病院

福岡県 宗像医師会病院

山口県 綜合病院山口赤十字病院

福岡県 社会保険　仲原病院

福岡県 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 医療法人恵愛会　福間病院

福岡県 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院 福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター

福岡県 福岡県立精神医療センター太宰府病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療センター

鹿児島県 社会医療法人鹿児島愛心会　大隅鹿屋病院

長崎県 医療法人徳洲会　長崎北徳洲会病院

福岡県 医療法人緑心会　福岡保養院

福岡県 福岡大学筑紫病院 福岡県 福岡大学病院

福岡県 福岡県立精神医療センター太宰府病院

福岡県 公立八女総合病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

福岡県 医療法人社団江頭会　さくら病院

福岡県 医療法人社団照和会　西岡病院

福岡県 医療法人社団誠和会　牟田病院

福岡県 福岡リハビリテーション病院

福岡県 社会医療法人白十字会　白十字病院

福岡県 医療法人福西会　福西会病院

福岡県 医療法人泯江堂　油山病院

福岡県 医療法人　原三信病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　福岡病院

福岡県 医療法人佐田厚生会　佐田病院

福岡県 医療法人　西福岡病院

福岡県 医療法人財団華林会　村上華林堂病院

福岡県 医療法人社団緑風会　水戸病院

福岡県 医療法人社団新光会　不知火病院

佐賀県 社会福祉法人恩賜財団　済生会唐津病院

山口県 総合病院山口赤十字病院

熊本県 菊池郡市医師会立病院

福岡県 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院 佐賀県 独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療センター

長崎県 長崎県島原病院

福岡県 久留米大学病院 福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター

福岡県 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

福岡県 公立八女総合病院

福岡県 医療法人社団 筑水会　筑水会病院

福岡県 地方独立行政法人　大牟田市立病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター

岩手県 岩手県立大船渡病院

福岡県 福岡県済生会二日市病院

福岡県 久留米大学医療センター

福岡県 JCHO久留米総合病院

福岡県 社会医療法人聖ルチア会聖ルチア病院

福岡県 朝倉医師会病院

福岡県 医療法人コミュノテ風と虹　のぞえ総合心療病院

　

福岡県 公立八女総合病院 福岡県 久留米大学病院

福岡県 医療法人社団 筑水会　筑水会病院

福岡県 筑後市立病院

福岡県 地方独立行政法人　大牟田市立病院 福岡県 久留米大学病院

福岡県 医療法人親仁会　米の山病院

福岡県 医療法人信和会　大牟田保養院

福岡県 医療法人冨松記念会　三池病院

福岡県 株式会社　麻生飯塚病院 - -

福岡県 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター 福岡県 健和会　大手町病院

福岡県 独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院 福岡県 地域医療機構　九州病院

福岡県 産業医科大学病院

福岡県 北九州市立八幡病院 福岡県 北九州市立医療センター

福岡県 健和会　大手町病院

福岡県 医療法人社団翠会　八幡厚生病院

福岡県 北九州市立医療センター 福岡県 北九州市立八幡病院



福岡県 健和会　大手町病院

鹿児島県 出水総合医療センター

福岡県 医療法人清陵会　南ヶ丘病院

福岡県 地域医療機構　九州病院 福岡県 医療法人社団翠会　八幡厚生病院

福岡県 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 福岡県 地域医療機構　九州病院

福岡県 医療法人社団翠会　八幡厚生病院

福岡県 健和会　大手町病院 福岡県 公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院

福岡県 北九州市立八幡病院

福岡県 産業医科大学病院

福岡県 医療法人社団翠会　八幡厚生病院

熊本県 特定医療法人芳和会　菊陽病院

鹿児島県 総合病院　鹿児島生協病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

福岡県 医療法人親仁会　米の山病院

大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

熊本県 特定医療法人芳和会　くわみず病院

宮崎県 宮崎生協病院

福岡県 医療法人社団翠会　行橋記念病院

福岡県 小倉記念病院

福岡県 戸畑けんわ病院

長崎県 上戸町病院

福岡県 北九州総合病院 福岡県 小倉蒲生病院

福岡県 産業医科大学病院 福岡県 独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院

福岡県 北九州市立八幡病院

福岡県 北九州市立医療センター

福岡県 地域医療機構　九州病院

福岡県 社会医療法人社団　製鉄記念八幡病院

福岡県 健和会　大手町病院

福岡県 北九州総合病院

福岡県 独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院門司メディカルセンター

福岡県 医療法人医和基会　戸畑総合病院

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 社会医療法人大成会　福岡記念病院 福岡県 福岡大学病院

福岡県 久留米大学病院

福岡県 医療法人泯江堂　油山病院

福岡県 医療法人親仁会　米の山病院 福岡県 公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院

福岡県 地方独立行政法人　大牟田市立病院

福岡県 健和会　大手町病院

熊本県 社会医療法人芳和会　菊陽病院

鹿児島県 総合病院　鹿児島生協病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

熊本県 社会医療法人芳和会　くわみず病院

熊本県 荒尾市民病院

宮崎県 宮崎生協病院

鹿児島県 国分生協病院

福岡県 戸畑けんわ病院

長崎県 上戸町病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院 福岡県 社会医療法人財団池友会　新小文字病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新行橋病院

