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北海道 深川市立病院 ○ 105

北海道 JA北海道厚生連　倶知安厚生病院 ○ 162

北海道 JA北海道厚生連　遠軽厚生病院 ○ 735

北海道 医療法人北晨会恵み野病院 ○ 136

北海道 医療法人王子総合病院 ○ 36

北海道 社会福祉法人　北海道社会事業協会帯広病院 ○ 744

北海道 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 ○ 793

北海道 砂川市立病院 ○ 227

北海道 市立稚内病院 ○ 181

北海道 社会福祉法人　北海道社会事業協会小樽病院 ○ 441

北海道 滝川市立病院 ○ 911

北海道 JA北海道厚生連札幌厚生病院 ○ 240

北海道 KKR札幌医療センター ○ 579

北海道 八雲総合病院   ○ 416

北海道 旭川赤十字病院 ○ 705

北海道 苫小牧市立病院 ○ 1

北海道 市立札幌病院 ○ 152

北海道 社会福祉法人　北海道社会事業協会　富良野病院 ○ 286

北海道 公益財団法人北海道医療団　帯広第一病院 ○ 58

北海道 小樽市立病院 ○ 345

北海道 NTT東日本札幌病院 ○ 386

北海道 JA北海道厚生連　網走厚生病院 ○ 32

北海道 札幌北辰病院 ○ 616

北海道 社会福祉法人函館共愛会共愛会病院

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 ○ 661

北海道 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 ○ 5

北海道 釧路労災病院 ○ 545

北海道 釧路孝仁会記念病院 ○ 728

北海道 日鋼記念病院 ○ 367

北海道 天使病院 ○ 176

北海道 勤医協中央病院 ○ 398

北海道 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター ○ 296

北海道 社会医療法人　北斗　北斗病院 ○ 881

北海道 独立行政法人国立病院機構　函館病院 ○ 899

北海道 北見赤十字病院 ○ 975

北海道 岩見沢市立総合病院 ○ 494

北海道 留萌市立病院 ○ 76

北海道 市立室蘭総合病院 ○ 868

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 社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院 ○ 947
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http://www.city.fukagawa.lg.jp/web/section/fukabyo/
http://www.dou-kouseiren.com/byouin/kutchan/
http://www.dou-kouseiren.com/byouin/engaru/
http://www.megumino.or.jp/
http://www.ojihosp.or.jp/
http://www.obihiro-kyokai-hsp.jp/
http://www.tonan.gr.jp/
http://www.med.sunagawa.hokkaido.jp/
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/hospital/
http://www.otarukyokai.or.jp/
http://www.med.takikawa.hokkaido.jp/
http://www.dou-kouseiren.com/byouin/sapporo/
http://www.kkr-smc.com/
http://www.town.yakumo.lg.jp/modules/hospital_top/content0001.html
http://www.asahikawa.jrc.or.jp/
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/hospital/
http://www.city.sapporo.jp/hospital/
http://msknet.ne.jp/~furano-hospital/
http://www.zhi.or.jp/d/index.html
http://www.otaru-general-hospital.jp/
http://www.ntt-east.co.jp/smc/
http://www.dou-kouseiren.com/byouin/abasiri/
http://hokushin.jcho.go.jp/
http://www.kyoaikai-hosp.com/
http://hokkaido.jcho.go.jp/
http://www.higashi-tokushukai.or.jp/
http://www.kushiroh.johas.go.jp/
http://kojinkai.or.jp/hospital/hp-kojinkaikinen.html
http://www.nikko-kinen.or.jp/
http://www.tenshi.or.jp/
http://www.kin-ikyo-chuo.jp/
http://www.asahikawa-mc.jp/
http://www.hokuto7.or.jp/
http://hnh-hosp.jp/
http://www.kitami.jrc.or.jp/
http://www.iwamizawa-hospital.jp/
http://www.rumoi-hp.jp/
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8400/index.html
http://www.sap-cc.org/
http://www.gobyou.com/
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北海道 総合病院釧路赤十字病院 ○ 599

北海道 手稲渓仁会病院 ○ 81

北海道 市立函館病院 ○ 683

北海道 製鉄記念室蘭病院 ○ 342

北海道 市立釧路総合病院 ○ 862

北海道 江別市立病院 ○ 290

北海道 社会福祉法人函館厚生院　函館中央病院 ○ 905

北海道 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 ○ 23

北海道 総合病院伊達赤十字病院 ○ 880

北海道 名寄市立総合病院 ○ 419

北海道 JA北海道厚生連旭川厚生病院 ○ 192

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター   ○ 613

北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 ○ 872

北海道 市立旭川病院 ○ 531

青森 下北医療センターむつ総合病院 ○ 311

青森 つがる西北五広域連合つがる総合病院 ○ 484

青森 津軽保健生活協同組合　健生病院 ○ 320

青森 黒石市国民健康保険黒石病院 ○ 762

青森 十和田市立中央病院 ○ 393

青森 独立行政法人国立病院機構弘前病院 ○ 491

青森 八戸赤十字病院 ○ 307

青森 青森労災病院 ○ 992

青森 青森県立中央病院 ○ 414

青森 八戸市立市民病院 ○ 841

青森 青森市民病院 ○ 595

青森 三沢市立三沢病院 ○ 412

岩手 岩手県立胆沢病院 ○ 22

岩手 岩手県立中央病院 ○ 254

岩手 岩手県立大船渡病院 ○ 399

岩手 盛岡赤十字病院 ○ 61

岩手 岩手県立久慈病院 ○ 197

岩手 岩手県立二戸病院 ○ 939

岩手 北上済生会病院 ○ 923

岩手 岩手県立宮古病院 ○ 148

岩手 岩手県立中部病院 ○ 169

岩手 岩手県立釜石病院 ○ 544

岩手 岩手県立磐井病院 ○ 871

秋田 秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院 ○ 244

http://www.kushiro.jrc.or.jp/
http://www.keijinkai.com/teine/
http://www.medical-h.net/basicform/00/0003/
http://www.nshp-muroran.or.jp/
http://www.kushiro-cghp.jp/
http://www.ebetsu-hospital.jp/
http://www.chubyou.com/
http://www2.satutoku.jp/
http://date.jrc.or.jp/
http://www.nayoroch.jp/
http://www.dou-kouseiren.com/byouin/asahikawa/
http://www.hosp.go.jp/~hokkaidomc/
http://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/hospital/index.html
http://www.hospital-mutsu.or.jp/
http://www.tsgren.jp/tsugaru-general-hospital/
http://www.kensei-hp.jp/
http://hospital-kuroishi.jp/
http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp/
http://www.aoi-mori.net/~hirosaki/
http://www.hachinohe.jrc.or.jp/
http://www.aomorih.johas.go.jp/
http://aomori-kenbyo.jp/
http://www.hospital.hachinohe.aomori.jp/
http://www.city.aomori.aomori.jp/byouin/top.html
http://www.hospital.misawa.aomori.jp/
http://www.isawa-hp.com/
http://www.chuo-hp.jp/
http://oofunato-hp.com/
http://www.morioka.jrc.or.jp/
http://www.kuji-hp.com/
http://www.ninohe-hp.net/
http://www.saiseikai-hp.or.jp/
http://www.miyako-hp.jp/
http://www.chubu-hp.com/
http://www.kamaishi-hp.com/
http://www.iwai-hp.com/
http://www.ogachi-hsp.jp/
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秋田 医療法人明和会中通総合病院 ○ 301

秋田 大館市立総合病院 ○ 697

秋田 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 ○ 324

秋田 秋田厚生医療センター ○ 216

秋田 秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院 ○ 763

秋田 市立角館総合病院 ○ 131

秋田 医療法人青嵐会本荘第一病院 ○ 601

秋田 市立秋田総合病院 ○ 538

秋田 市立横手病院 ○ 77

秋田 秋田赤十字病院 ○ 999

秋田 秋田県大曲厚生医療センター ○ 536

秋田 秋田県厚生農業協同組合連合会能代厚生医療センター ○ 928

山形 山形県立中央病院 ○ 411

山形 山形県立新庄病院 ○ 620

山形 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 ○ 623

山形 鶴岡市立荘内病院 ○ 251

山形 米沢市立病院 ○ 761

山形 山形市立病院済生館 ○ 329

山形 医療法人山形愛心会　庄内余目病院

山形 日本海総合病院 ○ 794

山形 公立置賜総合病院 ○ 977

宮城 みやぎ県南中核病院 ○ 87

宮城 栗原市立栗原中央病院 ○ 180

宮城 総合南東北病院 ○ 82

宮城 仙台市立病院 ○ 566

宮城 東北公済病院 ○ 2002

宮城 気仙沼市立病院 ○ 546

宮城 公益財団法人仙台市医療センター　仙台オープン病院 ○ 422

宮城 一般財団法人厚生会　仙台厚生病院 ○ 429

宮城 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 ○ 930

宮城 坂総合病院 ○ 175

宮城 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター ○ 788

宮城 仙台赤十字病院 ○ 935

宮城 JCHO仙台病院 ○ 405

宮城 東北労災病院 ○ 834

宮城 大崎市民病院 ○ 509

宮城 石巻赤十字病院 ○ 647

http://www.meiwakai.or.jp/nakadori/
http://www.odate-hp.odate.akita.jp/
http://www.hiraka-hp.yokote.akita.jp/
http://www.akikumihsp.com/
http://www.yuri-hospital.honjo.akita.jp/
http://www.kakunodate-hp.com/
http://www.honjodaiichihp.com/
http://akita-city-hospital.jp/
http://www.yokote-mhp.jp/
http://www.akita-med.jrc.or.jp/
http://www.okmc.jp/
http://yamamoto-hosp.noshiro.akita.jp/
http://www.ypch.gr.jp/
http://www.ysh.pref.yamagata.jp/
http://www.ameria.org/
http://www.shonai-hos.jp/
http://yonezawa-city-hospital.jp/
http://www.saiseikan.jp/
http://www.amarume-hp.jp/
http://www.nihonkai-hos.jp/hospital/
http://www.okitama-hp.or.jp/
http://www.southmiyagi-mc.jp/
http://www.kam.or.jp/central/index.html
http://www.minamitohoku.jp/
http://hospital.city.sendai.jp/
http://www.tohokukosai.com/
http://www.kesennuma-hospital.jp/
http://www.openhp.or.jp/
http://www.sendai-kousei-hospital.jp/
https://sendai.tokushukai.jp/
http://www.m-kousei.com/saka/
http://www.snh.go.jp/
http://www.sendai.jrc.or.jp/
http://sendai.jcho.go.jp/
http://www.tohokuh.johas.go.jp/
http://www.h-osaki.jp/
http://www.ishinomaki.jrc.or.jp/
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福島 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 ○ 303

