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総合 総合病院釧路赤十字病院 H15.7.31 北海道釧路市新栄町21番14号 0154-22-7171

総合 市立札幌病院 H18.1.30 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1 011-726-2211

総合 函館中央病院 H20.2.22 北海道函館市本町33番2号 0138-52-1231

総合 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 H22.3.26 北海道帯広市西14条南10丁目1番地 0155-65-0101

地域 市立函館病院 H13.10.1 北海道函館市港町1丁目10番1号 0138-43-2000

地域 北海道立江差病院 H13.10.1 北海道檜山郡江差町字伏木戸町484 0139-52-0036

地域 八雲総合病院 H13.10.1 北海道二海郡八雲町東雲町50番地 0137-63-2185

地域 天使病院 H13.10.1 北海道札幌市東区北12条東3丁目1番1号 011-711-0101

地域 独立行政法人地域医療機能推進機構　北海道病院 H13.10.1 北海道札幌市豊平区中の島1条8丁目3-18 011-831-5151

地域 ＮＴＴ東日本札幌病院 H13.10.1 北海道札幌市中央区南1条西15丁目 011-623-7000

地域 手稲渓仁会病院 H13.10.1 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 011-681-8111

地域 北海道社会事業協会小樽病院 H13.10.1 北海道小樽市住ノ江1丁目6番15号 0134-23-6234

地域 岩見沢市立総合病院 H13.10.1 北海道岩見沢市9条西7丁目2番地 0126-22-1650

地域 滝川市立病院 H13.10.1 北海道滝川市大町2-2-34 0125-22-4311

地域 砂川市立病院 H16.12.13 北海道砂川市西4条北3丁目1番1号 0125-54-2131

地域 深川市立病院 H13.10.1 北海道深川市6条6番1号 0164-22-1101

地域 日鋼記念病院 H13.10.1 北海道室蘭市新富町1-5-13 0143-24-1331

地域 王子総合病院 H13.10.1 北海道苫小牧市若草町3丁目4番8号 0144-32-8111

地域 苫小牧市立病院 H13.10.1 北海道苫小牧市清水町1丁目5番20号 0144-33-3131

地域 旭川赤十字病院 H13.10.1 北海道旭川市曙1条1丁目1番1号 0166-22-8111

地域 名寄市立総合病院 H13.10.1 北海道名寄市西7条南8丁目1番地 01654-3-3101

地域 北海道社会事業協会富良野病院 H13.10.1 北海道富良野市住吉町1番30号 0167-23-2181

地域 留萌市立病院 H13.10.1 北海道留萌市東雲町2丁目16番地 0164-49-1011

地域 市立稚内病院 H13.10.1 北海道稚内市中央4丁目11番6号 0162-23-2771

地域 ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 H13.10.1 北海道網走市北6条西1丁目9番地 0152-43-3157

地域 ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 H13.10.1 北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号 0158-42-4101

地域 広域紋別病院 H13.10.1 北海道紋別市落石町1丁目3番37号 0158-24-3111

地域 北海道社会事業協会帯広病院 H13.10.1 北海道帯広市東5条南9丁目2番地 0155-22-6600

地域 市立釧路総合病院 H13.10.1 北海道釧路市春湖台1番12号 0154-41-6121

地域 北海道大学病院 H23.3.30 北海道札幌市北区北14条西5丁目 011-716-1161

地域 札幌医科大学附属病院 H23.3.30 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地 011-611-2111

地域 JA北海道厚生連旭川厚生病院 H13.10.1 北海道旭川市1条通24丁目111番地 0166-33-7171

地域 旭川医科大学病院 H23.3.30 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 0166-65-2111

地域 北見赤十字病院 H13.10.1 北海道北見市北6条東2丁目 0157-24-3115

地域 総合病院浦河赤十字病院 H25.4.1 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2-1 0146-22-5111 

地域 町立中標津病院 H25.4.1 北海道標津郡中標津町西10条南9丁目1番地1 0153-72-8200 

総合 青森県立中央病院 H16.10.25 青森県青森市東造道2丁目1-1 017-726-8111

地域 独立行政法人国立病院機構弘前病院 H16.4.30 青森県弘前市大字富野町1番地 0172-32-4311

地域 八戸市立市民病院 H16.4.30 青森県八戸市田向三丁目1番1号 0178-72-5111

地域 むつ総合病院 H16.4.30 青森県むつ市小川町一丁目2番8号 0175-22-2111

地域 弘前大学医学部附属病院 H27.9.30 青森県弘前市大字本町53 0172-33-5111

総合 岩手医科大学附属病院 H13.4.1 岩手県盛岡市内丸19-1 019-651-5111

地域 岩手県立中央病院 H13.4.1 岩手県盛岡市上田1-4-1 019-653-1151

地域 岩手県立大船渡病院 H13.4.1 岩手県大船渡市大船渡町字山馬越10-1 0192-26-1111
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地域 岩手県立宮古病院 H25.4.1 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第1地割11番地26 0193-62-4011

地域 岩手県立久慈病院 H13.4.1 岩手県久慈市旭町10地割1番 0194-53-6131

地域 岩手県立中部病院 H22.6.1 岩手県北上市村崎野17地割10番地 0197-71-1511

地域 北上済生会病院 H22.6.1 岩手県北上市花園町1丁目6-8 0197-64-7722

地域 岩手県立磐井病院 H23.4.1 岩手県一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3452