大分県 社会医療法人財団　天心堂へつぎ病院

福岡県 雁の巣病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院

佐賀県 新武雄病院

福岡県 医療法人社団水光会　宗像水光会総合病院 福岡県 医療法人恵愛会　福間病院

福岡県 社会保険田川病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　福岡東医療センター

福岡県 医療法人社団高邦会　高木病院 福岡県 医療法人社団 筑水会　筑水会病院

静岡県 国際医療福祉大学附属熱海病院

栃木県 学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学病院

東京都 医療法人財団順和会　山王病院

東京都 国際医療福祉大学附属　三田病院

福岡県 柳川リハビリテーション病院

福岡県 医療法人翠甲会　甲斐病院

福岡県 柳川療育センター

福岡県 福岡山王病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新小文字病院 福岡県 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新行橋病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院

佐賀県 新武雄病院

福岡県 医療法人日明会　日明病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新行橋病院 福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院



福岡県 社会医療法人財団池友会　新小文字病院

大分県 医療法人向心会　大貞病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院

佐賀県 新武雄病院

福岡県 医療法人三芳会　若戸病院

大分県 中津脳神経外科病院

福岡県 公立学校共済組合 九州中央病院 東京都 公立学校共済組合　関東中央病院

岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院

兵庫県 公立学校共済組合　近畿中央病院

福岡県 福岡県立精神医療センター太宰府病院

愛媛県 公立学校共済組合　四国中央病院

広島県 公立学校共済組合　中国中央病院

山形県 公立学校共済組合　東北中央病院

富山県 公立学校共済組合　北陸中央病院

福岡県 社会医療法人喜悦会　那珂川病院

福岡県 社会医療法人天神会　新古賀病院 福岡県 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院

福岡県 医療法人社団芳英会　宮の陣病院

福岡県 医療法人天神会　古賀病院21

福岡県 田川市立病院 福岡県 福岡大学病院

福岡県 株式会社　麻生飯塚病院

福岡県 社会保険田川病院 福岡県 医療法人福翠会　高山病院

福岡県 社会医療法人財団白十字会　白十字病院 福岡県 福岡大学病院

福岡県 糸島医師会病院

福岡県 医療法人財団華林会　村上華林堂病院

福岡県 地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市民病院 福岡県 福岡県立精神医療センター太宰府病院

福岡県 福岡市立こども病院

福岡県 医療法人社団愛和会　産科・婦人科愛和病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　福岡東医療センター 福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター

福岡県 医療法人恵愛会　福間病院

福岡県 福岡県済生会二日市病院 福岡県 福岡県済生会福岡総合病院

福岡県 福岡大学筑紫病院

福岡県 福岡県立精神医療センター太宰府病院

福岡県 久留米大学病院

福岡県 久留米大学医療センター 福岡県 久留米大学病院

福岡県 高良台リハビリテーション病院

福岡県 筑後市立病院 福岡県 久留米大学病院

福岡県 公立八女総合病院

福岡県 地方独立行政法人　大牟田市立病院

福岡県 医療法人清友会　植田病院

福岡県 高良台リハビリテーション病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院 福岡県 北九州市立八幡病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新小文字病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新行橋病院

佐賀県 新武雄病院

福岡県 医療法人成晴会　堤病院

福岡県 医療法人三芳会　若戸病院

福岡県 小倉記念病院 福岡県 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター

福岡県 北九州市立医療センター

福岡県 小倉蒲生病院

福岡県 医療法人清陵会　南ヶ丘病院

福岡県 社会医療法人陽明会　小波瀬病院

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 福島県 福島県立医科大学附属病院

福岡県 九州大学病院

福岡県 久留米大学病院

福岡県 地域医療機構　九州病院

福岡県 産業医科大学病院

香川県 社会医療法人財団大樹会　総合病院回生病院

福岡県 医療法人社団尚わ会　エンゼル病院

高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

福岡県 医療法人成晴会　堤病院

福岡県 戸畑共立病院 福岡県 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター

福岡県 北九州市立八幡病院

福岡県 小倉蒲生病院

福岡県 社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院 福岡県 医療法人恵愛会　福間病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院

佐賀県 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館 佐賀県 独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療センター

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

佐賀県 唐津赤十字病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 福岡県 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

佐賀県 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療センター

佐賀県 唐津赤十字病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター

福岡県 医療法人社団高邦会　高木病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院



福岡県 柳川リハビリテーション病院

福岡県 医療法人翠甲会　甲斐病院

佐賀県 独立行政法人地域医療機能推進機構　佐賀中部病院

佐賀県 多久市立病院

佐賀県 社会福祉法人恩賜財団　済生会唐津病院

佐賀県 特定医療法人祐愛会　織田病院

佐賀県 特定医療法人静便堂　白石共立病院

長崎県 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院

佐賀県 伊万里有田共立病院

佐賀県 唐津赤十字病院 佐賀県 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院

佐賀県 医療法人松籟会　松籟病院

佐賀県 虹と海のホスピタル

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター 佐賀県 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療センター