福島 福島労災病院 ○ 102

福島 一般財団法人温知会　会津中央病院 ○ 291

福島 公立岩瀬病院 ○ 54

福島 公益財団法人星総合病院 ○ 949

福島 福島医療生活協同組合　医療生協わたり病院 ○ 98

福島 竹田綜合病院 ○ 123

福島 公立相馬総合病院 ○ 501

福島 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 ○ 649

福島 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 ○ 614

福島 福島赤十字病院 ○ 848

福島 一般財団法人大原綜合病院 ○ 499

福島 いわき市立総合磐城共立病院 ○ 199

福島 南相馬市立総合病院 ○ 271

福島 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 ○ 460

福島 公立藤田総合病院 ○ 926

茨城 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 ○ 446

茨城 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院 ○ 854

茨城 筑波メディカルセンター病院 ○ 373

茨城 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 ○ 674

茨城 水戸赤十字病院 ○ 745

茨城 茨城県済生会水戸済生会総合病院 ○ 224

茨城 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター ○ 976

茨城 JAとりで総合医療センター ○ 444

茨城 一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 ○ 795

茨城 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院水戸協同病院 ○ 182

茨城 株式会社日立製作所日立総合病院 ○ 690

茨城 医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院 ○ 370

茨城 医療法人つくばセントラル病院 ○ 1017

茨城 総合守谷第一病院   ○ 860

茨城 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター ○ 994

茨城 友愛記念病院 ○ 1009

茨城 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター ○ 805

茨城 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 ○ 250

栃木 芳賀赤十字病院 ○ 315

栃木 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 ○ 628

栃木 とちぎメディカルセンターしもつが ○ 67

http://www.jusendo.or.jp/
http://www.fukushimah.rofuku.go.jp/
http://www.onchikai.jp/
http://www.iwase-hp.jp/
http://www.hoshipital.or.jp/
http://watari-hp.jp/watari/index.html
http://www.takeda.or.jp/
http://www.bb.soma.or.jp/~psghjim1/
http://www.ohta-hp.or.jp/n_nishi/n_top.htm
http://www.shirakawa-kosei.jp/
http://www.fukushima-med-jrc.jp/
http://www.ohara-hp.or.jp/
http://www.iwaki-kyoritsu.iwaki.fukushima.jp/
https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/30,html
http://minami-t.multi.ne.jp/
http://www.fujita-hp.jp/
http://www.tkgh.jp/
http://www.jojinkai.com/
http://www.tmch.or.jp/index.html
http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachinaka/index.html
http://www.mito.jrc.or.jp/
http://www.mito-saisei.jp/
http://www.hosp.go.jp/~mito-mc/
http://www.toride-medical.or.jp/
http://www.gakuen-hospital.or.jp/index.shtml
http://www.mitokyodo-hp.jp/
http://www.hitachi.co.jp/hospital/hitachi/
http://www.tsukuba-kinen.or.jp/
http://www.central.or.jp/
http://www.moriya.daiichi.or.jp/
http://kasumi-hosp.jp/
http://www.yuai-hosp-jp.org/
http://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/
http://www.seinan-mch.or.jp/
http://www.haga.jrc.or.jp/
http://www.saimiya.com/
http://www.tochigi-medicalcenter.or.jp/shimotsuga/
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栃木 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 ○ 110

栃木 那須赤十字病院 ○ 341

栃木 佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院 ○ 106

栃木 上都賀総合病院 ○ 972

群馬 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院 ○ 4

群馬 富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院 ○ 598

群馬 公立藤岡総合病院 ○ 709

群馬 前橋赤十字病院 ○ 126

群馬 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター ○ 243

群馬 利根保健生活協同組合利根中央病院 ○ 347

群馬 邑楽館林医療事務組合館林厚生病院 ○ 3

群馬 桐生地域医療組合　桐生厚生総合病院 ○ 535

群馬 JCHO（ジェイコー）群馬中央病院 ○ 986

群馬 伊勢崎市民病院 ○ 869

群馬 群馬県済生会前橋病院   ○ 186

群馬 医療法人社団　日高会　日高病院 ○ 285

群馬 渋川医療センター ○ 726

埼玉 埼玉県済生会栗橋病院 ○ 29

埼玉 新久喜総合病院 ○ 912

埼玉 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 ○ 533

埼玉 社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院 ○ 836

埼玉 埼玉メディカルセンター ○ 718

埼玉 医療生協さいたま生活協同組合　埼玉協同病院 ○ 11

埼玉 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 ○ 630

埼玉 深谷赤十字病院 ○ 132

埼玉 越谷市立病院 ○ 959

埼玉 さいたま赤十字病院 ○ 247

埼玉 草加市立病院 ○ 270

埼玉 熊谷総合病院 ○ 261

埼玉 医療法人社団愛友会　三郷中央総合病院 ○ 42

埼玉 医療法人財団明理会　春日部中央総合病院 ○ 371

埼玉 春日部市立医療センター ○ 542

埼玉 医療法人秀和会秀和総合病院 ○ 210

埼玉 社会医療法人壮幸会　行田総合病院 ○ 867

埼玉 特定医療法人財団健和会　みさと健和病院 ○ 978

埼玉 小川赤十字病院 ○ 993

埼玉 川口市立医療センター ○ 328

http://www.ashikaga.jrc.or.jp/
http://www.nasu.jrc.or.jp/
http://jasanoko.or.jp/
http://www.kamituga-hp.or.jp/
http://www.ota-hosp.or.jp/
http://tomioka-hosp.jp/
http://www.fujioka-hosp.or.jp/
http://www.maebashi.jrc.or.jp/
http://www.tnho.jp/
http://www.tonehoken.or.jp/index.html
http://www.tatebayashikoseibyoin.jp/
http://www.kosei-hospital.kiryu.gunma.jp/
http://gunma.jcho.go.jp/
http://www.hospital.isesaki.gunma.jp/
http://www.maebashi.saiseikai.or.jp/
http://www.hidaka-kai.com/hidaka/
http://www.hosp.go.jp/~shibukawamc/index.html
http://www.saikuri.org/
http://www.shinkuki-hp.jp/
http://www.saiseikai.gr.jp/
http://www.saitama-sekishinkai.jp/
http://saitama.jcho.go.jp/
http://www.kyoudou-hp.com/
http://www.niizashiki-hp.jp/
http://www.fukaya.jrc.or.jp/
http://www.mhp.koshigaya.saitama.jp/
http://www.saitama-med.jrc.or.jp/
http://www.soka-city-hospital.jp/
http://www.kumasou.or.jp/
http://mchp.jp/
http://www.kasukabechuo.com/
http://www.kasukabe-cityhp.jp/
http://www.shuuwa-gh.or.jp/
http://gyoda-hp.or.jp/
http://misato.kenwa.or.jp/
http://www.ogawa.jrc.or.jp/
http://kawaguchi-mmc.org/
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埼玉 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 ○ 1006

埼玉 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 ○ 882

埼玉 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院 ○ 712

埼玉 社会医療法人社団新都市医療研究会[関越]会関越病院 ○ 121

埼玉 埼玉医療生活協同組合　羽生総合病院 ○ 454

埼玉 医療法人社団武蔵野会朝霞台中央総合病院 ○ 692

埼玉 さいたま市立病院 ○ 995

埼玉 さいたま市民医療センター ○ 507

埼玉 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 ○ 333

埼玉 彩の国東大宮メディカルセンター ○ 464

千葉 千葉市立海浜病院 ○ 264

千葉 千葉中央メディカルセンター   ○ 138

千葉 総合病院国保旭中央病院 ○ 961

千葉 東京歯科大学市川総合病院 ○ 645

千葉 成田赤十字病院 ○ 135

千葉 医療法人社団保健会　谷津保健病院

千葉 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 ○ 979

千葉 聖隷佐倉市民病院 ○ 941

千葉 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 ○ 468

千葉 国保松戸市立病院 ○ 284

千葉 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 ○ 853

千葉 千葉市立青葉病院 ○ 953

千葉 医療法人社団　木下会　千葉西総合病院 ○ 492

千葉 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 ○ 742

千葉 医療法人財団　明理会　新松戸中央総合病院 ○ 190

千葉 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 ○ 425

千葉 医療法人社団　圭春会　小張総合病院 ○ 421

千葉 船橋市立医療センター ○ 747

千葉 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 ○ 878

千葉 医療法人社団蛍水会　名戸ケ谷病院 ○ 164

千葉 独立行政法人　国立病院機構　千葉東病院

千葉 千葉労災病院 ○ 965

千葉 東京ベイ・浦安市川医療センター ○ 395

千葉 国保直営総合病院君津中央病院 ○ 648

千葉 千葉県がんセンター ○ 973

千葉 国立国際医療研究センター国府台病院 ○ 231

千葉 千葉メディカルセンター ○ 830

http://www.hosp.go.jp/~wsaitama/byouin_shoukai.html
http://www.ach.or.jp/
http://www.chuobyoin.or.jp/
http://www.kan-etsu-hp.ne.jp/hospital/index.html
http://www.fureaihosp.or.jp/hanyuhp/
http://www.asakadai-hp.jp/
http://saitama-city-hsp.jp/
http://www.scmc.or.jp/
http://saitama-hospital.jp/
http://www.shmc.jp/
http://www.city.chiba.jp/byoin/kaihin/kaihintop.html
http://www.ccmc.seikei-kai.or.jp/
http://www.hospital.asahi.chiba.jp/
http://www.tdc.ac.jp/hospital/igh/
http://www.narita.jrc.or.jp/
http://www.yatsu.or.jp/
http://kameda-resident.jp/
http://www.seirei.or.jp/sakura/
http://futawa-hp.jp/
http://www.city.matsudo.chiba.jp/hospital/
http://www.tcgh.jp/
http://www.city.chiba.jp/byoin/aoba/aobatop.html
http://www.chibanishi-hp.or.jp/
http://funabashi.jcho.go.jp/
http://www.ims.gr.jp/shinmatsudo/
http://www.chibatoku.or.jp/
http://www.kobari.or.jp/
http://www.mmc.funabashi.chiba.jp/
http://www.chiba-saiseikai.com/
http://www.nadogaya.com/
http://www.chiba-easthp.jp/
http://www.chibah.johas.go.jp/
http://www.tokyobay-mc.jp/
http://www.hospital.kisarazu.chiba.jp/
http://www.chibakenritsubyouin.jp/
http://www.ncgmkohnodai.go.jp/
http://www.seikeikai-cmc.jp/
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千葉 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 ○ 31