地域 岩手県立二戸病院 H23.4.1 岩手県二戸市堀野字大川原毛38番地2 0195-23-2191

地域 盛岡赤十字病院 H23.4.1 岩手県盛岡市三本柳6地割1番地1 019-637-3111

総合 仙台赤十字病院 H14.4.1 宮城県仙台市太白区八木山本町二丁目43-3 022-243-1111

総合 東北大学病院 H25.9.10 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7000

地域 宮城県立こども病院 H16.3.31 宮城県仙台市青葉区落合4丁目3-17 022-391-5111

地域 みやぎ県南中核病院 H16.3.31 宮城県柴田郡大河原町字西38-1 0224-51-5500

地域 仙台医療センター H16.3.31 宮城県仙台市宮城野区宮城野二丁目8番8号 022-293-1111

地域 東北公済病院 H16.3.31 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目3-11 022-227-2211

地域 仙台市立病院 H16.3.31 宮城県仙台市太白区あすと長町1丁目1-1 022-308-7111

地域 大崎市民病院 H16.3.31 宮城県大崎市古川穂波3丁目8-1 0229-23-3311

地域 石巻赤十字病院 H16.3.31 宮城県石巻市蛇田字西道下71番地 0225-21-7220

地域 気仙沼市立病院 H16.3.31 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢8番地2 0226-22-7100

総合 秋田赤十字病院 H19.4.1 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1 018-829-5000

地域 平鹿総合病院 H19.4.1 秋田県横手市前郷字八ツ口3番1 0182-32-5121

地域 大館市立総合病院 H19.10.1 秋田県大館市豊町3-1 0186-42-5370

地域 秋田大学医学部附属病院 H26.3.24 秋田県秋田市広面字蓮沼44-2 018-834-1111

総合 山形県立中央病院 H22.4.1 山形県山形市大字青柳1800番地 023-685-2626

地域 国立大学法人山形大学医学部附属病院 H22.4.1 山形県山形市飯田西2-2-2 023-633-1122

地域 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 H22.4.1 山形県山形市沖町79-1 023-682-1111

地域 鶴岡市立荘内病院 H22.4.1 山形県鶴岡市泉町4-20 0235-26-5111

総合 福島県立医科大学附属病院 H14.4.1 福島県福島市光が丘1番地 024-547-1111

地域 大原綜合病院 H16.4.1 福島県福島市大町6番11号 024-526-0300

地域 太田西ノ内病院 H14.4.1 福島県郡山市西ノ内2-5-20 024-925-1188

地域 竹田綜合病院 H14.4.1 福島県会津若松市山鹿町3番27号 0242-27-5511

地域 いわき市立総合磐城共立病院 H14.4.1 福島県いわき市内郷御厩町久世原16 0246-26-3151

総合 総合病院土浦協同病院 H17.8.31 茨城県土浦市おおつ野4丁目1番1号 029-830-3711

総合 筑波大学附属病院 H17.6.29 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 029-853-3900

総合 水戸済生会総合病院
茨城県立こども病院

H17.6.29 茨城県水戸市双葉台3-3-10
茨城県水戸市双葉台3-3-1

029-254-5151
029-254-1151

地域 株式会社日立製作所日立総合病院 H18.3.30 茨城県日立市城南町二丁目1番1号 0294-23-1111

地域 水戸赤十字病院 H18.3.30 茨城県水戸市三の丸3丁目12番48号 029-221-5177

地域 ＪＡとりで総合医療センター H18.3.30 茨城県取手市本郷2-1-1 0297-74-5551

地域 茨城西南医療センター病院 H18.3.30 茨城県猿島郡境町2190 0280-87-8111

総合 自治医科大学附属病院 H8.9.1 栃木県下野市薬師寺3311-1 0285-44-2111

総合 獨協医科大学病院 H9.1.1 栃木県下都賀郡壬生町北小林880 0282-86-1111

地域 済生会宇都宮病院 H9.7.1 栃木県宇都宮市竹林町911-1 028-626-5500

地域 那須赤十字病院 H9.7.1 栃木県大田原市中田原1081-4 0287-23-1122

地域 芳賀赤十字病院 H9.7.1 栃木県真岡市中郷271 0285-82-2195

地域 足利赤十字病院 H9.7.1 栃木県足利市五十部町284-1 0284-21-0121

地域 佐野厚生総合病院 H9.7.1 栃木県佐野市堀米町1728 0283-22-5222
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地域 国際医療福祉大学病院 H19.11.6 栃木県那須塩原市井口537-3 0287-37-2221

総合 群馬県立小児医療センター H17.5.1 群馬県渋川市北橘町下箱田779番地 0279-52-3551

地域 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 H17.6.1 群馬県前橋市昭和町三丁目39番15号 027-220-7111

地域 桐生厚生総合病院 H17.6.1 群馬県桐生市織姫町6番3号 0277-44-7171

地域 独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院 H17.6.1 群馬県前橋市紅雲町一丁目7番13号 027-221-8165

地域 公立藤岡総合病院 H17.6.1 群馬県藤岡市中栗須813-1 0274-22-3311

地域 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院 H17.6.1 群馬県太田市大島町455番地1 0276-55-2200

地域 前橋赤十字病院 H23.8.4 群馬県前橋市朝倉町389番地1 027-265-3333

地域 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター H26.4.1 群馬県高崎市高松町36番地 027-322-5901

総合 埼玉医科大学総合医療センター H8.11.1 埼玉県川越市鴨田1981番地 049-228-3400

総合 さいたま赤十字病院
埼玉県立小児医療センター

H29.1.1 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地5号
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2号

048-852-1111
048-601-2200

地域 川口市立医療センター H10.2.4 埼玉県川口市西新井宿180 048-287-2525

地域 深谷赤十字病院 H10.2.4 埼玉県深谷市上柴町西5丁目8番地1 048-571-1511

地域 埼玉医科大学病院 H10.2.4 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 049-276-1111