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

佐賀県 唐津赤十字病院

長崎県 長崎大学病院

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院

長崎県 平戸市立生月病院

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎川棚医療センター

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院 佐賀県 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療センター

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

佐賀県 唐津赤十字病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター

長崎県 長崎大学病院

福岡県 社会医療法人天神会　新古賀病院

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎川棚医療センター

佐賀県 新武雄病院 佐賀県 独立行政法人国立病院機構　肥前精神医療センター

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新小文字病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　新行橋病院

福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院

佐賀県 西田病院

佐賀県 前田病院

長崎県 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 長崎大学病院

長崎県 長崎県富江病院

長崎県 長崎県上五島病院

長崎県 大村共立病院

長崎県 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県 長崎大学病院

熊本県 熊本赤十字病院

長崎県 長崎大学病院 福島県 福島県立医科大学附属病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

静岡県 浜松医療センター

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院聖隷浜松病院

山口県 山口県立総合医療センター

福岡県 北九州市立八幡病院

福岡県 北九州総合病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター

長崎県 長崎みなとメディカルセンター

長崎県 日本赤十字社　長崎原爆病院

長崎県 佐世保市総合医療センター

長崎県 社会医療法人白十字会　佐世保中央病院

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

長崎県 長崎県精神医療センター

大分県 大分県立病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院

長崎県 長崎県島原病院

長崎県 JCHO諫早総合病院

長崎県 長崎県五島中央病院

福岡県 田川市立病院

長崎県 済生会長崎病院

長崎県 医療法人徳洲会　長崎北徳洲会病院

長崎県 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院

長崎県 市立大村市民病院

長崎県 長崎県上五島病院

長崎県 長崎県対馬病院

長崎県 平戸市立生月病院

東京都 東京北医療センター

長崎県 独立行政法人労働者健康安全機構　長崎労災病院

長崎県 国民健康保険　平戸市民病院

福岡県 社会医療法人青洲会　福岡青州会病院

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎川棚医療センター

長崎県 上戸町病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター

山口県 社会医療法人同仁会　周南記念病院

東京都 練馬光が丘病院



長崎県 佐世保市総合医療センター 長崎県 長崎大学病院

長崎県 長崎県五島中央病院

長崎県 長崎県上五島病院

長崎県 医療法人慶仁会　天神病院

長崎県 国民健康保険　平戸市民病院

長崎県 医療法人白十字会　佐世保中央病院 長崎県 長崎大学病院

長崎県 佐世保市総合医療センター

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター 佐賀県 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター

長崎県 長崎大学病院

長崎県 長崎県精神医療センター

長崎県 長崎県上五島病院

長崎県 長崎県対馬病院

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎川棚医療センター

長崎県 長崎県島原病院 長崎県 長崎大学病院

長崎県 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター

長崎県 医療法人ウイング　高城病院

長崎県 JCHO諫早総合病院 長崎県 長崎大学病院

長崎県 長崎県精神医療センター

長崎県 長崎県五島中央病院

長崎県 医療法人仁祐会　小鳥居諫早病院

長崎県 長崎県上五島病院

長崎県 長崎県五島中央病院 長崎県 長崎大学病院

長崎県 佐世保市総合医療センター

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

長崎県 済生会長崎病院 長崎県 長崎大学病院

長崎県 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院 長崎県 長崎大学病院

長崎県 社会医療法人白十字会　佐世保中央病院

長崎県 医療法人陽明会　宮原病院

長崎県 市立大村市民病院 神奈川県 公益社団法人地域医療振興協会　横須賀市立うわまち病院

神奈川県 横須賀市立市民病院

長崎県 長崎大学病院

長崎県 長崎県精神医療センター

三重県 三重県立志摩病院

静岡県 伊東市民病院

茨城県 公益社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院

栃木県 公益社団法人地域医療振興協会　日光市民病院

群馬県 西吾妻福祉病院

新潟県 町立湯沢病院

福井県 越前町国民健康保険　織田病院

山梨県 上野原市立病院

長崎県 長崎県上五島病院

長崎県 長崎県対馬病院

福井県 公立丹南病院

東京都 東京北医療センター

岐阜県 市立恵那病院

奈良県 市立奈良病院

宮城県 公立黒川病院

茨城県 村立東海病院

福岡県 飯塚市立病院

千葉県 公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター

東京都 台東区立台東病院

東京都 練馬光が丘病院

長崎県 長崎県上五島病院 長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

長崎県 長崎県精神医療センター

長崎県 長崎県対馬病院 長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

長崎県 独立行政法人労働者健康安全機構　長崎労災病院 長崎県 長崎大学病院

長崎県 佐世保市総合医療センター

長崎県 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院

長崎県 医療法人陽明会　宮原病院

長崎県 上戸町病院 福岡県 公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院

福岡県 健和会　大手町病院

長崎県 長崎みなとメディカルセンター

長崎県 長崎大学病院

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

熊本県 社会医療法人芳和会　菊陽病院

鹿児島県 総合病院　鹿児島生協病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

福岡県 医療法人親仁会　米の山病院

大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

熊本県 社会医療法人芳和会　くわみず病院

宮崎県 宮崎生協病院



長崎県 医療法人志仁会　西脇病院

熊本県 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター - -

熊本県 熊本市立熊本市民病院 熊本県 荒尾市民病院

熊本県 社会医療法人ましき会　益城病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　熊本総合病院

熊本県 国保水俣市立総合医療センター

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　天草中央総合病院

熊本県 一般社団法人天草郡市医師会立　天草地域医療センター

熊本県 医療法人佐藤会　弓削病院

熊本県 熊本赤十字病院 熊本県 熊本県立こころの医療センター

熊本県 桜が丘病院

熊本県 くまもと青明病院

熊本県 国民健康保険　和水町立病院

熊本県 阿蘇医療センター

熊本県 小国公立病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　人吉医療センター

熊本県 上天草市立上天草総合病院

熊本県 医療法人佐藤会　弓削病院

熊本県 熊本大学医学部附属病院 福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター

福岡県 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院

福岡県 北九州総合病院

熊本県 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター

熊本県 熊本市立熊本市民病院

熊本県 熊本赤十字病院

熊本県 社会医療法人芳和会　菊陽病院

熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災病院

大分県 大分県立病院

熊本県 国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院

熊本県 社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院

山口県 下関医療センター

熊本県 医療法人森和会　森病院

熊本県 西日本病院

熊本県 桜が丘病院

熊本県 鶴田病院

熊本県 一般社団法人熊本市医師会　熊本地域医療センター

熊本県 くまもと青明病院

熊本県 社会医療法人黎明会　宇城総合病院

熊本県 独立行政法人国立病院機構　熊本南病院

熊本県 特別医療法人再生会　くまもと心療病院

熊本県 医療法人信和会　城ケ崎病院

熊本県 医療法人洗心会　荒尾こころの郷病院

熊本県 国民健康保険　和水町立病院

熊本県 玉名地域保健医療センター

熊本県 公立玉名中央病院

熊本県 荒尾市民病院

熊本県 熊本市立植木病院

熊本県 山鹿市民医療センター

熊本県 菊池有働病院

熊本県 独立行政法人国立病院機構　菊池病院

熊本県 独立行政法人国立病院機構　熊本再春荘病院

熊本県 川口病院

熊本県 阿蘇医療センター

熊本県 阿蘇やまなみ病院

熊本県 阿蘇温泉病院

熊本県 小国公立病院

熊本県 山都町包括医療センターそよう病院

熊本県 医療法人ましき会　益城病院

熊本県 希望ヶ丘病院

熊本県 八代更生病院

熊本県 医療法人社団平成会　平成病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　熊本総合病院

熊本県 医療法人正仁会　みずほ病院

熊本県 国保水俣市立総合医療センター

熊本県 医療法人精翠会　吉田病院

熊本県 球磨郡公立多良木病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　人吉医療センター

熊本県 医療法人天草病院　天草病院

熊本県 医療法人啓正会　酒井病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　天草中央総合病院

熊本県 上天草市立上天草総合病院

熊本県 一般社団法人天草郡市医師会立　天草地域医療センター

大分県 国家公務員共済組合連合会　新別府病院

宮崎県 独立行政法人国立病院機構　都城医療センター

宮崎県 宮崎県立延岡病院

宮崎県 五ケ瀬町国民健康保険病院

宮崎県 高千穂町国民健康保険病院

宮崎県 医療法人建悠会　吉田病院

鹿児島県 出水総合医療センター

福岡県 社会保険　大牟田天領病院

熊本県 くまもと森都総合病院

熊本県 医療法人社団愛育会　福田病院

熊本県 医療法人金澤会　青磁野リハビリテーション病院

熊本県 大腸肛門病センター高野病院

熊本県 熊本機能病院

熊本県 菊池郡市医師会立病院



熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災病院 熊本県 医療法人社団平成会　平成病院

熊本県 国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院 熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災病院

熊本県 社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院

熊本県 くまもと青明病院

熊本県 特別医療法人再生会　くまもと心療病院

熊本県 公立玉名中央病院

熊本県 社会医療法人ましき会　益城病院

熊本県 医療法人社団愛育会　福田病院

熊本県 医療法人佐藤会　弓削病院

熊本県 社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院 熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災病院

