
一般病院

時計台記念病院 仙台厚生病院 埼玉県立がんセンター
斗南病院 宮城社会保険病院 草加市立病院
中村記念病院 仙台オープン病院 東川口病院
NTT東日本札幌病院 登米市立佐沼病院 川口工業総合病院
小児愛育協会附属　愛育病院 石巻市立病院 斎藤記念病院
北海道社会保険病院 宮城県立がんセンター 秩父市立病院
自衛隊札幌病院 みやぎ県南中核病院 本庄総合病院
札幌北楡病院 仙台循環器病センター 廣瀬病院
国立病院機構　北海道がんセンター 秋田県立脳血管研究センター 愛和病院
琴似ロイヤル病院 市立横手病院 熊谷総合病院
札幌東徳洲会病院 仙北組合総合病院 東松山市立市民病院
北海道泌尿器科記念病院 東北中央病院 至聖病院
札幌南整形外科病院 山形市立病院済生館 瀬戸病院
厚別耳鼻咽喉科病院 三友堂病院 三浦病院
札幌社会保険総合病院 公立高畠病院 イムス富士見総合病院
札幌整形循環器病院 山形県立新庄病院 新座志木中央総合病院
手稲渓仁会病院 山形県立河北病院 国立病院機構　埼玉病院
函館脳神経外科病院 大原綜合病院附属　大原医療センター 小張総合病院
函館五稜郭病院 大原綜合病院 千葉社会保険病院
函館市医師会病院 いわき市立総合磐城共立病院 千葉県　千葉リハビリテーションセンター

江口眼科病院 いわき泌尿器科病院 幸有会記念病院
王子総合病院 飯塚病院附属有隣病院 聖隷佐倉市民病院
市立室蘭総合病院 国立病院機構　福島病院 国保匝瑳市民病院
千歳第一病院 公立岩瀬病院 さんむ医療センター
JA北海道厚生連　遠軽厚生病院 福島県太陽の国病院 公立長生病院
旭川赤十字病院 太田綜合病院附属　太田西ノ内病院 亀田総合病院
東旭川病院 寿泉堂綜合病院 君津中央病院
市立旭川病院 医学研究所付属　坪井病院 松戸整形外科病院
北彩都病院 石岡第一病院 新東京病院
JA北海道厚生連　旭川厚生病院 北茨城市立総合病院 国保　松戸市立病院
道東脳神経外科病院 東取手病院 国立がん研究センター東病院
北海道立北見病院 筑西市民病院 津田沼病院
網走脳神経外科・リハビリテーション病院 筑波学園病院 津田沼中央総合病院
滝川市立病院 龍ヶ崎済生会病院 社会保険船橋中央病院
砂川市立病院 茨城西南医療センター病院 行徳総合病院
深川市立病院 国立病院機構　栃木病院 国立国際医療研究センター国府台病院

西2条腎泌尿器科病院 宇都宮社会保険病院 東芝病院
開西病院 下都賀郡市医師会病院 大森赤十字病院
帯広協会病院 足利赤十字病院 伊藤病院
清水赤十字病院 小金井中央病院 東京都立北療育医療センター
総合病院　釧路赤十字病院 群馬県済生会前橋病院 東京北社会保険病院
労働者健康福祉機構　釧路労災病院 関越中央病院 西新井病院
弘前中央病院 群馬県立小児医療センター 綾瀬循環器病院
町立大鰐病院 公立藤岡総合病院 友愛病院
青森県立中央病院 岩下病院 等潤病院
国民健康保険　おいらせ病院 群馬県立がんセンター 板橋中央総合病院
むつ総合病院 伊勢崎市民病院 東京警察病院
八戸平和病院 さいたま市民医療センター 東京都立駒込病院
労働者健康福祉機構　青森労災病院 さいたま赤十字病院 小平記念　東京日立病院
青森県立はまなす医療療育センター 三愛病院 イムス葛飾ハートセンター
八戸市立市民病院 埼玉社会保険病院 葛飾赤十字産院
岩手県立中央病院 埼玉県立小児医療センター 東京都立墨東病院
昭和病院 みくに病院 あそか病院
岩手県立磐井病院 春日部市立病院 藤崎病院
岩手県立胆沢病院 上尾中央総合病院 西村記念病院



岩井整形外科内科病院 高田中央病院 三島社会保険病院
東京臨海病院 川崎市立井田病院 岡村記念病院
東京都立松沢病院 新潟中央病院 総合病院　聖隷三方原病院
玉川病院 新潟市民病院 総合病院　聖隷浜松病院
JR東京総合病院 新潟南病院 掛川市立総合病院
日本赤十字社医療センター 済生会新潟第二病院 袋井市立袋井市民病院
清智会記念病院 水原郷病院 磐田市立総合病院
八王子山王病院 新潟県立リウマチセンター 公立森町病院
公立阿伎留医療センター 新潟県立新発田病院 榛原総合病院
青梅市立総合病院 三島病院 豊橋市民病院
榊原記念病院 長岡赤十字病院 安城更生病院
東京都立小児総合医療センター 射水市民病院 成田記念病院
東京都立多摩総合医療センター 労働者健康福祉機構　富山労災病院 蒲郡市民病院
公立福生病院 西能病院 刈谷豊田総合病院
東大和病院 富山赤十字病院 国立病院機構　豊橋医療センター