千葉 新東京病院 ○ 44

千葉 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター　　　　 ○ 696

千葉 行徳総合病院　　　　 ○ 694

東京 公益財団法人日産厚生会玉川病院 ○ 187

東京 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 ○ 807

東京 東京都健康長寿医療センター ○ 543

東京 一般財団法人自警会東京警察病院 ○ 232

東京 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 ○ 641

東京 社会医療法人　河北医療財団　河北総合病院 ○ 91

東京 公益財団法人東京都保健医療公社多摩南部地域病院 ○ 615

東京 医療法人社団　順江会　江東病院 ○ 603

東京 東京都済生会中央病院 ○ 174

東京 公立福生病院 ○ 431

東京 国家公務員共済組合連合会立川病院 ○ 717

東京 公立学校共済組合関東中央病院 ○ 506

東京 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 ○ 608

東京 日野市立病院 ○ 69

東京 博慈会記念総合病院 ○ 221

東京 医療法人財団　　荻窪病院 ○ 364

東京 社会医療法人財団大和会　東大和病院 ○ 331

東京 公立昭和病院 ○ 122

東京 東京都立墨東病院 ○ 642

東京 立川相互病院 ○ 676

東京 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 ○ 658

東京 医療法人社団成和会　西新井病院

東京 公益財団法人東京都保健医療公社　東部地域病院 ○ 845

東京 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京高輪病院 ○ 652

東京 総合東京病院 ○ 268

東京 ＪＣＨＯ東京新宿メディカルセンター ○ 943

東京 立正佼成会附属佼成病院 ○ 710

東京 社会福祉法人同愛記念病院 ○ 831

東京 聖路加国際病院 ○ 201

東京 総合病院厚生中央病院 ○ 512

東京 独立行政法人国立病院機構災害医療センター ○ 954

東京 町田市民病院 ○ 883

東京 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 ○ 604

http://www.tokyo-kinikai.com/toukatsu/
http://www.shin-tokyohospital.or.jp/
http://www.hosp.go.jp/~chiba/
http://gyo-toku.jp/
http://www.tamagawa-hosp.jp/
http://www.sanraku.or.jp/
http://www.tmghig.jp/hospital/
http://www.keisatsubyoin.or.jp/
http://www.nakanosogo.or.jp/
http://www.kawakita.or.jp/
http://www.tamanan-hp.com/
http://www.koto-hospital.or.jp/
http://www.saichu.jp/
http://www.fussahp.jp/
http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/
http://www.kanto-ctr-hsp.com/
http://kamata.jcho.go.jp/
http://hospital.city.hino.tokyo.jp/
http://www.hakujikai.or.jp/
http://www.ogikubo-hospital.or.jp/
http://www.yamatokai.or.jp/higasiyamato/
http://www.kouritu-showa.jp/
http://www.bokutoh-hp.metro.tokyo.jp/
http://www.t-kenseikai.jp/tachisou/
http://www.tamahoku-hp.jp/
http://www.nishiarai.or.jp/
http://www.tobu-hp.or.jp/
http://takanawa.jcho.go.jp/
http://www.tokyo-hospital.com/
http://www.tkn-hosp.gr.jp/
http://www.kosei-hp.or.jp/
http://www.doai.jp/
http://hospital.luke.ac.jp/
http://kohseichuo.jp/
http://www.nho-dmc.jp/
http://www.machida-city-hospital-tokyo.jp/
http://www.ims.gr.jp/itabashi.hp/
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東京 公益財団法人　東京都医療保健協会　練馬総合病院 ○ 463

東京 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 ○ 581

東京 稲城市立病院 ○ 746

東京 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 ○ 839

東京 東京都立駒込病院 ○ 699

東京 東京都立広尾病院 ○ 453

東京 公益財団法人　がん研究会有明病院 ○ 1012

東京 独立行政法人国立病院機構東京医療センター ○ 701

東京 武蔵野赤十字病院 ○ 675

東京 東京労災病院 ○ 916

東京 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 ○ 10

東京 板橋区医師会病院 ○ 918

東京 青梅市立総合病院 ○ 980

東京 国立国際医療研究センター病院 ○ 680

東京 西東京中央総合病院

東京 東京都立大塚病院 ○ 530

東京 公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院 ○ 859

東京 公益財団法人東京都保健医療公社　荏原病院 ○ 639

東京 社会福祉法人 仁生社　江戸川病院 ○ 351

東京 社会福祉法人三井記念病院 ○ 813

東京 公益財団法人東京都保健医療公社　大久保病院 ○ 637

東京 JR東京総合病院 ○ 1019

東京 東京都立多摩総合医療センター ○ 915

東京 日本赤十字社医療センター ○ 455

東京 東京西徳洲会病院 ○ 946

東京 東京逓信病院 ○ 222

東京 日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院 ○ 146

東京 地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター ○ 500

東京 大森赤十字病院 ○ 907

東京 東京北医療センター ○ 489

東京 東京都立松沢病院 ○ 714

東京 NTT東日本関東病院 ○ 1018

東京 公立阿伎留医療センター ○ 13

東京 城南福祉医療協会　大田病院 ○ 423

東京 東京共済病院 ○ 322

東京 練馬光が丘病院 ○ 289

東京 東芝病院 ○ 17

http://www.nerima-hosp.or.jp/
http://www.toranomon.gr.jp/site/view/index.jsp
http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/index.html
http://www.eijuhp.com/
http://www.cick.jp/
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/hiroo/
http://www.jfcr.or.jp/hospital/
http://www.ntmc.go.jp/
http://www.musashino.jrc.or.jp/
http://www.tokyoh.johas.go.jp/
http://www.kudanzaka.com/
http://www.itabashi-med.jp/
http://www.mghp.ome.tokyo.jp/
http://www.ncgm.go.jp/
http://www.nishitokyo-chuobyoin.jp/
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/ohtsuka/
http://www.toshima-hp.jp/
http://www.ebara-hp.ota.tokyo.jp/
http://www.edogawa.or.jp/
http://www.mitsuihosp.or.jp/
http://www.ohkubohospital.jp/
http://www.jreast.co.jp/hospital/
http://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/
http://www.med.jrc.or.jp/
http://www.tokyonishi-hp.or.jp/
http://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/
http://www.tokyorinkai.jp/
http://yamate.jcho.go.jp/
http://omori.jrc.or.jp/
http://www.tokyokita-jadecom.jp/
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/matsuzawa/index.html
http://www.ntt-east.co.jp/kmc/
http://www.akiru-med.jp/
http://othp.c-pronet.jp/
http://www.tkh.meguro.tokyo.jp/
http://hikarigaoka.jadecom.or.jp/
http://www.toshiba-hospital.jp/
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神奈川 湘南厚木病院   ○ 7

神奈川 湘南東部総合病院 ○ 305

神奈川 社会医療法人財団互恵会大船中央病院 ○ 355

神奈川 医療法人柏堤会戸塚共立第1病院 ○ 739

神奈川 厚木市立病院 ○ 48

神奈川 社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院 ○ 406

神奈川 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 ○ 45

神奈川 川崎市立川崎病院 ○ 927

神奈川 公益財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院 ○ 269

神奈川 関東労災病院 ○ 850

神奈川 康心会汐見台病院 ○ 600

神奈川 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 ○ 130

神奈川 湘南鎌倉総合病院 ○ 47

神奈川 藤沢市民病院 ○ 144

神奈川 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 ○ 212

神奈川 茅ヶ崎市立病院 ○ 275

神奈川 恩賜財団済生会横浜市南部病院 ○ 374

神奈川 横浜労災病院 ○ 191

神奈川 川崎市立井田病院 ○ 948

神奈川 社会医療法人社団三思会東名厚木病院 ○ 410

神奈川 神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院 ○ 644

神奈川 川崎協同病院 ○ 814

神奈川 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 ○ 851

神奈川 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 ○ 14

神奈川 横須賀市立市民病院 ○ 177

神奈川 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター ○ 450

神奈川 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 ○ 128

神奈川 菊名記念病院 ○ 534

神奈川 大和市立病院 ○ 439

神奈川 横浜市立市民病院 ○ 983

神奈川 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 ○ 486

神奈川 恩賜財団済生会横浜市東部病院 ○ 273

神奈川 独立行政法人国立病院機構相模原病院 ○ 982

神奈川 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 ○ 108

神奈川 山近記念総合病院 ○ 865

神奈川 平塚市民病院 ○ 748

神奈川 小田原市立病院 ○ 662

http://www.shonan-atsugi.jp/
http://www.fureai-g.or.jp/toubu/
http://www.ofunachuohp.net/
http://www.tk1-hospital.com/
http://www.atsugicity-hp.jp/
http://shinzen.jp/
http://www.minamikyousai.jp/
http://www.city.kawasaki.jp/83byoin/kawasaki/index.html
http://www.ushioda.or.jp/
http://www.kantoh.johas.go.jp/
http://www.fureai-g.or.jp/shiomidai/
http://www.ykh.gr.jp/
http://www.shonankamakura.or.jp/
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hospital/
http://www.keiyu-hospital.com/
http://hosp.city.chigasaki.kanagawa.jp/
http://www.nanbu.saiseikai.or.jp/
https://www.yokohamah.johas.go.jp/
http://www.city.kawasaki.jp/83byoin/ida/index.html
http://www.tomei.or.jp/hospital/
http://www.iseharahp.com/
http://www.kawasaki-kyodo.jp/
http://www.higashi-totsuka.com/
http://www.seirei.or.jp/yokohama/
http://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/yokosuka-shimin/html/
http://www.yokohama-mc.com/
http://www.ims-yokohama-asahi.jp/
http://www.kmh.or.jp/
http://www.yamatocity-mh.jp/index.php
http://yokohama-shiminhosp.jp/
http://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/uwamachi/html/index.html
http://www.tobu.saiseikai.or.jp/
http://www.hosp.go.jp/~sagami/
http://www.yokohamasakae.jp/index1.html
https://www.yamachika-hp.jp/
http://www.hiratsuka-city-hospital.jp/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/
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神奈川 独立行政法人地域医療機能推進機構　横浜中央病院 ○ 585