熊本県 国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院

熊本県 くまもと青明病院

熊本県 社会医療法人ましき会　益城病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　熊本総合病院

熊本県 球磨郡公立多良木病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　人吉医療センター

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　天草中央総合病院

熊本県 上天草市立上天草総合病院

熊本県 一般社団法人天草郡市医師会立　天草地域医療センター

宮崎県 宮崎県立延岡病院

鹿児島県 社会福祉法人恩賜財団　済生会川内病院

熊本県 医療法人敬愛会　城山病院

熊本県 医療法人佐藤会　弓削病院

熊本県 公立玉名中央病院 熊本県 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター

熊本県 熊本赤十字病院

熊本県 熊本大学医学部附属病院

熊本県 国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院

熊本県 国民健康保険　和水町立病院

熊本県 玉名地域保健医療センター

熊本県 荒尾市民病院 東京都 日本医科大学付属病院

福岡県 地方独立行政法人　大牟田市立病院

熊本県 熊本大学医学部附属病院

福岡県 医療法人親仁会　米の山病院

熊本県 医療法人洗心会　荒尾こころの郷病院

福岡県 社会保険　大牟田天領病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　熊本総合病院 熊本県 熊本大学医学部附属病院

熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災病院

熊本県 国保水俣市立総合医療センター

熊本県 国保水俣市立総合医療センター 熊本県 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター

熊本県 熊本大学医学部附属病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 熊本県 医療法人精翠会　吉田病院

熊本県 一般社団法人天草郡市医師会立　天草地域医療センター 熊本県 熊本大学医学部附属病院

熊本県 医療法人天草病院　天草病院

熊本県 医療法人啓正会　酒井病院

熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　天草中央総合病院

熊本県 くまもと森都総合病院 熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災病院

熊本県 一般社団法人熊本市医師会　熊本地域医療センター

熊本県 くまもと青明病院

熊本県 荒尾市民病院

熊本県 山都町包括医療センター　そよう病院

大分県 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター 大分県 独立行政法人国立病院機構　西別府病院

大分県 大分県立病院 大分県 大分大学医学部附属病院

大分県 大分大学医学部附属病院 福岡県 健和会　大手町病院

熊本県 熊本赤十字病院

大分県 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

大分県 大分県立病院

大分県 大分岡病院

大分県 中津市立中津市民病院

大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

大分県 国東市民病院

大分県 中村病院

大分県 独立行政法人国立病院機構　西別府病院

大分県 杵築市立山香病院

大分県 国家公務員共済組合連合会　新別府病院

大分県 大分県厚生連鶴見病院

大分県 医療法人　野口病院

大分県 社会医療法人恵愛会　大分中村病院

大分県 永冨脳神経外科病院



大分県 社会医療法人三愛会　大分三愛メディカルセンター

大分県 医療法人社団唱和会　明野中央病院

大分県 医療法人八宏会　有田胃腸病院

大分県 医療法人福寿会　日野病院

大分県 独立行政法人国立病院機構　大分医療センター

大分県 大分市医師会立アルメイダ病院

大分県 大分赤十字病院

大分県 医療法人財団　天心堂へつぎ病院

大分県 地域医療機能推進機構　湯布院病院

大分県 大分こども病院

大分県 臼杵市医師会立コスモス病院

大分県 津久見市医師会立津久見中央病院

大分県 西田病院

大分県 独立行政法人地域医療機能推進機構　南海医療センター

大分県 豊後大野市民病院

大分県 社会医療法人社団　大久保病院

大分県 竹田医師会病院

大分県 医療法人社団知心会　一ノ宮脳神経外科病院

大分県 大分県済生会日田病院

大分県 医療法人　中津第一病院

大分県 医療法人中庸会　宇佐胃腸病院

大分県 宇佐高田医師会病院

大分県 医療法人新生会　高田中央病院

宮崎県 千代田病院

大分県 医療法人関愛会　佐賀関病院

大分県 医療法人敬和会　大分岡病院 大分県 大分大学医学部附属病院

大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

大分県 医療法人社団親和会　衛藤病院

大分県 社会医療法人財団　天心堂へつぎ病院

大分県 社会医療法人敬和会　大分リハビリテーション病院

大分県 中津市立中津市民病院 大分県 大分県立病院

大分県 大分大学医学部附属病院

大分県 医療法人向心会　大貞病院

大分県 国家公務員共済組合連合会　新別府病院 東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

大分県 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

大分県 独立行政法人国立病院機構　西別府病院

大分県 大分こども病院

大分県 豊後大野市民病院

大分県 医療法人哲世会　鶴見台病院

大分県 大分県厚生連鶴見病院 大分県 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

大分県 大分大学医学部附属病院

大分県 医療法人中庸会　宇佐胃腸病院

大分県 宇佐高田医師会病院

大分県 医療法人慈愛会　向井病院

大分県 社会医療法人恵愛会　大分中村病院 大分県 大分県立病院

大分県 大分大学医学部附属病院

大分県 医療法人社団唱和会　明野中央病院

大分県 大分こども病院

大分県 竹田医師会病院

大分県 医療法人至誠会　帆秋病院

大分県 独立行政法人国立病院機構　大分医療センター 大分県 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