北里大学　北里研究所病院 富山県立中央病院 豊川市民病院
大久保病院 国立病院機構　金沢医療センター 増子記念病院
国立国際医療研究センター病院 北陸病院 名古屋第一赤十字病院
社会保険中央総合病院 金沢宗広病院 大菅病院
田園調布中央病院 金沢こども医療福祉センター 大同病院
三楽病院 国立病院機構　石川病院 社会保険中京病院
国立がん研究センター中央病院 公立能登総合病院 名古屋第二赤十字病院
公立昭和病院 杉田玄白記念　公立小浜病院 半田市立半田病院
一橋病院 福井県済生会病院 常滑市民病院
佐々総合病院 貢川整形外科病院 あいち小児保健医療総合センター

新山手病院 市立甲府病院 津島市民病院
多摩北部医療センター 山梨厚生病院 海南病院
国立病院機構　東京病院 笛吹中央病院 豊田厚生病院
宇都宮病院 長野赤十字病院 小牧市民病院
水口病院 長野県立総合リハビリテーションセンター 愛知県がんセンター中央病院
済生会横浜市南部病院 NTT東日本長野病院 名古屋市立東部医療センター東市民病院

横浜逓信病院 小林脳神経外科病院 はちや整形外科病院
渕野辺総合病院 国立病院機構　まつもと医療センター中信松本病院 労働者健康福祉機構　旭労災病院

東芝林間病院 波田総合病院 名鉄病院
社会保険相模野病院 安曇野赤十字病院 米田病院
大和市立病院 昭和伊南総合病院 総合上飯田第一病院
国立病院機構　横浜医療センター 飯田市立病院 国立病院機構　名古屋医療センター

西横浜国際総合病院 岐阜県総合医療センター 総合大雄会病院
ふれあい東戸塚ホスピタル 岐阜市民病院 松阪市民病院
三浦市立病院 岐阜赤十字病院 三重県立総合医療センター
横浜市立脳血管医療センター 大垣市民病院 国立病院機構　三重病院
金沢病院 東海中央病院 国立病院機構　三重中央医療センター

神奈川県立病院機構　神奈川県立循環器呼吸器病センター 岐阜県立多治見病院 山田赤十字病院
横浜南共済病院 労働者健康福祉機構　浜松労災病院 いなべ総合病院
横須賀共済病院 静岡市立静岡病院 国立病院機構　滋賀病院
横須賀市立うわまち病院 静岡県立病院機構　静岡県立こども病院 彦根市立病院
横須賀市立市民病院 静岡県立総合病院 近江八幡市立総合医療センター
神奈川リハビリテーション病院 共立蒲原総合病院 山田整形外科病院
東名厚木病院 静岡市立清水病院 大津赤十字病院
平塚共済病院 市立伊東市民病院 滋賀県立成人病センター
秦野赤十字病院 西伊豆病院 野洲病院
愛育病院 川村病院 京都逓信病院
桜ヶ丘中央病院 富士市立中央病院 武田病院
湯河原厚生年金病院 沼津市立病院 京都桂病院
虎の門病院分院 静岡県立静岡がんセンター 三菱京都病院



河端病院 尼崎医療生協病院 木村眼科内科病院
京都第一赤十字病院 おおくまリハビリテーション病院 国立病院機構　呉医療センター
伊藤病院 兵庫県立尼崎病院 自衛隊呉病院
山科病院 近畿中央病院 サカ緑井病院
亀岡市立病院 兵庫県立西宮病院 広島市立舟入病院
公立南丹病院 西宮協立脳神経外科病院 土谷総合病院
社会保険京都病院 神戸赤十字病院 安芸太田病院
国立病院機構　京都医療センター 神鋼病院 広島県立身体障害者リハビリテーションセンター

八幡中央病院 上田病院 光市立光総合病院
宇治武田病院 神戸市民病院機構　神戸市立医療センター中央市民病院 都志見病院
京都ルネス病院 六甲アイランド病院 労働者健康福祉機構　山口労災病院