地域 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 H10.2.4 埼玉県所沢市若狭2-1671 04-2948-1111

地域 さいたま市立病院 H13.11.1 埼玉県さいたま市緑区三室2460 048-873-4111

地域 済生会川口総合病院 H22.4.1 埼玉県川口市西川口5-11-5 048-253-1551

地域 自治医科大学附属さいたま医療センター H22.5.17 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-847 048-647-2111

地域 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 H27.10.1 埼玉県和光市諏訪2-1 048-462-1101

地域 獨協医科大学埼玉医療センター H30.4.1 埼玉県越谷市南越谷2-1-50 048-965-1111

総合 亀田総合病院 H17.4.1 千葉県鴨川市東町929番地 04-7092-2211

総合 東京女子医科大学附属八千代医療センター H19.4.1 千葉県八千代市大和田新田477-96 047-450-6000

総合 千葉大学医学部附属病院 H29.1.1 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171

地域 総合病院国保旭中央病院 H9.4.1 千葉県旭市イの1326番地 0479-63-8111

地域 船橋中央病院 H15.5.1 千葉県船橋市海神6丁目13番10号 047-433-2111

地域 国保直営総合病院君津中央病院 H15.7.15 千葉県木更津市桜井1010番地 0438-36-1071

地域 東邦大学医療センター佐倉病院 H20.3.1 千葉県佐倉市下志津564-1 043-462-8811

地域 順天堂大学医学部附属浦安病院 H22.4.1 千葉県浦安市富岡2丁目1番1号 047-353-3111

地域 千葉市立海浜病院 H22.5.1 千葉県千葉市美浜区磯辺3-31-1 043-277-7711

地域 成田赤十字病院 H24.4.1 千葉県成田市飯田町90-1 0476-22-2311

地域 千葉県こども病院 H27.4.1 千葉県千葉市緑区辺田町579-1 043-292-2111

地域 松戸市立総合医療センター H29.12.27 千葉県松戸市千駄堀993番地の1 047-712-2511

総合 東京都都立墨東病院 H11.6.1 東京都墨田区江東橋4-23-15 03-3633-6151

総合 総合母子保健センター愛育病院 H11.4.1 東京都港区芝浦1-16-10 03-6453-7300

総合 東京女子医科大学病院 H9.10.1 東京都新宿区河田町8-1 03-3353-8111

総合 東邦大学医療センター大森病院 H9.10.1 東京都大田区大森西6-11-1 03-3762-4151

総合 帝京大学医学部附属病院 H10.4.1 東京都板橋区加賀2-11-1 03-3964-1211

総合 杏林大学医学部付属病院 H9.10.1 東京都三鷹市新川6-20-2 0422-47-5511

総合 日本赤十字社医療センター H13.11.1 東京都渋谷区広尾4-1-22 03-3400-1311

総合 日本大学医学部附属板橋病院 H14.4.1 東京都板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111

総合 昭和大学病院 H15.4.1 東京都品川区旗の台1-5-8 03-3784-8000

総合 東京都立大塚病院 H21.10.1 東京都豊島区南大塚2-8-1 03-3941-3211

総合 東京都立多摩総合医療センター
小児総合医療センター

H22.4.1 東京都府中市武蔵台2-8-29 043-323-5111
042-300-5111

総合 東京大学医学部附属病院 H23.4.1 東京都文京区本郷7-3-1 03-3815-5411

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都
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総合 国立研究開発法人国立成育医療研究センター H24.8.1 東京都世田谷区大蔵2-10-1 03-3416-0181

地域 聖路加国際病院 H12.4.1 東京都中央区明石町9-1 03-3541-5151

地域 東京慈恵会医科大学附属病院 H11.1.1 東京都港区西新橋3-19-18 03-3433-1111

地域 東京医科大学病院 H9.10.1 東京都新宿区西新宿6-7-1 03-3342-6111

地域 慶應義塾大学病院 H16.6.1 東京都新宿区信濃町35番地 03-3353-1211

地域 順天堂大学医学部附属順天堂医院 H9.10.1 東京都文京区本郷3-1-3 03-3813-3111

地域 賛育会病院 H9.10.1 東京都墨田区太平3-20-2 03-3622-9191

地域 東京女子医科大学東医療センター H16.9.1 東京都荒川区西尾久2-1-10 03-3810-1111

地域 葛飾赤十字産院 H9.10.1 東京都葛飾区立石5-11-12 03-3693-5211

地域 武蔵野赤十字病院 H18.4.1 東京都武蔵野市境南町1-26-1 0422-32-3111

地域 町田市民病院 H21.2.1 東京都町田市旭町2-15-41 042-722-2230

地域 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 H22.10.1 東京都新宿区戸山1-21-1 03-3202-7181

地域 公立昭和病院 H25.4.1 東京都小平市花小金井8-1-1 042-461-0052

地域 東京医科歯科大学医学部附属病院 H27.4.1 東京都文京区湯島1-5-45 03-3813-6111

地域 国家公務員共済組合連合会　立川病院 H27.4.1 東京都立川市錦町4-2-22 042-523-3131

総合 神奈川県立こども医療センター H8.5.30 神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4 045-711-2351

総合 北里大学病院 H17.1.18 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 042-778-8111

総合 東海大学医学部付属病院 H18.4.1 神奈川県伊勢原市下糟屋143 0463-93-1121

総合 横浜市立大学附属市民総合医療センター H19.6.1 神奈川県横浜市南区浦舟町4丁目57番地 045-261-5656

総合 聖マリアンナ医科大学病院 H22.4.1 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 044-977-8111