大分県 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

大分県 大分赤十字病院 大分県 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

大分県 大分県済生会日田病院 福岡県 久留米大学病院

福岡県 久留米大学医療センター

宮崎県 宮崎県立宮崎病院 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

宮崎県 宮崎県立延岡病院

宮崎県 宮崎県立日南病院

宮崎県 美郷町国民健康保険　西郷病院

宮崎県 医療法人真愛会　高宮病院

宮崎県 椎葉村国民健康保険病院

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県 宮崎県立宮崎病院

宮崎県 医療法人ブレストピア　ブレストピア宮崎病院

宮崎県 医療法人社団三晴会　金丸脳神経外科病院

宮崎県 医療法人社団誠友会　南部病院

宮崎県 医療法人誠和会　和田病院

宮崎県 社会医療法人善仁会　宮崎善仁会病院

宮崎県 社会医療法人同心会　古賀総合病院



宮崎県 医療法人如月会　若草病院

宮崎県 宮崎生協病院

宮崎県 独立行政法人国立病院機構　宮崎東病院

宮崎県 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団　潤和会記念病院

宮崎県 公益社団法人宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院

宮崎県 独立行政法人国立病院機構　都城医療センター

宮崎県 藤元総合病院

宮崎県 都城市郡医師会病院

宮崎県 宮崎県立延岡病院

宮崎県 宮崎県立日南病院

宮崎県 医療法人浩然会　内村病院

宮崎県 千代田病院

宮崎県 医療法人建悠会　吉田病院

宮崎県 済生会日向病院

宮崎県 一般社団法人藤元メディカルシステム　藤元病院

宮崎県 医療法人真愛会　高宮病院

宮崎県 医療法人同仁会　谷口病院

宮崎県 愛泉会日南病院

宮崎県 一般財団法人弘潤会　野崎東病院

宮崎県 独立行政法人国立病院機構　宮崎病院

宮崎県 メディカルシティ東部病院

宮崎県 医療法人友愛会　園田病院

宮崎県 独立行政法人地域医療機能推進機構　宮崎江南病院

宮崎県 小林市立病院

宮崎県 医療法人慈光会　宮崎若久病院

宮崎県 社会医療法人善仁会　市民の森病院

宮崎県 医療法人宏仁会　海老原総合病院

宮崎県 一般財団法人弘潤会　野﨑病院

宮崎県 県南病院

宮崎県 医療法人魁成会　宮永病院

宮崎県 医療法人向洋会　協和病院

宮崎県 橘病院

宮崎県 社会医療法人同心会　古賀総合病院 東京都 東京都立墨東病院

熊本県 熊本赤十字病院

宮崎県 宮崎県立宮崎病院

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

宮崎県 社会医療法人善仁会　宮崎善仁会病院

宮崎県 宮崎生協病院

宮崎県 公益社団法人宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院

宮崎県 美郷町国民健康保険　西郷病院

宮崎県 宮崎生協病院 福岡県 公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院

福岡県 健和会　大手町病院

熊本県 社会医療法人芳和会　菊陽病院

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

鹿児島県 総合病院　鹿児島生協病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

福岡県 医療法人親仁会　米の山病院

大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

熊本県 社会医療法人芳和会　くわみず病院

宮崎県 社会医療法人同心会　古賀総合病院

宮崎県 医療法人如月会　若草病院

宮崎県 都城市郡医師会病院

鹿児島県 国分生協病院

福岡県 戸畑けんわ病院

長崎県 上戸町病院

宮崎県 メディカルシティ東部病院

宮崎県 藤元総合病院 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

鹿児島県 鹿児島市立病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

鹿児島県 鹿児島市医師会病院

宮崎県 都城市郡医師会病院

宮崎県 一般社団法人藤元メディカルシステム　藤元病院

宮崎県 宮崎県立延岡病院 熊本県 熊本大学医学部附属病院

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

宮崎県 医療法人建悠会　吉田病院

宮崎県 済生会日向病院

宮崎県 宮崎県立日南病院 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

宮崎県 宮崎生協病院

宮崎県 医療法人同仁会　谷口病院

鹿児島県 鹿児島市立病院 鹿児島県 鹿児島大学病院

鹿児島県 鹿児島県立姶良病院

鹿児島県 医療法人三州会　大勝病院

鹿児島県 社会医療法人緑泉会　米盛病院

鹿児島県 鹿児島大学病院 長野県 信州大学医学部附属病院

鹿児島県 鹿児島市立病院

鹿児島県 鹿児島県立姶良病院

鹿児島県 鹿児島県立大島病院

鹿児島県 総合病院　鹿児島生協病院

鹿児島県 谷山病院

鹿児島県 公益社団法人昭和会　今給黎総合病院

鹿児島県 公益社団法人鹿児島共済会　南風病院

鹿児島県 鹿児島市医師会病院

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター

鹿児島県 社会医療法人緑泉会　米盛病院

鹿児島県 公益財団法人慈愛会　今村総合病院



鹿児島県 鹿児島厚生連病院

鹿児島県 鹿児島赤十字病院

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　指宿医療センター

鹿児島県 市比野記念病院

鹿児島県 社会福祉法人恩賜財団　済生会川内病院

鹿児島県 公益社団法人　川内市医師会立市民病院

鹿児島県 出水郡医師会広域医療センター

鹿児島県 出水総合医療センター

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　南九州病院

鹿児島県 霧島市立医師会医療センター

鹿児島県 医療法人青仁会　池田病院

鹿児島県 肝属郡医師会立病院

鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター

鹿児島県 公立種子島病院

鹿児島県 公益社団法人大島郡医師会　大島郡医師会病院