綾部市立病院 三菱神戸病院 下関市立中央病院
北野病院 神戸市立医療センター西市民病院 山口県済生会下関総合病院
市立泉佐野病院 社会保険神戸中央病院 小郡第一総合病院
村田病院 済生会兵庫県病院 美祢市立病院
大阪警察病院 神戸アドベンチスト病院 松本外科病院
大阪赤十字病院 西神戸医療センター 山口県立総合医療センター
外科野崎病院 国立病院機構　兵庫中央病院 稲次整形外科病院
森之宮病院 兵庫県立がんセンター 阿南共栄病院
サトウ病院 大西脳神経外科病院 社会保険栗林病院
富永病院 市立川西病院 屋島総合病院
国立病院機構　大阪医療センター 三木市立三木市民病院 香川県立中央病院
大和中央病院 新日鐵広畑病院 高松市民病院
杏林記念病院 西脇市立西脇病院 オサカ病院
市立柏原病院 公立豊岡病院 労働者健康福祉機構　香川労災病院

城山病院 市立加西病院 国立病院機構　香川小児病院
泉大津市立病院 赤穂市民病院 三豊総合病院
府中病院 天理よろづ相談所病院 愛媛県立新居浜病院
鳳胃腸病院 天理市立病院 南松山病院
耳原総合病院 奈良県立奈良病院 国立病院機構　愛媛病院
邦和病院 奈良県立三室病院 貞本病院
国立病院機構　刀根山病院 向陽病院 松山笠置記念心臓血管病院
大阪脳神経外科病院 公立那賀病院 渡辺病院
市立吹田市民病院 国立病院機構　米子医療センター 宇和島社会保険病院
市立池田病院 鳥取県立厚生病院 市立八幡浜総合病院
関西電力病院 鳥取県立中央病院 国立病院機構　高知病院
多根総合病院 鳥取市立病院 土佐市立土佐市民病院
大阪掖済会病院 島根県立中央病院 蜂須賀病院
住友病院 出雲市立総合医療センター 宗像医師会病院
大阪中央病院 心臓病センター榊原病院 宗像水光会総合病院
中津病院 岡山市立市民病院 久恒病院
大阪病院 総合病院　岡山赤十字病院 糸島医師会病院
蒼生病院 岡山中央病院 福岡徳洲会病院
高槻病院 岡山済生会総合病院 大牟田市立総合病院
星ヶ丘厚生年金病院 総合病院　岡山協立病院 新古賀病院
枚方公済病院 倉敷中央病院 内藤病院
東大阪市立総合病院 倉敷成人病センター 古賀病院21
八尾市立病院 玉島第一病院 国立病院機構　九州がんセンター

八尾徳洲会総合病院 津山第一病院 福岡市立病院機構　福岡市民病院

八尾総合病院 セントラル病院 浜の町病院
箕面市立病院 福山市民病院 国立病院機構　九州医療センター

済生会茨木病院 尾道市立市民病院 福岡市立こども病院・感染症センター

明石市立市民病院 尾道総合病院 福岡市立こども病院・感染症センター

姫路赤十字病院 総合病院　三原赤十字病院 広瀬病院
加古川市民病院 市立三次中央病院 佐田病院



北九州市立総合療育センター 川内病院
社会保険小倉記念病院 川内市医師会立市民病院
北九州市立医療センター 県民健康プラザ鹿屋医療センター

戸畑共立病院 小倉記念病院
新行橋病院 国分生協病院
社会保険田川病院 鹿児島生協病院
国立病院機構　佐賀病院 植村病院
佐賀社会保険病院 整形外科米盛病院
佐賀県立病院好生館 鹿児島厚生連病院
国立病院機構　嬉野医療センター 鹿児島市医師会病院
唐津東松浦医師会医療センター 田上病院
済生会唐津病院 大浜第一病院
国立病院機構　肥前精神医療センター 那覇市立病院
副島整形外科病院 沖縄協同病院
新武雄病院 自衛隊那覇病院
国立病院機構　長崎医療センター 中部徳洲会病院
上対馬病院 中頭病院
聖フランシスコ病院 浦添総合病院
長崎市立市民病院 アドベンチストメディカルセンター

済生会長崎病院 国立病院機構　琉球病院
労働者健康福祉機構　長崎労災病院

貞松病院
国立病院機構　長崎川棚医療センター

柿添病院
国立病院機構　熊本再春荘病院

宇賀岳病院
健康保険　天草中央総合病院
天草地域医療センター
国保　水俣市立総合医療センター

熊本中央病院
熊本泌尿器科病院
出田眼科病院
伊東歯科口腔病院
NTT西日本九州病院
成尾整形外科病院
熊本整形外科病院
山鹿市立病院
新別府病院
竹田医師会病院
岡本病院
大分赤十字病院
膳所病院
有田胃腸病院
大分岡病院
西田病院
中津胃腸病院
済生会日田病院
日田中央病院
宮崎生協病院
小林市立市民病院
宮崎県立こども療育センター
宮崎県立日南病院
串間市民病院
宮崎県立延岡病院
阿久根市民病院


