
消化器外科専門医審査における 
申請認定施設およびその指導責任者一覧 

（2019 年 3 月 20 日現在） 

 
消化器外科専門医審査申請において，申請書の⑯「申請認定施設名およびコ 

ード」に記載できる申請認定施設と，申請書の⑰「上記⑯の申請認定施設指導 
責任者氏名」に氏名を記載でき，申請書の「申請認定施設指導責任者署名・押 
印欄」に署名押印のできる「指導責任者」は，以下に記載されている施設とそ 
の指導責任者のみとなります． 
記載されている施設や指導責任者以外を記入し，署名押印を受けた場合は， 

書類不備として受験資格「無」と判定されます． 

 
記載されている指導責任者が資格を喪失している場合あるいは退職などで当 

該施設に在籍していない場合などは，速やかに後任者(有資格者)との交代を所 
定用紙にて届け出てください． 
届け出が無いまま資格喪失者や後任者を指導責任者としたり，退職者をその 

まま指導責任者としたりした場合，書類不備として受験資格「無」と判定され 
ますので注意ください． 

 
なお，現在認定施設でない施設については記載しておりませんので，その場 

合は本会ホームページを参照されるか事務局まで問い合わせください． 

 
 

日本消化器外科学会 
資格認定委員会 

 



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

北海道 01001 庄中達也旭川医科大学病院

北海道 01002 武冨紹信 平野聡北海道大学病院

北海道 01003 竹政伊知朗札幌医科大学附属病院

北海道 01004 平康二旭川赤十字病院

北海道 01005 児嶋哲文函館中央病院

北海道 01007 小笠原和宏釧路労災病院

北海道 01008 子野日政昭市立旭川病院

北海道 01009 三澤一仁市立札幌病院

北海道 01010 佐藤暢人市立釧路総合病院

北海道 01011 岩井和浩王子総合病院

北海道 01012 大野耕一ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院

北海道 01013 松岡伸一苫小牧市立病院

北海道 01014 笠島浩行市立函館病院

北海道 01015 益子博幸社会医療法人母恋日鋼記念病院

北海道 01016 濱田朋倫国立病院機構北海道がんセンター

北海道 01017 川俣　孝小樽市立病院

北海道 01018 稲垣光裕JA北海道厚生連旭川厚生病院

北海道 01019 石津寛之厚生連札幌厚生病院

北海道 01020 髙金明典函館厚生院函館五稜郭病院

北海道 01021 佐々木賢一市立室蘭総合病院

北海道 01023 目黒順一札幌北楡病院

北海道 01024 細川正夫恵佑会札幌病院

北海道 01025 河島秀昭勤医協中央病院

北海道 01026 山口晃司北見赤十字病院

北海道 01028 仙丸直人社会医療法人製鉄記念室蘭病院

北海道 01029 大森一吉医療法人渓和会江別病院

北海道 01030 髙橋昌宏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 01034 数井啓蔵北海道病院