鹿児島県 垂水市立医療センター　垂水中央病院

宮崎県 小林市立病院

鹿児島県 恒心会おぐら病院

鹿児島県 鹿児島県立大島病院 兵庫県 兵庫県立淡路医療センター

鹿児島県 鹿児島市立病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

鹿児島県 鹿児島県立姶良病院

鹿児島県 公益社団法人鹿児島共済会　南風病院

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター

鹿児島県 鹿児島県立薩南病院

鹿児島県 鹿児島県立北薩病院

鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター

鹿児島県 奄美病院

鹿児島県 総合病院　鹿児島生協病院 福岡県 公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院

福岡県 健和会　大手町病院

熊本県 社会医療法人芳和会　菊陽病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

鹿児島県 谷山病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

福岡県 医療法人親仁会　米の山病院

大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

熊本県 社会医療法人芳和会　くわみず病院

宮崎県 宮崎生協病院

鹿児島県 公益財団法人慈愛会　今村総合病院

鹿児島県 奄美病院

鹿児島県 国分生協病院

長崎県 上戸町病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　鹿児島徳洲会病院 福岡県 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

鹿児島県 社会医療法人鹿児島愛心会　大隅鹿屋病院

鹿児島県 奄美病院

鹿児島県 公益社団法人昭和会　今給黎総合病院 鹿児島県 谷山病院

鹿児島県 公益社団法人鹿児島共済会　南風病院 鹿児島県 鹿児島市立病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

鹿児島県 鹿児島県立大島病院

鹿児島県 公益社団法人昭和会　今給黎総合病院

鹿児島県 鹿児島市医師会病院

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター

鹿児島県 出水郡医師会医療センター

鹿児島県 霧島市立医師会医療センター

鹿児島県 医療法人有隣会　伊敷病院

鹿児島県 医療法人清泉会　伊集院病院

鹿児島県 メンタルホスピタル鹿児島

鹿児島県 鹿児島市医師会病院 東京都 聖路加国際病院

鹿児島県 鹿児島市立病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

鹿児島県 公益社団法人昭和会　今給黎総合病院

宮崎県 藤元総合病院

鹿児島県 社会医療法人緑泉会　米盛病院

鹿児島県 公益財団法人慈愛会　今村総合病院

鹿児島県 鹿児島赤十字病院

鹿児島県 公益社団法人　川内市医師会立市民病院

鹿児島県 出水郡医師会広域医療センター

鹿児島県 霧島市立医師会医療センター

鹿児島県 肝属郡医師会立病院

鹿児島県 医療法人清泉会　伊集院病院

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター 長野県 信州大学医学部附属病院

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター

鹿児島県 鹿児島大学病院

鹿児島県 鹿児島県立姶良病院

鹿児島県 谷山病院

鹿児島県 公益社団法人昭和会　今給黎総合病院

鹿児島県 公益社団法人鹿児島共済会　南風病院

鹿児島県 社会医療法人緑泉会　米盛病院

鹿児島県 鹿児島厚生連病院

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　指宿医療センター



鹿児島県 鹿児島こども病院

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　南九州病院

鹿児島県 霧島市立医師会医療センター

鹿児島県 医療法人有隣会　伊敷病院

鹿児島県 医療法人清泉会　伊集院病院

鹿児島県 社会医療法人鹿児島愛心会　大隅鹿屋病院 北海道 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院

神奈川県 湘南鎌倉総合病院

島根県 島根大学医学部附属病院

福岡県 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

沖縄県 医療法人徳洲会　中部徳洲会病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

長崎県 医療法人徳洲会　長崎北徳洲会病院

神奈川県 医療法人正和会　日野病院

鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター

鹿児島県 公益財団法人慈愛会　今村総合病院 福岡県 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

福岡県 株式会社　麻生飯塚病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

鹿児島県 谷山病院

鹿児島県 公益財団法人慈愛会　いづろ今村病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

鹿児島県 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター

鹿児島県 鹿児島こども病院

鹿児島県 霧島市立医師会医療センター 栃木県 自治医科大学附属病院

埼玉県 自治医科大学附属　さいたま医療センター

東京都 JCHO東京新宿メディカルセンター

東京都 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院

福岡県 株式会社　麻生飯塚病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院

鹿児島県 公益財団法人慈愛会　今村総合病院

鹿児島県 鹿児島県立北薩病院

鹿児島県 医療法人仁心会　松下病院

鹿児島県 医療法人碩済会　フィオーレ第一病院

沖縄県 沖縄県立中部病院 沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院 宮城県 医療法人徳洲会　仙台徳洲会病院