地域 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 H17.1.18 神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1 045-366-1111

地域 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 H17.1.18 神奈川県横須賀市米が浜通1-16 046-822-2710

地域 小田原市立病院 H17.1.18 神奈川県小田原市久野46番地 0465-34-3175

地域 日本医科大学武蔵小杉病院 H17.1.18 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396 044-733-5181

地域 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 H17.1.18 神奈川県横浜市港北区小机町3211番地 045-474-8111

地域 藤沢市民病院 H17.1.18 神奈川県藤沢2-6-1 0466-25-3111

地域 横浜市立大学附属病院 H17.1.18 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 045-787-2800

地域 昭和大学横浜市北部病院 H17.1.18 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 045-949-7000

地域 独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院 H17.1.18 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-2-30 042-752-2025

地域 横浜市立市民病院 H18.10.1 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町56番地 045-331-1961

地域 済生会横浜市東部病院 H20.6.1 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 045-576-3000

地域 川崎市立川崎病院 H22.4.1 神奈川県川崎市川崎区新川通12-1 044-233-5521

地域 国立病院機構横浜医療センター H22.4.1 神奈川県横浜市戸塚区原宿三丁目60番2号 045-851-2621

地域 茅ヶ崎市立病院 H22.10.1 神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 0467-52-1111

地域 横浜市立みなと赤十字病院 H24.7.25 神奈川県横浜市中区新山下3-12-1 045-628-6100

地域 横須賀市立うわまち病院 H26.8.1 神奈川県横須賀市上町2-36 046-823-2630

地域 昭和大学藤が丘病院 H28.4.1 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30 045-971-1151

地域 済生会横浜市南部病院 H31.1.4 神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10 045-832-1111

総合 長岡赤十字病院 H15.10.1 新潟県長岡市千秋2丁目297番地1 0258-28-3600

総合 新潟市民病院 H19.11.1 新潟県新潟市中央区鐘木463番地7 025-281-5151

総合 新潟大学医歯学総合病院 H22.4.1 新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地 025-223-6161

地域 県立新発田病院 H15.10.1 新潟県新発田市本町1-2-8 0254-22-3121

地域 済生会新潟病院 H15.10.1 新潟県新潟市西区寺池280-7 025-233-6161

地域 長岡中央綜合病院 H15.10.1 新潟県長岡市川崎町2041番地 0258-35-3700

神奈川県

新潟県
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地域 県立中央病院 H15.10.1 新潟県上越市新南町205 025-522-7711

地域 魚沼基幹病院 H27.6.1 新潟県南魚沼市浦佐4132 025-777-3200

総合 富山県立中央病院 H8.10.1 富山県富山市西長江2丁目2番78号 076-424-1531

地域 黒部市民病院 H9.4.1 富山県黒部市三日市1108-1 0765-54-2211

地域 富山市民病院 H9.4.1 富山県富山市今泉北部町2番地1 076-422-1112

地域 厚生連高岡病院 H9.4.1 富山県高岡市永楽町5番10号 0766-21-3930

地域 市立砺波総合病院 H9.4.1 富山県砺波市新富町1番61号 0763-32-3320

地域 富山大学附属病院 H23.4.1 富山県富山市杉谷2630番地 076-434-2281

総合 石川県立中央病院 H17.10.1 石川県金沢市鞍月東2丁目1番地 076-237-8211

地域 金沢大学附属病院 H23.4.1 石川県金沢市宝町13-1 076-265-2000

地域 金沢医科大学病院 H23.4.1 石川県河北郡内灘町大学1-1 076-286-3511

地域 金沢医療センター H23.4.1 石川県金沢市下石引町1番1号 076-262-4161

総合 福井県立病院 H16.5.6 福井県福井市四ツ井2-8-1 0776-54-5151

総合 福井大学医学部附属病院 H24.8.1 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 0776-61-3111

地域 福井愛育病院 H16.5.28 福井県福井市新保2丁目301 0776-54-5757

地域 福井県済生会病院 H16.5.28 福井県福井市和田中町舟橋7番地1 0776-23-1111

地域 福井赤十字病院 H16.5.28 福井県福井市月見2丁目4番1号 0776-36-3630

地域 市立敦賀病院 H16.5.28 福井県敦賀市三島町1丁目6番60号 0770-22-3611

地域 杉田玄白記念公立小浜病院 H16.5.28 福井県小浜市大手町2番2号 0770-52-0990

総合 山梨県立中央病院 H13.9.28 山梨県甲府市富士見1丁目1番1号 055-253-7111

地域 山梨大学医学部附属病院 H13.9.28 山梨県中央市下河東1110 055-273-1111

地域 独立行政法人国立病院機構甲府病院 H13.9.28 山梨県甲府市天神町11-35 055-253-6131

地域 市立甲府病院 H13.9.28 山梨県甲府市増坪町366 055-244-1111

地域 富士吉田市立病院 H13.9.28 山梨県富士吉田市上吉田6530 0555-22-4111

地域 山梨赤十字病院 H23.4.1 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1 0555-72-2222

総合 長野県立こども病院 H12.9.1 長野県安曇野市豊科3100 0263-73-6700

地域 飯田市立病院 H12.9.25 長野県飯田市八幡町438 0265-21-1255

地域 信州大学医学部附属病院 H12.9.25 長野県松本市旭3丁目1番1号 0263-35-4600

地域 信州上田医療センター H12.9.25 長野県上田市緑が丘1丁目27番地21号 0268-22-1890

地域 長野赤十字病院 H12.9.25 長野県長野市若里五丁目22番1号 026-226-4131

地域 佐久総合病院佐久医療センター H18.2.1 長野県佐久市中込3400番地28 0267-62-8181

地域 伊那中央病院 H21.3.9 長野県伊那市小四郎久保1313番地1 0265-72-3121

地域 北信総合病院 H21.1.9 長野県中野市西1丁目5番63号 0269-22-2151

地域 諏訪赤十字病院 H21.5.20 長野県諏訪市湖岸通り5-11-50 0266-52-6111

地域 厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 H21.7.28 長野県長野市篠ノ井会666-1 026-292-2261