神奈川 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 ○ 1016

神奈川 神奈川県立足柄上病院 ○ 932

神奈川 神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院 ○ 753

神奈川 湘南藤沢徳洲会病院 ○ 732

神奈川 秦野赤十字病院 ○ 957

神奈川 横浜市立みなと赤十字病院 ○ 248

神奈川 藤沢湘南台病院 ○ 188

神奈川 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 ○ 987

神奈川 海老名総合病院 ○ 722

神奈川 川崎市立多摩病院 ○ 565

神奈川 社会医療法人財団石心会川崎幸病院 ○ 971

神奈川 新百合ヶ丘総合病院 ○ 968

山梨 社団法人山梨勤労者医療協会甲府共立病院 ○ 510

山梨 市立甲府病院 ○ 471

山梨 山梨赤十字病院 ○ 991

山梨 山梨県立中央病院 ○ 787

新潟 新潟県済生会済生会新潟第二病院 ○ 667

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院 ○ 426

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院 ○ 89

新潟 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院 ○ 50

新潟 医療法人新潟勤労者医療協会　下越病院 ○ 432

新潟 長岡赤十字病院 ○ 193

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会　柏崎総合医療センター ○ 242

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会　糸魚川総合病院 ○ 638

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療センター ○ 784

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 ○ 516

新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会　村上総合病院 ○ 895

新潟 新潟市民病院 ○ 38

新潟 新潟県立新発田病院 ○ 2001

新潟 新潟県立十日町病院 ○ 777

新潟 新潟県立中央病院 ○ 433

新潟 新潟労災病院 ○ 967

新潟 新潟県立がんセンター新潟病院 ○ 799

新潟 新潟医療生活協同組合木戸病院 ○ 517

新潟 信楽園病院 ○ 562

新潟 魚沼基幹病院 ○ 155

http://yokohama.jcho.go.jp/
http://www.koukankai.or.jp/
http://ashigarakami.kanagawa-pho.jp/
http://www.sagamiharahp.com/
http://fujisawatokushukai.jp/
http://hadano-jrc.jp/
http://www.yokohama.jrc.or.jp/
http://www.fj-shonandai.jp/
http://www.kkr.hiratsuka.kanagawa.jp/
http://www.jinai.jp/www-ebina/
http://www.marianna-u.ac.jp/tama/index.html
http://www.saiwaihp.jp/
http://www.shinyuri-hospital.com/
http://www.yamanashi-min.jp/kofukyouritsu/
http://www.city-kofu-hp.jp/
http://www.yamanashi-med.jrc.or.jp/
http://www.ych.pref.yamanashi.jp/
http://www.ngt.saiseikai.or.jp/
http://www.sadosogo-hp.jp/
http://joetsu-hp.jp/
http://www.tatikawa.or.jp/tatikawa/
http://niigata-min.or.jp/kaetsu/
http://www.nagaoka.jrc.or.jp/
http://www.kashiwazaki-ghmc.jp/
http://www.itoigawa-hp.jp/
http://www.niigata-medical.jp/
http://www.nagachu.jp/
http://www.mgh.jp/
http://www.hosp.niigata.niigata.jp/
http://www.sbthp.jp/
http://www.tokamachi-hosp-niigata.jp/
http://www.cent-hosp.pref.niigata.jp/
http://www.niigatah.johas.go.jp/
http://www.niigata-cc.jp/
http://kido.iryo-coop.com/
http://www.shinrakuen.com/
http://www.uonuma-kikan-hospital.jp/
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長野 社会医療法人財団　慈泉会相澤病院 ○ 679

長野 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 ○ 35

長野 佐久市立国保浅間総合病院 ○ 856

長野 長野赤十字病院 ○ 686

長野 昭和伊南総合病院 ○ 172

長野 組合立諏訪中央病院 ○ 404

長野 伊那中央病院 ○ 684

長野 長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院 ○ 316

長野 安曇野赤十字病院 ○ 472

長野 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 ○ 1014

長野 松本協立病院 ○ 356

長野 長野県立信州医療センター ○ 984

長野 飯田市立病院 ○ 727

長野 長野医療生活協同組合　長野中央病院 ○ 465

長野 長野県厚生農業協同組合連合北アルプス医療センターあづみ病院 ○ 904

長野 長野県立木曽病院 ○ 885

長野 南長野医療センター篠ノ井総合病院 ○ 469

長野 諏訪赤十字病院 ○ 988

長野 松本市立病院 ○ 825

長野 市立大町総合病院 ○ 272

長野 地方独立行政法人　長野市民病院 ○ 200

長野 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院 ○ 466

長野 長野県厚生農業協同組合連合会小諸厚生総合病院 ○ 937

長野 独立行政法人国立病院機構　信州上田医療センター ○ 591

静岡 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 ○ 75

静岡 富士市立中央病院 ○ 462

静岡 藤枝市立総合病院 ○ 83

静岡 浜松医療センター ○ 424

静岡 浜松赤十字病院 ○ 401

静岡 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 ○ 397

静岡 焼津市立総合病院 ○ 593

静岡 磐田市立総合病院 ○ 43

静岡 静岡県立総合病院 ○ 900

静岡 市立島田市民病院 ○ 640

静岡 JA静岡厚生連 静岡厚生病院 ○ 737

静岡 静岡赤十字病院 ○ 626

静岡 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター ○ 549

http://www.ai-hosp.or.jp/
http://www.sakuhp.or.jp/
http://www.asamaghp.jp/
http://www.nagano-med.jrc.or.jp/
http://www.sihp.jp/
http://www.suwachuo.jp/
http://www.inahp.jp/
http://www.nagano-matsushiro.or.jp/
http://www.azumino.jrc.or.jp/
http://mmccenta.jp/index.html
http://www.chushin-miniren.gr.jp/index.php
http://www.pref-nagano-hosp.jp/suzakahosp/index.htm
http://www.imh.jp/
http://www.nagano-chuo-hospital.jp/
http://www.azumi-ghp.jp/
http://www.pref-nagano-hosp.jp/kisohosp/
http://shinonoi-ghp.jp/
http://www.suwa.jrc.or.jp/
http://hp-hata.com/
http://www.omachi-hospital.jp/
http://www.hospital.nagano.nagano.jp/
http://www.hokushin-hosp.jp/
http://komoro-kosei.com/
http://www.nagano-hosp.go.jp/
http://www.seirei.or.jp/mikatahara/index.html
http://www2.city.fuji.shizuoka.jp/~byoin/
http://www.hospital.fujieda.shizuoka.jp/
http://www.hmedc.or.jp/
http://www.hamamatsu.jrc.or.jp/
http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/
http://www.hospital.yaizu.shizuoka.jp/
http://www.hospital.iwata.shizuoka.jp/
http://www.shizuoka-pho.jp/sogo/
http://www.municipal-hospital.shimada.shizuoka.jp/
http://ja-shizuokakosei.jp/
http://www.shizuoka-med.jrc.or.jp/
http://www.hosp.go.jp/~tsh/index.html


901 件

都道
府県

病院名
ﾏｯﾁﾝｸﾞ
参加

受付
番号

平成29年度マッチング参加申込予定　 一般病院一覧 （本日現在）

静岡 静岡市立清水病院 ○ 357

静岡 静岡県厚生農業協同組合連合会　遠州病院 ○ 440

静岡 富士宮市立病院 ○ 874

静岡 静岡市立静岡病院 ○ 185

静岡 沼津市立病院 ○ 910

静岡 静岡済生会総合病院 ○ 921

静岡 伊東市民病院 ○ 914

静岡 浜松労災病院 ○ 609

静岡 掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター ○ 945

愛知 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 ○ 476

愛知 社会医療法人財団新和会　八千代病院 ○ 19

愛知 蒲郡市民病院 ○ 26

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病院 ○ 142

愛知 小牧市民病院 ○ 230

愛知 公立陶生病院 ○ 79

愛知 千秋病院 ○ 39

愛知 春日井市民病院 ○ 526

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会　江南厚生病院 ○ 558

愛知 豊川市民病院 ○ 803

愛知 名古屋第一赤十字病院 ○ 206

愛知 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター ○ 8

愛知 聖霊病院 ○ 97

愛知 社会医療法人宏潤会大同病院 ○ 758

愛知 豊田厚生病院 ○ 730

愛知 独立行政法人労働者健康安全機構　中部ろうさい病院 ○ 245

愛知 名古屋掖済会病院 ○ 362

愛知 名古屋記念病院 ○ 657

愛知 常滑市民病院 ○ 539

愛知 旭労災病院 ○ 309

愛知 半田市立半田病院 ○ 336

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院 ○ 236

愛知 岡崎市民病院 ○ 597

愛知 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター ○ 496

愛知 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 ○ 894

愛知 南医療生活協同組合総合病院南生協病院 ○ 480

愛知 名古屋第二赤十字病院 ○ 255

愛知 トヨタ記念病院 ○ 447

http://www.shimizuhospital.com/
http://k-enshu.ja-shizuoka.or.jp/
http://fujinomiya-hp.jp/
http://www.shizuokahospital.jp/
http://www.numazu-hospital.shizuoka.jp/
http://www.siz.saiseikai.or.jp/hosp/
http://www.ito-shimin-hp.jp/
http://www.hamamatsuh.johas.go.jp/
http://chutoen-hp.shizuoka.jp/
http://www.nagoya.tokushukai.or.jp/
http://yachiyo-hosp.or.jp/
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hospital/
http://www.jaaikosei.or.jp/atsumi/
http://www.komakihp.gr.jp/
http://www.tosei.or.jp/
http://www.chiaki.com/
http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/
http://www.jaaikosei.or.jp/konan/index.html
http://www.toyokawa-ch-aichi.jp/
http://www.nagoya-1st.jrc.or.jp/
http://www.toyohashi-hosp.jp/
http://www.seirei-hospital.org/
http://www.daidohp.or.jp/
http://toyota.jaaikosei.or.jp/
http://www.chubuh.johas.go.jp/index.html
http://nagoya-ekisaikaihosp.jp/
http://www.hospy.or.jp/kinen/index.html
http://www.tokonamecityhospital.jp/
http://www.asahih.johas.go.jp/
http://www.handa-city-hospital.jp/
http://www.jaaikosei.or.jp/inazawa/index.html
http://www.okazakihospital.jp/
http://www.nnh.go.jp/
http://www.toyota-kai.or.jp/
http://www.minami-hp.jp/
http://www.nagoya2.jrc.or.jp/
http://www.toyota-mh.jp/
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愛知 総合上飯田第一病院 ○ 361