三重県 三重大学医学部附属病院

福岡県 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院

沖縄県 医療法人卯の会　新垣病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

沖縄県 医療法人一灯の会　沖縄中央病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院

鹿児島県 医療法人徳洲会　名瀬徳洲会病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

沖縄県 医療法人社団志誠会　平和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

沖縄県 医療法人へいあん　平安病院

沖縄県 医療法人球陽会　海邦病院

沖縄県 医療法人八重瀬会　同仁病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　南部病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院 福岡県 公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院

福岡県 健和会　大手町病院

鹿児島県 総合病院　鹿児島生協病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

沖縄県 医療法人卯の会　新垣病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

沖縄県 医療法人一灯の会　沖縄中央病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

福岡県 医療法人親仁会　米の山病院

大分県 大分県医療生活協同組合　大分健生病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

宮崎県 宮崎生協病院

沖縄県 医療法人社団志誠会　平和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

沖縄県 医療法人へいあん　平安病院

沖縄県 医療法人球陽会　海邦病院

沖縄県 医療法人八重瀬会　同仁病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　南部病院

長崎県 上戸町病院



沖縄県 那覇市立病院 沖縄県 琉球大学医学部附属病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院 北海道 旭川医科大学病院

東京都 公益財団法人がん研究会　有明病院

沖縄県 沖縄県立中部病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

沖縄県 那覇市立病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 沖縄県立北部病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

沖縄県 沖縄赤十字病院

沖縄県 公益社団法人北部地区医師会　北部地区医師会病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

沖縄県 医療法人晴明会　糸満晴明病院

沖縄県 沖縄県立宮古病院

沖縄県 沖縄県立八重山病院

沖縄県 医療法人和の会　与那原中央病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院 沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

沖縄県 医療法人卯の会　新垣病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

沖縄県 医療法人一灯の会　沖縄中央病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

沖縄県 医療法人社団志誠会　平和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

沖縄県 医療法人へいあん　平安病院

沖縄県 医療法人球陽会　海邦病院

沖縄県 医療法人八重瀬会　同仁病院

沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 沖縄県立中部病院

沖縄県 琉球大学附属病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 沖縄県立北部病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

沖縄県 沖縄県立宮古病院

沖縄県 沖縄県立八重山病院

沖縄県 沖縄県立北部病院 沖縄県 沖縄県立中部病院

沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 沖縄県立宮古病院

沖縄県 沖縄県立八重山病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院 沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

沖縄県 医療法人卯の会　新垣病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 医療法人一灯の会　沖縄中央病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

沖縄県 医療法人社団志誠会　平和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

沖縄県 医療法人へいあん　平安病院

沖縄県 医療法人球陽会　海邦病院

沖縄県 医療法人八重瀬会　同仁病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　南部病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院 沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

沖縄県 医療法人卯の会　新垣病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

沖縄県 医療法人一灯の会　沖縄中央病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

沖縄県 医療法人社団志誠会　平和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院



沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

沖縄県 医療法人晴明会　糸満晴明病院

沖縄県 医療法人球陽会　海邦病院

沖縄県 医療法人八重瀬会　同仁病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　南部病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院 徳島県 徳島大学病院

香川県 労働者健康安全機構　香川労災病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

沖縄県 医療法人卯の会　新垣病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

沖縄県 医療法人一灯の会　沖縄中央病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

沖縄県 医療法人社団志誠会　平和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

沖縄県 医療法人へいあん　平安病院

沖縄県 沖縄県立八重山病院

沖縄県 医療法人球陽会　海邦病院

沖縄県 医療法人八重瀬会　同仁病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　南部病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

沖縄県 医療法人卯の会　新垣病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

沖縄県 琉球大学附属病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

沖縄県 医療法人一灯の会　沖縄中央病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

沖縄県 医療法人社団志誠会　平和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院

沖縄県 医療法人へいあん　平安病院

沖縄県 医療法人球陽会　海邦病院

沖縄県 医療法人八重瀬会　同仁病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　南部病院

沖縄県 沖縄赤十字病院 山口県 国立大学法人　山口大学医学部附属病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 公益社団法人　北部地区医師会病院 福岡県 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

沖縄県 那覇市立病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

沖縄県 沖縄県立北部病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

沖縄県 沖縄赤十字病院

沖縄県 医療法人タピック　宮里病院

沖縄県 医療法人おもと会　大浜第一病院 東京都 日本医科大学付属病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

沖縄県 医療法人卯の会　新垣病院

沖縄県 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院

沖縄県 社会医療法人敬愛会　中頭病院

沖縄県 医療法人一灯の会　沖縄中央病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院
沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院
沖縄県 医療法人社団志誠会　平和病院
沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院
沖縄県 医療法人へいあん　平安病院
沖縄県 医療法人球陽会　海邦病院
沖縄県 医療法人八重瀬会　同仁病院
沖縄県 社会医療法人友愛会　南部病院

沖縄県 沖縄県立宮古病院 沖縄県 沖縄県立中部病院