総合 岐阜県総合医療センター H20.2.1 岐阜県岐阜市野一色4-6-1 058-246-1111

地域 独立行政法人国立病院機構長良医療センター H20.2.1 岐阜県岐阜市長良1300-7 058-232-7755

地域 大垣市民病院 H20.2.1 岐阜県大垣市南頬町4丁目86番地 0584-81-3341

地域 岐阜県立多治見病院 H20.2.1 岐阜県多治見市前畑町5丁目161番地 0572-22-5311

地域 高山赤十字病院 H20.2.1 岐阜県高山市天満町3丁目11番地 0577-32-1111

総合 総合病院聖隷浜松病院 H10.4.1 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 053-474-2222

総合 順天堂大学医学部附属静岡病院 H20.8.1 静岡県伊豆の国市長岡1129番地 055-948-3111

総合 静岡県立こども病院 H20.12.25 静岡県静岡市葵区漆山860 054-247-6251

地域 静岡市立静岡病院 H20.10.1 静岡県静岡市葵区追手町10番93号 054-253-3125

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県
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地域 沼津市立病院 H10.10.1 静岡県沼津市東椎路字春ノ木550 055-924-5100

地域 富士市立中央病院 H10.10.1 静岡県富士市高島町50番地 0545-52-1131

地域 静岡済生会総合病院 H10.10.1 静岡県静岡市駿河区小鹿一丁目1番1号 054-285-6171

地域 焼津市立総合病院 H19.3.30 静岡県焼津市道原1000番地 054-623-3111

地域 磐田市立総合病院 H19.3.30 静岡県磐田市大久保512番地3 0538-38-5000

地域 浜松医科大学医学部附属病院 H10.10.1 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号 053-435-2111

地域 浜松医療センター H10.10.1 静岡県浜松市中区富塚町328 053-453-7111

地域 総合病院聖隷三方原病院 H10.10.1 静岡県浜松市北区三方原町3453 053-436-1251

地域 藤枝市立総合病院 H23.4.1 静岡県藤枝市駿河台4-1-11 054-646-1111

総合 名古屋第一赤十字病院 H10.7.1 愛知県名古屋市中村区道下町3丁目35番地 052-481-5111

総合 名古屋市立大学病院 H27.4.1 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 052-851-5511

総合 名古屋第二赤十字病院 H21.4.1 愛知県名古屋市昭和区妙見町2番地9 052-832-1121

総合 名古屋大学医学部附属病院 H24.4.1 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 052-741-2111

総合 藤田医科大学病院 H30.4.1 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 0562-93-2000

総合 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 H22.12.1 愛知県安城市安城町東広畔28番地 0566-75-2111

総合 豊橋市民病院 H26.4.1 愛知県豊橋市青竹町字八間西50番地 0532-33-6111

地域 名古屋市立西部医療センター H10.7.1 愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の1 052-991-8121

地域 社会福祉法人聖霊会聖霊病院 H26.4.1 愛知県名古屋市昭和区川名山町56 052-832-1181

地域 大同病院 H31.4.1 愛知県名古屋市南区白水町９ 052-611-6261

地域 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 H13.7.1 愛知県弥富市前ヶ須町南本田396 0567-65-2511

地域 公立陶生病院 H13.7.1 愛知県瀬戸市西追分町160番地 0561-82-5101

地域 愛知医科大学病院 H25.4.1 愛知県長久手市岩作雁又1-1 0561-62-3311

地域 一宮市立市民病院 H10.7.1 愛知県一宮市文京2-2-22 0586-71-1911

地域 小牧市民病院 H10.7.1 愛知県小牧市常普請1-20 0568-76-4131

地域 トヨタ記念病院 H10.7.1 愛知県豊田市平和町1丁目1番地 0565-28-0100

地域 岡崎市民病院 H13.7.1 愛知県岡崎市高隆寺町字五所合3番地1 0564-21-8111

地域 半田市立半田病院 H10.7.1 愛知県半田市東洋町2丁目29番地 0569-22-9881

地域 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 H22.4.1 愛知県江南市高屋町大松原137番地 0587-51-3333

地域 刈谷豊田総合病院 H27.12.1 愛知県刈谷市住吉町5-15 0566-21-2450

総合 国立病院機構三重中央医療センター H15.3.26 三重県津市久居明神町2158-5 059-259-1211

総合 市立四日市病院 H25.10.1 三重県四日市市芝田二丁目2-37 059-354-1111

地域 国立大学法人三重大学医学部附属病院 H15.3.26 三重県津市江戸橋2丁目174 059-232-1111

地域 伊勢赤十字病院 H15.3.26 三重県伊勢市船江1丁目471-2 0596-28-2171

地域 県立総合医療センター H15.3.26 三重県四日市市大字日永5450-132 059-345-2321

総合 大津赤十字病院 H17.3.31 滋賀県大津市長等一丁目1-35 077-522-4131

総合 滋賀医科大学医学部附属病院 H25.4.1 滋賀県大津市瀬田月輪町 077-548-2111

地域 近江八幡市立総合医療センター H17.3.31 滋賀県近江八幡市土田町1379 0748-33-3151

地域 長浜赤十字病院 H17.3.31 滋賀県長浜市宮前町14番7号 0749-63-2111

総合 京都第一赤十字病院 H9.11.10 京都府京都市東山区本町15-749 075-561-1121

総合 京都大学医学部附属病院 H31.2.1 京都府京都市左京区聖護院河原町54 075-751-3111

地域 京都府立医科大学附属北部医療センター H9.11.7 京都府与謝郡与謝野町字男山481 0772-46-3371

地域 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター H9.11.7 京都府舞鶴市字行永2410番地 0773-62-2680