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院 ○ 282

愛知 名古屋市立東部医療センター ○ 740

愛知 津島市民病院 ○ 956

愛知 国立長寿医療研究センター ○ 612

愛知 碧南市民病院 ○ 508

愛知 国家公務員共済組合連合会名城病院 ○ 833

愛知 西尾市民病院 ○ 127

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 ○ 226

愛知 医療法人明陽会成田記念病院

愛知 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院 ○ 981

愛知 みなと医療生活協同組合協立総合病院 ○ 625

愛知 稲沢市民病院 ○ 725

愛知 一宮市立市民病院 ○ 835

愛知 名古屋セントラル病院 ○ 385

愛知 名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院 ○ 262

愛知 名古屋市立西部医療センター ○ 909

愛知 総合大雄会病院 ○ 27

愛知 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 ○ 403

愛知 公立西知多総合病院 ○ 53

愛知 豊橋市民病院 ○ 235

愛知 一宮西病院   ○ 407

愛知 総合犬山中央病院 ○ 234

岐阜 医療法人蘇西厚生会松波総合病院 ○ 156

岐阜 岐阜県総合医療センター ○ 548

岐阜 岐阜県厚生農業協同組合連合会　揖斐厚生病院 ○ 59

岐阜 大垣市民病院 ○ 931

岐阜 高山赤十字病院 ○ 220

岐阜 木沢記念病院 ○ 239

岐阜 岐阜赤十字病院 ○ 116

岐阜 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃厚生病院 ○ 668

岐阜 土岐市立総合病院 ○ 774

岐阜 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院 ○ 560

岐阜 岐阜勤労者医療協会みどり病院 ○ 207

岐阜 羽島市民病院 ○ 525

岐阜 総合病院中津川市民病院 ○ 448

岐阜 岐阜県厚生農業協同組合連合会　久美愛厚生病院 ○ 736

http://www.kamiiida-hp.jp/
http://www.jaaikosei.or.jp/chitakosei/
http://www.higashi.hosp.city.nagoya.jp/
http://www.tsushimacity-hp.jp/
http://www.ncgg.go.jp/
http://hospital.city.hekinan.aichi.jp/
http://www.meijohosp.jp/
http://nishio-shimin-byouin.jp/
http://www.kosei.anjo.aichi.jp/top.html
http://www.meiyokai.or.jp/narita/
http://www.chukyo-hosp.jp/
http://hp.minato.coop/
http://www.city.inazawa.aichi.jp/hospital/
http://www.municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/
http://nagoya-central-hospital.com/
http://www.meitetsu-hospital.jp/
http://www.west-medical-center.city.nagoya.jp/
http://www.daiyukai.or.jp/
http://www.kainan.jaaikosei.or.jp/
http://www.nishichita-hp.aichi.jp/
http://www.municipal-hospital.toyohashi.aichi.jp/
http://www.anzu.or.jp/ichinomiyanishi-h/index.html
http://www.inuyamachuohospital.or.jp/
http://www.matsunami-hsp.or.jp/
http://www.gifu-hp.jp/
http://www.ibi.gfkosei.or.jp/
http://www.ogaki-mh.jp/
http://www.takayama.jrc.or.jp/
http://kizawa-memorial-hospital.jp/
http://www.gifu-med.jrc.or.jp/
http://www.tohno.gfkosei.or.jp/
http://www.city.toki.lg.jp/hospital/
http://www.chuno.gfkosei.or.jp/
http://gifu-min.jp/midori/
http://www.hashima-hp.jp/
http://nakatsugawa-hp.jp/
http://www.kumiai.gfkosei.or.jp/
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岐阜 独立行政法人国立病院機構長良医療センター ○ 479

岐阜 岐阜市民病院 ○ 449

岐阜 岐阜県立下呂温泉病院 ○ 16

岐阜 医療法人社団　カワムラヤスオメディカルソサエティ　河村病院 ○ 653

岐阜 朝日大学歯学部附属村上記念病院 ○ 85

岐阜 岐阜県立多治見病院 ○ 266

岐阜 独立行政法人地域医療機能推進機構　可児とうのう病院 ○ 632

岐阜 公立学校共済組合　東海中央病院 ○ 119

三重 市立四日市病院 ○ 70

三重 三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿中央総合病院 ○ 96

三重 三重県立総合医療センター ○ 470

三重 社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 ○ 713

三重 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院 ○ 436

三重 桑名市総合医療センター ○ 346

三重 三重県立志摩病院 ○ 922

三重 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 ○ 124

三重 伊勢赤十字病院 ○ 104

三重 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院 ○ 490

三重 三重県厚生連松阪中央総合病院 ○ 518

三重 松阪市民病院 ○ 274

三重 三重県厚生連三重北医療センターいなべ総合病院 ○ 41

三重 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター ○ 855

三重 四日市羽津医療センター ○ 852

富山 市立砺波総合病院 ○ 779

富山 黒部市民病院 ○ 166

富山 富山市立富山市民病院 ○ 80

富山 富山県済生会富山病院 ○ 527

富山 富山赤十字病院 ○ 340

富山 高岡市民病院 ○ 218

富山 社会福祉法人恩賜財団済生会富山県済生会高岡病院 ○ 402

富山 厚生連高岡病院 ○ 278

富山 金沢医科大学氷見市民病院 ○ 575

富山 南砺市民病院 ○ 646

富山 富山県立中央病院 ○ 751

石川 国民健康保険小松市民病院 ○ 56

石川 社会医療法人財団　董仙会　恵寿総合病院 ○ 292

石川 独立行政法人地域医療機能推進機構　金沢病院 ○ 767

http://www.hosp.go.jp/~ngr/
http://gmhosp.jp/
http://www.gero-hp.jp/index.html
http://kawamuramedical.or.jp/
http://www.murakami.asahi-u.ac.jp/
http://www.tajimi-hospital.jp/
http://kani.jcho.go.jp/
http://www.tokaihp.jp/
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/hospital/
http://www.miekosei.or.jp/2_sch/
http://www.mie-gmc.jp/
http://www.okanami.com/
http://www.kaiseihp.com/
http://www.kuwanacmc.or.jp/
http://kenritsushima.jadecom.or.jp/
http://www.matsusaka.saiseikai.or.jp/
http://www.ise.jrc.or.jp/index.html
http://www.tsucoop.jp/
http://www.miekosei.or.jp/1_mch/
http://www.city.matsusaka.mie.jp/site/hosannai/
http://www.miekosei.or.jp/4_ish/
http://www.miechuo-hosp.jp/
http://yokkaichi.jcho.go.jp/
http://www.city.tonami.toyama.jp/tgh/
http://med-kurobe.jp/
http://www.tch.toyama.toyama.jp/
http://www.saiseikai-toyama.jp/
http://www.toyama-med.jrc.or.jp/
http://www.med-takaoka.jp/
http://www.takaoka-saiseikai.jp/
http://www.kouseiren-ta.or.jp/
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~himi/
http://shiminhp.city.nanto.toyama.jp/
http://www.tch.pref.toyama.jp/
http://www.hosp.komatsu.ishikawa.jp/
http://www.keiju.co.jp/
http://kanazawa.jcho.go.jp/
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石川 社団法人石川勤労者医療協会城北病院 ○ 938

石川 公立松任石川中央病院 ○ 237

石川 金沢赤十字病院 ○ 225

石川 公立能登総合病院 ○ 352

石川 金沢市立病院 ○ 571

石川 芳珠記念病院 ○ 801

石川 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター ○ 873

石川 石川県立中央病院 ○ 627

石川 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院 ○ 733

福井 市立敦賀病院 ○ 74

福井 福井県立病院 ○ 280

福井 一般財団法人新田塚医療福祉センター 福井総合病院 ○ 321

福井 福井赤十字病院 ○ 195

福井 杉田玄白記念公立小浜病院 ○ 564

福井 社会福祉法人恩賜財団済生会福井県済生会病院 ○ 86

滋賀 市立長浜病院 ○ 475

滋賀 長浜赤十字病院 ○ 390

滋賀 近江八幡市立総合医療センター ○ 1011

滋賀 社会医療法人誠光会　草津総合病院 ○ 366

滋賀 公立甲賀病院 ○ 392

滋賀 高島市民総合病院 ○ 650

滋賀 大津赤十字病院 ○ 817

滋賀 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 ○ 208

滋賀 大津市民病院 ○ 428

滋賀 独立行政法人国立病院機構　東近江総合医療センター ○ 578

滋賀 彦根市立病院 ○ 66

滋賀 滋賀県立成人病センター ○ 716

京都 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 ○ 6

京都 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 ○ 832

京都 京都第一赤十字病院 ○ 765

京都 京都医療センター ○ 189

京都 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター ○ 942

京都 京都市立病院 ○ 394

京都 医療法人医仁会武田総合病院 ○ 524

京都 社団法人京都保健会京都民医連中央病院 ○ 99

京都 国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院 ○ 611

京都 京都岡本記念病院 ○ 891

http://jouhoku-hosp.com/
http://www.mattohp.jp/
http://www.kanazawa-rc-hosp.jp/
http://www.noto-hospital.nanao.ishikawa.jp/
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.jsp
http://www.houju.or.jp/index.html
http://www.kanazawa-hosp.jp/
http://www.pref.ishikawa.jp/ipch/
http://www.asanogawa-gh.or.jp/
http://tsuruga-hp.jp/
http://info.pref.fukui.jp/imu/fph/
http://www.f-gh.jp/fgh/fgh.htm
http://www.fukui-med.jrc.or.jp/
http://www.obamahp-wakasa.jp/hospital/
http://www.fukui-saiseikai.com/
http://www.biwa.ne.jp/~nch/
http://www.nagahama.jrc.or.jp/
http://www.kenkou1.com/
http://www.kusatsu-gh.or.jp/ghk/index.html
http://www.kohka-hp.or.jp/
http://www.city.takashima.shiga.jp/tmh/index.html
http://www.otsu.jrc.or.jp/
http://www.saiseikai-shiga.jp/
https://www.och.or.jp/
http://www.shiga-hosp.jp/
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/
http://www.pref.shiga.lg.jp/e/seijin/index.html
http://www.ujitoku.or.jp/
http://kyoto.jcho.go.jp/
http://www.kyoto1-jrc.org/
http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/
http://www.hosp.go.jp/~maizuru/
http://www.kch-org.jp/
http://www.takedahp.or.jp/ijinkai/
http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
http://www.maiduru.com/
http://www.okamoto-hp.or.jp/oka2/index.html
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京都 京都中部総合医療センター ○ 343