北海道 01036 中村文隆手稲渓仁会病院

北海道 01037 奥芝俊一斗南病院

北海道 01038 山田秀久NTT東日本札幌病院

北海道 01040 川村秀樹北海道医療センター

北海道 01041 矢吹英彦厚生連遠軽厚生病院

北海道 01043 大原正範国立病院機構函館病院

北海道 01044 赤坂嘉宣KKR札幌医療センター

北海道 01045 本原敏司函館市医師会病院

北海道 01046 森田高行北海道消化器科病院

北海道 01048 下段光裕札幌里塚病院

北海道 01049 北川真吾医療法人豊和会新札幌豊和会病院

北海道 01051 秦史壮医療法人社団札幌道都病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

北海道 01052 唐崎秀則札幌東徳洲会病院

北海道 01053 向谷充宏小樽病院

北海道 01055 山本康弘小林病院

北海道 01056 田中栄一イムス札幌消化器中央病院

東北 02001 袴田健一弘前大学医学部附属病院

東北 02004 平間公昭八戸市立市民病院

東北 02005 豊木嘉一青森市民病院

東北 02007 村田暁彦青森県立中央病院

東北 02008 丹野弘晃十和田市立中央病院

東北 02011 髙谷俊一つがる西北五広域連合つがる総合病院

東北 03001 佐々木章岩手医科大学附属病院

東北 03003 杉村好彦盛岡赤十字病院

東北 03004 望月泉岩手県立中央病院

東北 03005 上村卓嗣岩手県立磐井病院

東北 03007 遠野千尋岩手県立久慈病院

東北 03009 渋谷俊介岩手県立胆沢病院

東北 03010 小山田尚岩手県立中部病院

東北 03012 須藤隆之盛岡市立病院

東北 04001 海野倫明東北大学病院

東北 04002 小熊信坂総合病院

東北 04003 成島陽一東北労災病院

東北 04004 三浦康宮城県立がんセンター

東北 04005 舟山裕士仙台赤十字病院

東北 04006 貝羽義浩仙台市立病院

東北 04007 島村弘宗仙台医療センター

東北 04008 横田憲一気仙沼市立病院

東北 04009 柿田徹也仙台オープン病院

東北 04011 今野文博大崎市民病院

東北 04012 中西史石巻赤十字病院

東北 04016 和田直文東北公済病院

東北 04017 遠藤公人仙台南病院

東北 04019 中鉢誠司栗原市立栗原中央病院

東北 04020 上野達也みやぎ県南中核病院

東北 04021 山内淳一郎厚生会仙台厚生病院

東北 04023 柴田近東北医科薬科大学病院

東北 04024 三井一浩総合南東北病院

東北 05001 山本雄造 本山悟秋田大学医学部附属病院

東北 05002 田中雄一中通総合病院

東北 05003 佐藤勤市立秋田総合病院

東北 05004 大石晋大館市立総合病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

東北 05005 平山克平鹿総合病院

東北 05006 宮澤秀彰秋田赤十字病院

東北 05008 小野文徳大曲厚生医療センター

東北 05009 齋藤礼次郎秋田厚生医療センター

東北 05010 安井應紀能代山本医師会病院

東北 05012 鈴木克彦本荘第一病院

東北 05013 大山健一JA秋田厚生連能代厚生医療センター

東北 06001 木村理国立大学法人山形大学医学部附属病院

東北 06004 飯澤肇山形県立中央病院

東北 06005 鈴木聡鶴岡市立荘内病院

東北 06006 稲葉行男山形県立河北病院

東北 06007 水谷雅臣公立置賜総合病院

東北 06009 佐藤佳宏米沢市立病院

東北 06010 川口清済生会山形済生病院

東北 06014 菅原浩日本海総合病院

東北 07001 河野浩二 丸橋繁公立大学法人福島県立医科大学附属病院

東北 07002 輿石直樹竹田綜合病院

東北 07004 小山善久大原綜合病院

東北 07005 川口信哉いわき市医療センター

東北 07007 島貫公義会津中央病院

東北 07008 武藤淳独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院

東北 07009 土井孝志福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院

東北 07010 山崎繁一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

東北 07011 山下直行坪井病院

東北 07012 今野修福島赤十字病院

東北 07013 野水整星総合病院

東北 07014 寺西寧総合南東北病院

東北 07015 土屋貴男公立岩瀬病院

東北 07016 斎藤拓朗 遠藤俊吾会津医療センター

関東 08001 鈴木修司東京医科大学茨城医療センター

関東 08002 小田竜也筑波大学附属病院

関東 08003 伊東浩次土浦協同病院

関東 08005 高久秀哉水戸済生会総合病院

関東 08007 湯沢賢治国立病院機構水戸医療センター

関東 08008 捨田利外茂夫水戸赤十字病院

関東 08009 吉見富洋茨城県立中央病院

関東 08010 宇田川勝JAとりで総合医療センター

関東 08012 上田和光日立総合病院

関東 08013 福沢淳也茨城西南医療センター病院

関東 08014 稲川智筑波メディカルセンター病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

関東 08015 亀岡信悟牛久愛和総合病院