地域 舞鶴共済病院 H9.11.7 京都府舞鶴市字浜1035番地 0773-62-2510

地域 市立福知山市民病院 H18.4.26 京都府福知山市厚中町231番地 0773-22-2101

愛知県

京都府

滋賀県
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地域 綾部市立病院 H15.4.1 京都府綾部市青野町大塚20-1 0773-43-0123

地域 京都中部総合医療センター H9.11.7 京都府南丹市八木町八木上野25 0771-42-2510

地域 京都府立医科大学附属病院 H9.11.7 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 075-251-5111

地域 独立行政法人国立病院機構京都医療センター H9.11.7 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1 075-641-9161

地域 京都市立病院 H9.11.7 京都府京都市中京区壬生東高田町1の2 075-311-5311

地域 京都第二赤十字病院 H9.11.7 京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5 075-231-5171

地域 京都桂病院 H9.11.7 京都府京都市西京区山田平尾町17番 075-391-5811

地域 日本バプテスト病院 H9.11.7 京都府京都市左京区北白川山ノ元町47番地 075-781-5191

地域 三菱京都病院 H9.11.7 京都府京都市西京区桂御所町1番地 075-381-2111

地域 済生会京都府病院 H9.11.7 京都府長岡京市今里南平尾8番地 075-955-0111

地域 宇治徳洲会病院 H12.11.1 京都府宇治市槇島町石橋145 0774-20-1111

地域 田辺中央病院 H12.11.1 京都府京田辺市田辺中央六丁目1番地6 0774-63-1111

地域 京都山城総合医療センター H9.11.7 京都府木津川市木津駅前1丁目27番地 0774-72-0235

総合 大阪母子医療センター H11.11.1 大阪府和泉市室堂町840 0725-56-1220

総合 高槻病院 H15.9.1 大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号 072-681-3801

総合 愛染橋病院 H17.9.1 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目16-15 06-6633-2801

総合 関西医科大学附属病院 H18.3.1 大阪府枚方市新町2丁目3番1号 072-804-0101

総合 大阪大学医学部附属病院 H19.4.24 大阪府吹田市山田丘2番15号 06-6879-5111

総合 大阪市立総合医療センター H23.1.1 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 06-6929-1221

地域 大阪府済生会吹田病院 H19.11.14 大阪府吹田市川園町1番2号 06-6382-1521

地域 市立豊中病院 H19.11.14 大阪府豊中市柴原町4丁目14番1号 06-6843-0101

地域 市立東大阪医療センター H19.11.14 大阪府東大阪市西岩田3丁目4番5号 06-6781-5101

地域 千船病院 H19.11.14 大阪市西淀川区福町3丁目2番39号 06-6471-9541

地域 ベルランド総合病院 H19.11.14 大阪府堺市中区東山500-3 072-234-2001

地域 りんくう総合医療センター H19.11.14 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23 072-469-3111

地域 大阪赤十字病院 H19.11.14 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30 06-6774-5111

地域 淀川キリスト教病院 H19.11.14 大阪府大阪市東淀川区柴島1丁目7番50号 06-6322-2250

地域 近畿大学病院 H19.11.14 大阪府大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221

地域 大阪医科大学附属病院 H19.11.14 大阪府高槻市大学町2番7号 072-683-1221

地域 八尾市立病院 H19.11.14 大阪府八尾市龍華町1丁目3番1号 072-922-0881

地域 独立行政法人国立循環器病研究センター H19.11.14 大阪府吹田市藤白台5丁目7番1号 06-6833-5012

地域 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 H22.2.25 大阪府大阪市北区扇町2丁目4番20号 06-6312-1221

地域 阪南中央病院 H22.10.1 大阪府松原市南新町3丁目3番28号 072-333-2100

地域 泉大津市立病院 H22.10.1 大阪府泉大津市下条町16番1号 0725-32-5622

地域 大阪急性期・総合医療センター H22.10.1 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1番56号 06-6692-1201

地域 大阪市立大学医学部附属病院 H22.10.1 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121

総合 兵庫県立こども病院 H12.3.1 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目6-7 078-945-7300

総合 神戸市立医療センター中央市民病院 H25.4.1 兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目1番地1 078-302-4321

総合 神戸大学医学部付属病院 H27.4.1 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5-2 078-382-5111

総合 兵庫医科大学病院 H27.4.1 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 0798-45-6111

総合 姫路赤十字病院 H27.4.1 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号 079-294-2251

総合 兵庫県立尼崎総合医療センター H27.7.1 兵庫県尼崎市東難波町二丁目17番77号 06-6480-7000

地域 済生会兵庫県病院 H13.8.1 兵庫県神戸市北区藤原台中町5丁目1番1号 078-987-2222

地域 県立西宮病院 H25.4.1 兵庫県西宮市六湛寺町13番9号 0798-34-5151

兵庫県

大阪府
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地域 加古川中央市民病院 H28.7.1 兵庫県加古川市加古川町本町439番地 079-451-5500