京都 医療法人財団康生会武田病院 ○ 629

京都 綾部市立病院 ○ 906

京都 京都第二赤十字病院 ○ 504

京都 新京都南病院 ○ 458

京都 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 ○ 816

京都 市立福知山市民病院 ○ 267

京都 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 ○ 989

京都 京都桂病院 ○ 908

京都 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 ○ 326

京都 京都山城総合医療センター ○ 178

大阪 社会医療法人清恵会　清恵会病院 ○ 886

大阪 社会医療法人仙養会北摂総合病院 ○ 966

大阪 医療法人生長会府中病院 ○ 363

大阪 和泉市立病院 ○ 233

大阪 大阪府済生会富田林病院 ○ 559

大阪 公益財団法人日本生命済生会附属日生病院 ○ 457

大阪 大阪労災病院 ○ 348

大阪 医療法人宝生会　PL病院 ○ 62

大阪 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 ○ 28

大阪 耳原総合病院 ○ 656

大阪 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 ○ 349

大阪 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター ○ 757

大阪 市立吹田市民病院 ○ 211

大阪 公益財団法人　浅香山病院 ○ 205

大阪 八尾市立病院 ○ 9

大阪 市立ひらかた病院 ○ 246

大阪 枚方公済病院 ○ 828

大阪 淀川キリスト教病院 ○ 334

大阪 市立池田病院 ○ 337

大阪 独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪病院 ○ 93

大阪 大阪府済生会泉尾病院 ○ 163

大阪 大阪府済生会中津病院 ○ 92

大阪 星ヶ丘医療センター ○ 194

大阪 大阪市立総合医療センター ○ 567

大阪 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院 ○ 671

大阪 医療法人春秋会　城山病院 ○ 141

http://nantanhosp.or.jp/
http://www.takedahp.or.jp/koseikai/index.html
http://www.ayabe-hsp.or.jp/
http://www.kyoto2.jrc.or.jp/
http://www.kyotominami.or.jp/index.html
http://www.kyoto.saiseikai.or.jp/
http://www.fukuchiyama-hosp.jp/
http://www.rakuwa.or.jp/otowa/
http://www.katsura.com/
http://www.rakuwa.or.jp/maruta/
http://www.yamashiro-hp.jp/index.html
http://www.seikeikai.or.jp/
http://www.hokusetsu-hp.jp/
http://www.seichokai.or.jp/fuchu/
https://izumi.tokushukai.or.jp/
http://www.tonbyo.org/
http://www.nissay-hp.or.jp/
http://www.osakah.johas.go.jp/
http://www.plhospital.or.jp/
http://www.noe.saiseikai.or.jp/
http://www.mimihara.or.jp/sogo/
http://www.suita.saiseikai.or.jp/
http://www.hosp.go.jp/~ommedc/
http://www.city.suita.osaka.jp/hospital
http://www.asakayama.or.jp/
http://www.hospital.yao.osaka.jp/
http://hirakatacity-hp.osaka.jp/
http://www.kkr-hirakoh.org/
http://www.ych.or.jp/
http://www.hosp.ikeda.osaka.jp/
http://osaka.jcho.go.jp/
http://www.izuo-saiseikai.gr.jp/
http://www.nakatsu.saiseikai.or.jp/
http://hoshigaoka.jcho.go.jp/
http://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/
http://www.senri.saiseikai.or.jp/
http://www.shiroyama-hsp.or.jp/


901 件

都道
府県

病院名
ﾏｯﾁﾝｸﾞ
参加

受付
番号

平成29年度マッチング参加申込予定　 一般病院一覧 （本日現在）

大阪 大阪国際がんセンター ○ 1002

大阪 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 ○ 120

大阪 パナソニック健康保険組合松下記念病院 ○ 396

大阪 医療法人 藤井会　石切生喜病院 ○ 619

大阪 市立貝塚病院 ○ 196

大阪 高槻赤十字病院 ○ 540

大阪 医療法人橘会　東住吉森本病院 ○ 368

大阪 育和会記念病院 ○ 354

大阪 多根総合病院 ○ 391

大阪 関西電力病院 ○ 811

大阪 泉大津市立病院 ○ 1013

大阪 ベルランド総合病院 ○ 427

大阪 市立東大阪医療センター ○ 958

大阪 西日本旅客鉄道株式会社大阪鉄道病院 ○ 654

大阪 西淀病院   ○ 678

大阪 堺市立総合医療センター ○ 417

大阪 社会医療法人阪南医療福祉センター阪南中央病院 ○ 65

大阪 一般財団法人　住友病院 ○ 488

大阪 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院 ○ 563

大阪 国家公務員共済組合連合会大手前病院 ○ 823

大阪 独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター ○ 703

大阪 独立行政法人りんくう総合医療センター ○ 720

大阪 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 ○ 892

大阪 医療法人ペガサス　馬場記念病院 ○ 359

大阪 医誠会病院 ○ 858

大阪 社会医療法人愛仁会千船病院 ○ 849

大阪 大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター ○ 622

大阪 社会医療法人愛仁会高槻病院 ○ 771

大阪 社会医療法人　若弘会　若草第一病院 ○ 756

大阪 箕面市立病院 ○ 435

大阪 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 ○ 760

大阪 NTT西日本大阪病院 ○ 806

大阪 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 大阪府済生会茨木病院 ○ 158

大阪 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 ○ 829

大阪 大阪赤十字病院 ○ 997

大阪 市立岸和田市民病院 ○ 214

http://www.mc.pref.osaka.jp/
http://www.kitano-hp.or.jp/
http://phio.panasonic.co.jp/kinen/index.htm
http://www.ishikiriseiki.or.jp/
http://www.hosp.kaizuka.osaka.jp/
http://www.takatsuki.jrc.or.jp/
http://www.tachibana-med.or.jp/
http://www.ikuwakai.or.jp/ikuwakai/
http://www.tane.or.jp/
http://kanden-hsp.jp/
http://hosp-ozu-osaka.jp/
http://www.seichokai.or.jp/bell/
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/10-0-0-0-0.html
http://www.jrosakahosp.jp/
http://www.yodokyo.or.jp/nishiyodo/index.html
http://www.sakai-city-hospital.jp/
http://www.hannan-chuo-hsp.or.jp/
http://www.sumitomo-hp.or.jp/
http://www.matubara.tokushukai.or.jp/
http://www.otemae.gr.jp/
http://www.onh.go.jp/mokuji/mokuji.html
http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp/
http://www.oph.gr.jp/
http://www.pegasus.or.jp/
http://www.iseikaihp.or.jp/
http://www.chibune.aijinkai.or.jp/
http://www.gh.opho.jp/
http://www.takatsuki.aijinkai.or.jp/index.html
http://www.wakakoukai.or.jp/daiichi/
http://www.minoh-hp.jp/
http://www.yao.tokushukai.or.jp/
http://www.ntt-west.co.jp/osaka-hosp/
http://minato.jcho.go.jp/
http://www.ibaraki.saiseikai.or.jp/
http://www.kishiwada.tokushukai.or.jp/
http://www.osaka-med.jrc.or.jp/
http://www.kishiwada-hospital.com/
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大阪 市立豊中病院 ○ 437

大阪 医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院 ○ 382

大阪 河内総合病院 ○ 389

大阪 守口生野記念病院 ○ 594

兵庫 尼崎医療生協病院 ○ 12

兵庫 神戸掖済会病院 ○ 257

兵庫 西宮市立中央病院 ○ 377

兵庫 製鉄記念広畑病院 ○ 903

兵庫 宝塚市立病院 ○ 820

兵庫 社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 ○ 30

兵庫 赤穂市民病院 ○ 52

兵庫 市立加西病院 ○ 551

兵庫 公立学校共済組合近畿中央病院 ○ 574

兵庫 公立宍粟総合病院 ○ 260

兵庫 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院 ○ 51

兵庫 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター ○ 896

兵庫 兵庫県立尼崎総合医療センター ○ 998

兵庫 神戸百年記念病院 ○ 687

兵庫 一般財団法人甲南会　甲南病院 ○ 866

兵庫 市立川西病院 ○ 532

兵庫 公立八鹿病院 ○ 721

兵庫 三田市民病院 ○ 610

兵庫 医療法人明和病院 ○ 18

兵庫 兵庫県立淡路医療センター ○ 889

兵庫 市立伊丹病院 ○ 955

兵庫 医療法人川崎病院 ○ 383

兵庫 独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター ○ 743

兵庫 社会医療法人愛仁会　明石医療センター ○ 249

兵庫 西脇市立西脇病院 ○ 693

兵庫 神戸市立医療センター西市民病院 ○ 569

兵庫 北播磨総合医療センター ○ 381

兵庫 公立豊岡病院組合立豊岡病院 ○ 837

兵庫 姫路赤十字病院 ○ 824

兵庫 神戸中央病院 ○ 78

兵庫 神戸労災病院 ○ 547

兵庫 西神戸医療センター ○ 791

兵庫 神戸赤十字病院 ○ 259

兵庫 高砂市民病院 ○ 651

兵庫 市立芦屋病院 ○ 969

兵庫 神戸市立医療センター中央市民病院 ○ 582

http://www.chp.toyonaka.osaka.jp/
http://www.tokushukai.or.jp/nozakihp/
http://www.kawati.or.jp/
http://www.koudoukai.or.jp/moriguchi-hp/
http://www.amagasaki.coop/byouin/
http://www.kobe-ekisaikai.or.jp/
http://www.hospital-nishinomiya.jp/
http://www.hirohata-hp.or.jp/
http://www.city-hospital.takarazuka.hyogo.jp/
http://www.shinkohp.or.jp/
http://www.amh.ako.hyogo.jp/
http://www.hospital.kasai.hyogo.jp/
http://www.kich.itami.hyogo.jp/
http://www.shiso-hp.jp/
http://hakuho.or.jp/
http://www.hosp.go.jp/~hmj/
http://agmc.hyogo.jp/
http://www.kobe-century-mh.or.jp/
http://www.kohnan.or.jp/
http://www.kawanishi-hospital.jp/
http://www.hosp.yoka.hyogo.jp/
http://www.hospital.sanda.hyogo.jp/
http://meiwa-hospital.com/
http://www.awajimc.jp/
http://www.hosp.itami.hyogo.jp/
http://www.kawasaki-hospital-kobe.or.jp/
http://www.kobemc.go.jp/
http://www.amc1.jp/
http://nshp.jp/
http://nishi.kcho.jp/
http://www.kitahari-mc.jp/
http://www.toyookahp-kumiai.or.jp/toyooka/
http://himeji.jrc.or.jp/
http://kobe.jcho.go.jp/
http://www.kobeh.rofuku.go.jp/
http://www.nmc-kobe.or.jp/
http://www.kobe.jrc.or.jp/
http://www.hospital-takasago.jp/
http://www.ashiya-hosp.com/
http://chuo.kcho.jp/
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兵庫 兵庫県立西宮病院 ○ 844