地域 明石医療センター H29.4.1 兵庫県明石市大久保町八木743-33 078-936-1101

地域 公立豊岡病院 H13.8.1 兵庫県豊岡市戸牧1094 0796-22-6111

地域 県立淡路医療センター H13.8.1 兵庫県洲本市塩屋1丁目1-137 0799-22-1200

総合 奈良県立医科大学附属病院 H20.5.26 奈良県橿原市四条町840番地 0744-22-3051

地域 地方独立行政法人　奈良県立病院機構　奈良県総合医
療センター

H26.4.1 奈良県奈良市七条西町2丁目897番地5号 0742-46-6001

総合 和歌山県立医科大学附属病院 H17.12.1 和歌山県和歌山市紀三井寺811番地1 073-447-2300

地域 紀南病院 H19.1.1 和歌山県田辺市新庄町46番地の70 0739-22-5000

地域 日本赤十字社和歌山医療センター H23.5.1 和歌山県和歌山市小松原通四丁目20番地 073-422-4171

総合 鳥取大学医学部附属病院 H18.7.1 鳥取県米子市西町36番地1 0859-33-1111

地域 鳥取県立中央病院 H19.3.7 鳥取県鳥取市江津730 0857-26-2271

総合 島根県立中央病院 H18.1.1 島根県出雲市姫原4丁目1番地1 0853-22-5111

地域 松江赤十字病院 H18.4.1 島根県松江市母衣町200 0852-24-2111

地域 益田赤十字病院 H18.4.1 島根県益田市乙吉町イ103-1 0856-22-1480

地域 島根大学医学部附属病院 H27.9.30 島根県出雲市塩冶町89-1 0853-23-2111

総合 倉敷中央病院 H12.12.1 岡山県倉敷市美和1-1-1 086-422-0210

総合 国立病院機構岡山医療センター H17.4.1 岡山県岡山市北区田益1711-1 086-294-9911

地域 岡山大学病院 H12.12.1 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 086-223-7151

地域 岡山赤十字病院 H12.12.1 岡山県岡山市北区青江2丁目1番1号 086-222-8811

地域 川崎医科大学附属病院 H12.12.1 岡山県倉敷市松島577 086-462-1111

地域 津山中央病院 H12.12.1 岡山県津山市川崎1756 0868-21-8111

総合 県立広島病院 H11.3.30 広島県広島市南区宇品神田一丁目5番54号 082-254-1818

総合 広島市立広島市民病院 H18.12.14 広島県広島市中区基町7番33号 082-221-2291

地域 広島大学病院 H11.3.30 広島県広島市南区霞1-2-3 082-257-5555

地域 土谷総合病院 H11.3.30 広島県広島市中区中島町3番30号 082-243-9191

地域 独立行政法人国立病院機構呉医療センター H11.3.30 広島県呉市青山町3番1号 0823-22-3111

地域 中国労災病院 H11.3.30 広島県呉市広多賀谷1-5-1 0823-72-7171

地域 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター H24.10.1 広島県東広島市西条町寺家513 082-423-2176

地域 厚生連尾道総合病院 H12.2.10 広島県尾道市平原1-10-23 0848-22-8111

地域 独立行政法人国立病院機構福山医療センター H11.3.30 広島県福山市沖野上町4丁目14番17号 084-922-0001

地域 市立三次中央病院 H11.3.30 広島県三次市東酒屋町531番地 0824-65-0101

総合 山口県立総合医療センター H18.1.7 山口県防府市大字大崎10077番地 0835-22-4411

総合 山口大学医学部附属病院 H23.4.15 山口県宇部市南小串1-1-1 0836-22-2111

地域 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター H18.1.7 山口県岩国市愛宕町1丁目1番1号 0827-34-1000

地域 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 H18.1.7 山口県周南市孝田町1番1号 0834-28-4411

地域 綜合病院山口赤十字病院 H18.1.7 山口県山口市八幡馬場53番地の1 083-923-0111

地域 山口県済生会下関総合病院 H18.1.7 山口県下関市安岡町8-5-1 083-262-2300

総合 徳島大学病院 H16.12.15 徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1 088-631-3111

地域 徳島市民病院 H23.4.1 徳島県徳島市北常三島町2丁目34番地 088-622-5121

地域 徳島赤十字病院 H23.4.1 徳島県小松島市小松島町字井利ノ口103番地 0885-32-2555

地域 徳島県立中央病院 H25.7.1 徳島県徳島市蔵本町1丁目10-3 088-631-7151

総合 国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター H25.5.1 香川県善通寺市仙遊町2丁目1番1号 0877-62-1000

総合 香川大学医学部附属病院 H17.4.1 香川県木田郡三木町池戸1750-1 087-898-5111

地域 高松赤十字病院 H24.4.1 香川県高松市番町四丁目1番3号 087-831-7101
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総合 愛媛県立中央病院 H16.3.1 愛媛県松山市春日町83番地 089-947-1111

地域 愛媛大学医学部附属病院 H18.3.31 愛媛県東温市志津川 089-964-5111

地域 松山赤十字病院 H18.3.31 愛媛県松山市文京町1番地 089-924-1111

地域 市立宇和島病院 H18.3.31 愛媛県宇和島市御殿町1番1号 0895-25-1111

地域 愛媛県立新居浜病院 H23.3.31 愛媛県新居浜市本郷3丁目1-1 0897-43-6161

地域 愛媛県立今治病院 H23.3.31 愛媛県今治市石井町4丁目5の5 0898-32-7111

総合 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター H17.2.26 高知県高知市池2125番地1 088-837-3000