兵庫 関西労災病院 ○ 482

兵庫 兵庫県立柏原病院 ○ 408

兵庫 姫路聖マリア病院 ○ 34

兵庫 兵庫県立加古川医療センター ○ 778

兵庫 一般財団法人甲南会　六甲アイランド甲南病院 ○ 822

兵庫 神戸徳洲会病院 ○ 353

兵庫 加古川中央市民病院 ○ 729

兵庫 明石市立市民病院 ○ 503

兵庫 ツカザキ病院 ○ 25

奈良 大和高田市立病院 ○ 154

奈良 社会医療法人健生会　土庫病院 ○ 157

奈良 奈良県西和医療センター ○ 663

奈良 公益財団法人　天理よろづ相談所病院 ○ 624

奈良 済生会中和病院 ○ 477

奈良 奈良県総合医療センター ○ 170

奈良 市立奈良病院 ○ 312

和歌山 新宮市立医療センター ○ 57

和歌山 紀南病院 ○ 55

和歌山 橋本市民病院 ○ 153

和歌山 和歌山生協病院 ○ 434

和歌山 和歌山ろうさい病院 ○ 184

和歌山 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター ○ 659

和歌山 国保日高総合病院 ○ 365

和歌山 日本赤十字社和歌山医療センター ○ 323

鳥取 鳥取県立厚生病院 ○ 299

鳥取 鳥取生協病院 ○ 279

鳥取 独立行政法人国立病院機構　米子医療センター ○ 418

鳥取 鳥取市立病院 ○ 606

鳥取 鳥取県立中央病院 ○ 944

鳥取 鳥取赤十字病院 ○ 766

鳥取 山陰労災病院 ○ 875

島根 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター ○ 330

島根 益田赤十字病院 ○ 198

島根 島根県立中央病院 ○ 790

島根 松江赤十字病院 ○ 731

島根 総合病院松江生協病院 ○ 704

島根 松江市立病院 ○ 288

島根 大田市立病院 ○ 327

http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/
http://www.kansaih.johas.go.jp/
http://www.kaibara-hp.jp/
http://www.himemaria.or.jp/maria/
http://www.kenkako.jp/
http://www.kohnan.or.jp/rokko/
http://www.kobetokushukai.org/
http://www.kakohp.jp/
http://www.akashi-shiminhosp.jp/index.html
http://www.tsukazaki-hp.jp/
http://www.ym-hp.yamatotakada.nara.jp/
http://kenseikai-nara.or.jp/dongo/
http://seiwa-mc.jp/
http://www.tenriyorozu.jp/
http://www.chuwa-hp.jp/
http://www.nara-hp.jp/
http://www.nara-jadecom.jp/
http://www.hsp.shingu.wakayama.jp/
http://www.kinan-hp.tanabe.wakayama.jp/
http://www.hashimoto-hsp.jp/
http://www.wakayama-coop-h.com/
http://www.wakayamah.johas.go.jp/
http://www.hosp.go.jp/~swymhp2/
http://www.hidakagh.gobo.wakayama.jp/
http://www2.kankyo.ne.jp/nisseki-w/
http://www.pref.tottori.lg.jp/kouseibyouin/
http://www.med-seikyo.or.jp/
http://yonagomc.jp/
http://hospital.tottori.tottori.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=78429
http://www.tottori-med.jrc.or.jp/
http://www.saninh.johas.go.jp/
http://www.hamada-nh.jp/
http://www.masuda.jrc.or.jp/
http://www.spch.izumo.shimane.jp/
http://www.matsue.jrc.or.jp/
http://www.matsue-seikyo.jp/
http://www.matsue-cityhospital.jp/
http://www.ohda-hp.ohda.shimane.jp/
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岡山 心臓病センター榊原病院 ○ 2

岡山 総合病院岡山協立病院 ○ 770

岡山 倉敷中央病院 ○ 588

岡山 岡山労災病院 ○ 15

岡山 岡山市立市民病院 ○ 688

岡山 総合病院岡山赤十字病院 ○ 360

岡山 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター ○ 217

岡山 津山中央病院 ○ 467

岡山 社会医療法人鴻仁会　岡山中央病院 ○ 827

岡山 総合病院水島協同病院 ○ 325

岡山 岡山済生会総合病院 ○ 561

岡山 倉敷成人病センター ○ 706

広島 市立三次中央病院 ○ 802

広島 広島医療生活協同組合　広島共立病院 ○ 665

広島 公立みつぎ総合病院 ○ 40

広島 広島赤十字・原爆病院 ○ 64

広島 尾道市立市民病院 ○ 456

広島 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター ○ 452

広島 マツダ病院 ○ 568

広島 総合病院福島生協病院 ○ 161

広島 中国労災病院 ○ 133

広島 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター ○ 541

広島 医療法人叙叙会　福山第一病院

広島 日本鋼管福山病院 ○ 113

広島 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 ○ 719

広島 特定医療法人里仁会　興生総合病院 ○ 495

広島 JR広島病院 ○ 723

広島 独立行政法人　国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター ○ 409

広島 福山市民病院 ○ 519

広島 広島市立広島市民病院 ○ 952

広島 県立広島病院 ○ 380

広島 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター ○ 129

広島 広島市立安佐市民病院 ○ 358

広島 広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院 ○ 90

広島 広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院 ○ 94

広島 公立学校共済組合中国中央病院 ○ 298

山口 綜合病院山口赤十字病院 ○ 631

http://www.sakakibara-hp.com/
http://www.okayama-kyoritsu.jp/
http://www.kchnet.or.jp/
http://www.okayamah.johas.go.jp/
http://okayama-gmc.or.jp/shimin/
http://www.okayama-med.jrc.or.jp/
http://okayamamc.jp/index.php
http://www.tch.or.jp/tch/tch_f_top.html
http://www.kohjin.ne.jp/hospital/central/central.html
http://www.mizukyo.jp/
http://www.okayamasaiseikai.or.jp/
http://www.fkmc.or.jp/
http://www.miyoshi-central-hospital.jp/
http://www.hiroshimairyo.or.jp/
http://www.mitsugibyouin.com/
http://www.hiroshima-med.jrc.or.jp/
http://www.onomichi-hospital.jp/
http://www.hiro-nishi-nh.jp/
http://hospital.mazda.co.jp/
http://www.hch.coop/fukushima/
http://www.chugokuh.johas.go.jp/
http://www.hiro-hosp.jp/
http://www.jojokai.or.jp/
http://www.nkfh.or.jp/
http://www.kure-kyosai.jp/
http://kohsei-hp.jp/
http://www.jrhh.sakura.ne.jp/
http://www.kure-nh.go.jp/
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyama-hospital/
http://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/
http://www.hph.pref.hiroshima.jp/
http://www.fukuyama-hosp.go.jp/
http://www.asa-hosp.city.hiroshima.jp/
http://onomichi-gh.jp/
http://www.hirobyo.jp/
http://www.kouritu-cch.jp/
http://www.yamaguchi-redcross.jp/
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山口 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 ○ 580

山口 下関市立市民病院 ○ 71

山口 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 ○ 672

山口 山口県立総合医療センター ○ 660

山口 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター ○ 589

山口 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院 ○ 902

山口 医療生活協同組合健文会　宇部協立病院 ○ 522

山口 独立行政法人国立病院機構関門医療センター ○ 485

山口 宇部興産中央病院 ○ 147

山口 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 ○ 103

山口 独立行政法人地域医療機能推進機構　下関医療センター ○ 936

山口 山口労災病院 ○ 818

山口 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 ○ 223

徳島 徳島市民病院 ○ 963

徳島 徳島県立中央病院 ○ 415

徳島 吉野川医療センター ○ 37

徳島 阿南共栄病院 ○ 689

徳島 徳島県鳴門病院 ○ 474

徳島 徳島赤十字病院 ○ 114

徳島 徳島健生病院 ○ 413

徳島 徳島県立三好病院 ○ 369

香川 高松赤十字病院 ○ 125

香川 三豊総合病院 ○ 843

香川 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 ○ 901

香川 社会医療法人財団大樹会　総合病院回生病院 ○ 887

香川 高松市民病院 ○ 229

香川 香川医療生活協同組合　高松平和病院 ○ 202

香川 香川労災病院 ○ 473

香川 香川県立中央病院 ○ 557

愛媛 愛媛生協病院 ○ 20

愛媛 一般財団法人積善会附属十全総合病院 ○ 253

愛媛 住友別子病院 ○ 84

愛媛 愛媛県立中央病院 ○ 297

愛媛 社会福祉法人恩賜財団　済生会松山病院 ○ 95

愛媛 愛媛県立今治病院 ○ 372

愛媛 市立宇和島病院 ○ 754

愛媛 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 ○ 112

http://www.hsp-shuto.jp/
http://shimonosekicity-hosp.jp/
http://www.yamaguchi-saiseikai.jp/
http://www.ymghp.jp/
http://www.iwakuni-nh.go.jp/
http://www.ogoridaiichi.jp/
http://www.c-able.ne.jp/~kyoritsu/
http://www.hosp.go.jp/~kanmon/
http://www.ube-hp.or.jp/index.htm
http://www.simo.saiseikai.or.jp/index.php
http://shimonoseki.jcho.go.jp/
http://www.yamaguchih.johas.go.jp/
http://tokuyama.jcho.go.jp/
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/siminbyoin/
http://www.tph.gr.jp/kenchu/
http://ja-ymc.jp/
http://ja-kyoei-hospital.jp/
http://naruto-hsp.jp/
http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/
http://kenkou-seikyou.com/
http://www.miyoshi-hosp.jp/
http://www.takamatsu.jrc.or.jp/
http://www.mitoyo-hosp.jp/
http://shikoku-med.jp/
http://www.kaisei.or.jp/
http://www.takamatsu-municipal-hospital.jp/
https://t-heiwa.com/
https://www.kagawah.johas.go.jp/
http://www.chp-kagawa.jp/
http://seikyo.ehime-med.or.jp/
http://jyuzen.jp/
http://www.sbh.gr.jp/
http://www.eph.pref.ehime.jp/epch/
http://db.matsuyama.saiseikai.or.jp/hp/ji_sheng_hui_song_shan_bing_yuan.html
http://www.eph.pref.ehime.jp/epimah/
http://www.uwajima-mh.jp/
http://www.imabari.saiseikai.or.jp/
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愛媛 市立八幡浜総合病院 ○ 888