地域 高知大学医学部附属病院 H27.8.10 高知県南国市岡豊町小蓮185番地1 088-866-5811

総合 福岡大学病院 H10.12.1 福岡県福岡市城南区七隈七丁目45番1号 092-801-1011

総合 久留米大学病院 H10.12.1 福岡県久留米市旭町67番地 0942-35-3311

総合 聖マリア病院 H10.12.1 福岡県久留米市津福本町422番地 0942-35-3322

総合 北九州市立医療センター H13.12.7 福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目1番1号 093-541-1831

総合 九州大学病院 H20.3.18 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 092-641-1151

総合 産業医科大学病院 H23.4.27 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号 093-603-1611

総合 飯塚病院 H25.12.6 福岡県飯塚市芳雄町3-83 0948-22-3800

地域 独立行政法人国立病院機構九州医療センター H12.4.1 福岡県福岡市中央区地行浜1丁目8-1 092-852-0700

地域 福岡徳州会病院 H12.6.26 福岡県春日市須玖北4-5 092-573-6622

地域 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 H20.3.18 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1丁目8番1号 093-641-5111

地域 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター H21.8.11 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10番1号 093-921-8881

地域 福岡市立こども病院 H23.4.27 福岡県福岡市東区香椎照葉5-1-1 092-682-7000

総合 国立病院機構佐賀病院 H22.8.4 佐賀県佐賀市日の出一丁目20-1 0952-30-7141

地域 佐賀大学医学部附属病院 H29.3.29 佐賀県佐賀市鍋島五丁目1番1号 0952-31-6511

地域 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 H29.3.29 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400番地 0952-24-2171

総合 国立病院機構長崎医療センター H19.7.31 長崎県大村市久原2丁目1001-1 0957-52-3121

地域 長崎みなとメディカルセンター H20.4.1 長崎県長崎市新地町6-39 095-822-3251

地域 佐世保市総合医療センター H20.4.1 長崎県佐世保市平瀬町9番地3 0956-24-1515

地域 長崎大学病院 H21.3.31 長崎県長崎市坂本1丁目7番1号 095-819-7200

総合 熊本市立熊本市民病院 H16.3.25 熊本県熊本市東区湖東1丁目1-60 096-365-1711

総合 熊本大学病院 H23.3.22 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番1号 096-344-2111

地域 医療法人社団愛育会福田病院 H18.3.1 熊本県熊本市中央区新町2丁目2-6 096-322-2995

地域 熊本赤十字病院 H19.3.26 熊本県熊本市東区長嶺二丁目1番1号 096-384-2111

総合 大分県立病院 H17.4.1 大分県大分市大字豊饒476番地 097-546-7111

地域 大分市医師会立アルメイダ病院 H20.3.3 大分県大分市大字宮崎1509-2 097-569-3121

地域 独立行政法人国立病院機構別府医療センター H20.7.23 大分県別府市大字内竈1473番地 0977-67-1111

地域 中津市立中津市民病院 H22.12.1 大分県中津市大字下池永173番地 0979-22-2480

地域 国立大学法人大分大学医学部附属病院 H30.6.29 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地 097-586-5922

総合 宮崎大学医学部附属病院 H20.4.1 宮崎県宮崎市清武町木原5200 0985-85-1510

地域 県立宮崎病院 H20.4.1 宮崎県宮崎市北高松町5-30 0985-24-4181

地域 宮崎市郡医師会病院 H20.4.1 宮崎県宮崎市新別府町船戸738-1 0985-24-9119

地域 古賀総合病院 H20.4.1 宮崎県宮崎市池内町数太木1749-1 0985-39-8888

地域 独立行政法人国立病院機構　都城医療センター H20.4.1 宮崎県都城市祝吉町5033番地1 0986-23-4111

地域 県立日南病院 H20.4.1 宮崎県日南市木山1丁目9番5号 0987-23-3111

地域 県立延岡病院 H20.4.1 宮崎県延岡市新小路2-1-10 0982-32-6181

総合 鹿児島市立病院 H19.10.31 鹿児島県鹿児島市上荒田町37番1号 099-230-7000鹿児島県

宮崎県

大分県

熊本県

長崎県

佐賀県

福岡県

高知県

愛媛県
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地域 今給黎総合病院 H21.3.27 鹿児島県鹿児島市下竜尾町4-16 099-226-2211

地域 済生会川内病院 H21.3.27 鹿児島県薩摩川内市原田町2番46号 0996-23-5221

地域 県民健康プラザ鹿屋医療センター H21.3.27 鹿児島県鹿屋市札元1丁目8-8 0994-42-5101

地域 県立大島病院 H21.3.27 鹿児島県奄美市名瀬真名津町18番1号 0997-52-3611

地域 鹿児島大学病院 H22.9.27 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号 099-275-5111

総合 沖縄県立中部病院 H14.4.1 沖縄県うるま市字宮里281 098-973-4111

総合 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター H18.4.1 沖縄県島尻郡南風原町字新川118番地の1 098-888-0123

地域 那覇市立病院 H15.4.1 沖縄県那覇市古島2丁目31番地1 098-884-5111

地域 沖縄赤十字病院 H15.4.1 沖縄県那覇市与儀1-3-1 098-853-3134

地域 琉球大学医学部附属病院 H23.9.30 沖縄県中頭郡西原町字上原207番地 098-895-3331

地域 沖縄県立宮古病院 H26.4.1 沖縄県宮古島市平良下里427-1 0980-72-3151

地域 沖縄県立八重山病院 H27.11.1 沖縄県石垣市真栄里584-1番地 0980-83-2525

地域 沖縄県立北部病院 H28.5.20 沖縄県名護市大中2丁目12番3号 0980-52-2719

総合  109箇所

地域  300箇所
合計

沖縄県