愛媛 HITO病院 ○ 775

愛媛 西条市立周桑病院 ○ 782

愛媛 愛媛労災病院 ○ 996

愛媛 西条中央病院 ○ 420

愛媛 松山赤十字病院 ○ 173

愛媛 一般財団法人永頼会松山市民病院 ○ 442

高知 社会医療法人近森会　近森病院 ○ 256

高知 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター ○ 528

高知 高知赤十字病院 ○ 481

高知 高知生協病院

高知 高知県立幡多けんみん病院 ○ 159

高知 高知県立あき総合病院 ○ 617

高知 独立行政法人国立病院機構高知病院 ○ 864

高知 特定医療法人仁生会　細木病院 ○ 344

福岡 社会医療法人大成会　福岡記念病院 ○ 140

福岡 公立八女総合病院 ○ 898

福岡 地域医療機能推進機構九州病院 ○ 24

福岡 福岡県済生会二日市病院 ○ 33

福岡 社会医療法人財団池友会　新行橋病院 ○ 459

福岡 福岡青洲会病院 ○ 21

福岡 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 ○ 276

福岡 福岡県済生会福岡総合病院 ○ 691

福岡 九州労災病院 ○ 933

福岡 福岡市民病院 ○ 145

福岡 福岡赤十字病院 ○ 68

福岡 公立学校共済組合九州中央病院 ○ 513

福岡 医療法人社団高邦会　高木病院 ○ 109

福岡 医療法人天神会　新古賀病院 ○ 917

福岡 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター ○ 376

福岡 社会医療法人財団池友会　新小文字病院 ○ 100

福岡 医療法人社団水光会　宗像水光会総合病院 ○ 117

福岡 医療法人雪ノ聖母会聖マリア病院 ○ 72

福岡 医療法人親仁会米の山病院 ○ 700

福岡 社会保険田川病院 ○ 857

福岡 大牟田市立病院 ○ 388

福岡 戸畑共立病院 ○ 876

http://yawatahama-cgh.jp/
http://hito-medical.jp/about/concept/
http://www.shuso-hospital.jp/
http://ehimerosai.jp/
http://www.saijo-c-hospital.jp/
http://www.matsuyama.jrc.or.jp/
http://www.matsuyama-shimin-hsp.or.jp/
http://www.chikamori.com/
http://www2.khsc.or.jp/
http://kochi-med.jrc.or.jp/
http://www.kochi-hco-op.or.jp/2hosp/seikyob-top.html
http://www.pref.kochi.lg.jp/~hata/
http://www.pref.kochi.lg.jp/aki/
http://www.kochihp.com/menu.html
http://hosogi-hospital.jp/index.htm
http://www.kinen.jp/
http://www.hosp-yame.jp/hospital/
http://www.kyuko-hsp.jp/
http://www.saiseikai-futsukaichi.org/
http://www.shinyukuhashihospital.or.jp/
http://www.seisyukai.jp/fukuoka/fshp/
http://www.hamanomachi.jp/
http://www.saiseikai-hp.chuo.fukuoka.jp/
http://www.kyushuh.johas.go.jp/
http://www.fcho.jp/shiminhp/
http://www.fukuoka-med.jrc.or.jp/
http://kyushu-ctr-hsp.com/
http://www.kouhoukai.org/takagi/
http://www.tenjinkai.or.jp/shinkoga
http://www.kokura-hp.jp/
http://www.shinkomonji-hp.jp/
http://www.suikokai.or.jp/
http://www.st-mary-med.or.jp/site/view/index.jsp
http://www.kome-net.or.jp/
http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/
http://www.ghp.omuta.fukuoka.jp/
http://www.kyoaikai.com/kyoritsu/
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福岡 北九州市立医療センター ○ 677

福岡 北九州市立八幡病院 ○ 698

福岡 筑後市立病院 ○ 890

福岡 健和会大手町病院 ○ 783

福岡 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター ○ 768

福岡 小倉記念病院 ○ 884

福岡 福岡県済生会八幡総合病院

福岡 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 ○ 310

福岡 北九州総合病院 ○ 893

福岡 独立行政法人国立病院機構九州医療センター ○ 338

福岡 公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院 ○ 461

福岡 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 ○ 764

福岡 社会医療法人財団池友会福岡和白病院 ○ 258

福岡 飯塚病院 ○ 554

福岡 社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院 ○ 443

福岡 社会医療法人財団白十字会白十字病院 ○ 797

福岡 田川市立病院 ○ 840

佐賀 独立行政法人　国立病院機構　佐賀病院 ○ 572

佐賀 唐津赤十字病院 ○ 707

佐賀 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター ○ 577

佐賀 佐賀県医療センター好生館 ○ 741

佐賀 新武雄病院 ○ 219

長崎 長崎県島原病院 ○ 738

長崎 長崎県上五島病院 ○ 493

長崎 長崎みなとﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ市民病院 ○ 804

長崎 日本赤十字社長崎原爆病院 ○ 879

長崎 佐世保市総合医療センター ○ 502

長崎 医療法人白十字会佐世保中央病院 ○ 478

長崎 上戸町病院 ○ 877

長崎 長崎労災病院 ○ 990

長崎 地域医療機能推進機構　諫早総合病院 ○ 602

長崎 国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院 ○ 695

長崎 長崎県五島中央病院 ○ 375

長崎 市立大村市民病院 ○ 143

長崎 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター ○ 505

長崎 済生会長崎病院 ○ 306

熊本 熊本労災病院 ○ 785

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/hospital/center/
http://www.yahatahp.jp/
http://www.chikugocity-hp.jp/
http://www.kenwakai.gr.jp/ootemachi/index.html
http://www.fe-med.jp/
http://www.kokurakinen.or.jp/
http://www.yahata.saiseikai.or.jp/
http://www.ns.yawata-mhp.or.jp/
http://www.kitakyu-hp.or.jp/contents/kitahos_sogo.htm
http://www.kyumed.jp/
http://www.chidoribashi-hp.or.jp/
http://www.tokushukai.or.jp/fukuoka/
http://www.f-wajirohp.jp/
http://aih-net.com/
http://www.f-shinmizumaki.jp/
http://www.fukuoka.hakujyujikai.or.jp/
http://hospital.city.tagawa.fukuoka.jp/
http://www.saga-hosp.jp/
http://www.karatsu.jrc.or.jp/
http://www.uresino.go.jp/
http://www.koseikan.jp/
http://www.shintakeo-hp.or.jp/
http://www.shimabarabyoin.jp/
http://www.kamigoto-hospital.jp/
http://shibyo.nmh.jp/
http://www.nagasaki-med.jrc.or.jp/
http://www.hospital.sasebo.nagasaki.jp/
http://www.hakujyujikai.or.jp/chuo/
http://www.kenyukai.or.jp/
http://nagasakih.johas.go.jp/
http://isahaya.jcho.go.jp/
http://www.kkr.sasebo.nagasaki.jp/
http://www.gotocyuoh-hospital.jp/
http://www.omh-jadecom.jp/html/index.html
http://www.hosp.go.jp/~nagasaki/
http://www.nsaisei.or.jp/index.php
http://kumamotoh.johas.go.jp/
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熊本 国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院 ○ 819

熊本 荒尾市民病院 ○ 750

熊本 熊本赤十字病院 ○ 809

熊本 医療法人創起会 くまもと森都総合病院 ○ 553

熊本 独立行政法人地域医療機能推進機構　人吉医療センター ○ 586

熊本 熊本市立熊本市民病院

熊本 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター ○ 759

熊本 公立玉名中央病院 ○ 137

熊本 国保水俣市立総合医療センター ○ 776

熊本 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 ○ 897

熊本 天草地域医療センター ○ 664

大分 大分県厚生連鶴見病院 ○ 139

大分 中津市立中津市民病院 ○ 378

大分 大分県済生会日田病院 ○ 974

大分 社会医療法人恵愛会　大分中村病院 ○ 555

大分 大分市医師会立アルメイダ病院 ○ 487

大分 大分県立病院 ○ 523

大分 大分赤十字病院 ○ 815

大分 独立行政法人国立病院機構　大分医療センター ○ 808

大分 国家公務員共済組合連合会　新別府病院 ○ 573

大分 医療法人敬和会　大分岡病院 ○ 529

大分 独立行政法人国立病院機構別府医療センター ○ 711

宮崎 医療法人同心会古賀総合病院 ○ 636

宮崎 宮崎生協病院 ○ 287

宮崎 藤元総合病院 ○ 252

宮崎 宮崎県立日南病院 ○ 634

宮崎 宮崎県立延岡病院 ○ 789

宮崎 宮崎県立宮崎病院 ○ 213

鹿児島 公益財団法人昭和会今給黎総合病院 ○ 666

鹿児島 総合病院　鹿児島生協病院 ○ 73

鹿児島 公益財団法人慈愛会　今村総合病院 ○ 438

鹿児島 鹿児島市医師会病院 ○ 183

鹿児島 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター ○ 940

鹿児島 医療法人徳洲会　鹿児島徳洲会病院 ○ 596

鹿児島 鹿児島市立病院 ○ 498

鹿児島 鹿児島県立大島病院 ○ 792

鹿児島 公益社団法人鹿児島共済会　南風病院 ○ 483

http://www.kumachu.gr.jp/
http://www.hospital.arao.kumamoto.jp/
http://www.kumamoto-med.jrc.or.jp/
http://www.k-shinto.or.jp/
http://hitoyoshi.jcho.go.jp/
http://www.cityhosp-kumamoto.jp/
http://www.nho-kumamoto.jp/
http://www.tamana-chp.jp/
http://minamata-hp.jp/
http://www.sk-kumamoto.jp/site/view/index.jsp
http://www.amed.jp/mc/index.php
http://www.ok-tsurumi.com/
http://www.city-nakatsu.jp/hospital/
http://saiseikai.hita.oita.jp/
http://www.nakamura-hosp.or.jp/
http://www.almeida-hospital.com/
http://hospital.pref.oita.jp/index.html
http://www.oitasekijyuji.jp/
http://nho-oita.jp/
http://www.shinbeppu-hosp.jp/
http://www.oka-hp.com/
http://www.beppu-iryou.jp/
http://www.kgh.or.jp/
http://m-seikyouhp.com/
http://www.fujimoto.or.jp/
http://nichinan-kenbyo.jp/
http://nobeoka-kenbyo.jp/
http://kenritsu-miyazakibyouin.jp/
http://imakiire.jp/
http://www.kaseikyohp.jp/
http://www.jiaikai.or.jp/imamura-general/
http://city.kagoshima.med.or.jp/kasiihp/index.htm
http://kagomc.jp/
http://www.kagotoku.jp/
http://www.kch.kagoshima.jp/
http://hospital.pref.kagoshima.jp/oshima/
http://www.nanpuh.or.jp/
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鹿児島 霧島市立医師会医療センター ○ 537

鹿児島 医療法人愛心会　大隅鹿屋病院 ○ 46

沖縄 沖縄県中部徳洲会病院 ○ 715

沖縄 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院 ○ 283

沖縄 医療法人 かりゆし会　ハートライフ病院 ○ 618

沖縄 社会医療法人　敬愛会　中頭病院 ○ 165

沖縄 社団法人　北部地区医師会病院 ○ 749

沖縄 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター ○ 870

沖縄 社会医療法人　浦添総合病院 ○ 583

沖縄 沖縄県立北部病院 ○ 786

沖縄 沖縄県立中部病院 ○ 313

沖縄 沖縄赤十字病院 ○ 556

沖縄 那覇市立病院 ○ 497

沖縄 沖縄県立宮古病院 ○ 951

沖縄 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院 ○ 107

沖縄 医療法人おもと会　大浜第一病院 ○ 118

沖縄 特定医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院 ○ 708

http://www.hayato-mc.jp/
http://www.kanoya-aishinkai.com/
http://www.cyutoku.or.jp/
http://www.oki-kyo.jp/
http://www.heartlife.or.jp/
http://www.nakagami.or.jp/nakagami/
http://www.hokubuishikai-hp.or.jp/
http://www.hosp.pref.okinawa.jp/nanbu/
http://jin-aikai.com/urasoe-sogo/
http://www.hosp.pref.okinawa.jp/hokubu/
http://www.hosp.pref.okinawa.jp/chubu/
http://www.okinawa-rch.jp/
http://www.nch.naha.okinawa.jp/
http://www.hosp.pref.okinawa.jp/miyako/
http://tomishiro-chp.jp/
http://www.omotokai.or.jp/ohama1/
http://www.nantoku.org/