関東 08016 五本木武志筑波学園病院

関東 08017 今村史人日立製作所ひたちなか総合病院

関東 08019 小林昭彦龍ケ崎済生会病院

関東 09001 佐田尚宏自治医科大学附属病院

関東 09002 加藤広行 窪田敬一獨協医科大学病院

関東 09003 知久毅JAかみつが厚生連上都賀総合病院

関東 09004 鈴木慶一栃木医療センター

関東 09005 藤田伸栃木県立がんセンター

関東 09006 高橋孝行足利赤十字病院

関東 09007 田村光那須赤十字病院

関東 09008 小林健二済生会宇都宮病院

関東 09009 安田是和芳賀赤十字病院

関東 09010 小泉大とちぎメディカルセンターしもつが

関東 09011 鈴木正徳菅間記念病院

関東 09012 熊野秀俊宇都宮記念病院

関東 09013 鈴木裕国際医療福祉大学病院

関東 10001 桑野博行 調憲群馬大学医学部附属病院

関東 10002 保田尚邦伊勢崎市民病院

関東 10003 尾嶋仁群馬県立がんセンター

関東 10004 宮崎達也前橋赤十字病院

関東 10005 西田保二群馬県済生会前橋病院

関東 10006 内藤浩群馬中央病院

関東 10007 石崎政利公立藤岡総合病院

関東 10011 待木雄一桐生厚生総合病院

関東 10014 小川哲史国立病院機構高崎総合医療センター

関東 10015 林浩二太田記念病院

関東 10016 岩崎茂公立館林厚生病院

関東 11001 上野秀樹防衛医科大学校病院

関東 11002 篠塚望埼玉医科大学病院

関東 11003 中村純一さいたま赤十字病院

関東 11004 山藤和夫さいたま市立病院

関東 11005 川島吉之埼玉県立がんセンター

関東 11008 石塚裕人国立病院機構埼玉病院

関東 11009 石川文彦深谷赤十字病院

関東 11010 石田秀行埼玉医科大学総合医療センター

関東 11011 大原守貴春日部市立医療センター

関東 11012 大矢正俊獨協医科大学埼玉医療センター

関東 11013 西岡良薫草加市立病院

関東 11014 若林剛上尾中央総合病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

関東 11015 力山敏樹自治医科大学附属さいたま医療センター

関東 11016 行方浩二越谷市立病院

関東 11017 北順二熊谷総合病院

関東 11018 佐藤雅彦済生会川口総合病院

関東 11019 高橋禎人北里大学メディカルセンター

関東 11020 中林幸夫川口市立医療センター

関東 11021 長谷川久美医療法人顕正会蓮田病院

関東 11023 堤謙二社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院

関東 11024 望月智行医療法人財団献心会川越胃腸病院

関東 11025 金達浩東大宮メディカルセンター

関東 11026 石井博丸山記念総合病院

関東 11028 頼木領新座志木中央総合病院

関東 11029 塩谷猛さいたま市民医療センター

関東 11030 五関謹秀秀和綜合病院

関東 11031 桜本信一 山口茂樹 岡本光順埼玉医科大学国際医療センター

関東 11033 志村国彦東埼玉総合病院

関東 11034 井上達夫上福岡総合病院

関東 11035 寿美哲生戸田中央総合病院

関東 11039 吉松和彦栗橋病院

関東 11040 村田順ＴＭＧあさか医療センター

関東 11041 福田千文イムス三芳総合病院

関東 11042 志田晴彦新久喜総合病院

関東 12001 大塚将之 松原久裕千葉大学医学部附属病院

関東 12002 松井淳一東京歯科大学市川総合病院

関東 12003 森嶋友一国立病院機構千葉医療センター

関東 12004 鍋谷圭宏 高山亘千葉県がんセンター

関東 12005 高石聡医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター

関東 12009 海保隆国保直営総合病院君津中央病院

関東 12010 尾形章松戸市立総合医療センター

関東 12011 岡屋智久済生会習志野病院

関東 12012 清水善明成田赤十字病院

関東 12013 夏目俊之船橋市立医療センター

関東 12014 大塚恭寛独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院

関東 12015 冨樫順一国保旭中央病院

関東 12016 篠原靖志さんむ医療センター

関東 12017 宇田川郁夫千葉労災病院

関東 12018 石崎陽一順天堂大学附属浦安病院

関東 12019 吉岡茂千葉市立海浜病院

関東 12021 幸田圭史帝京大学ちば総合医療センター

関東 12022 溝上賢東京ベイ・浦安市川医療センター



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

関東 12023 宮崎正二郎谷津保健病院

関東 12024 岡住慎一東邦大学医療センター佐倉病院

関東 12025 伊藤雅昭 後藤田直人 木下敬弘 藤田武郎国立がん研究センター東病院

関東 12027 宮下正夫日本医科大学千葉北総病院

関東 12028 草薙洋亀田総合病院

関東 12029 松葉芳郎千葉中央メディカルセンター

関東 12030 三澤健之東京慈恵会医科大学附属柏病院

関東 12031 吉井克己小張総合病院

関東 12032 山本宏千葉県立佐原病院

関東 12033 緒方賢司千葉西総合病院

関東 12034 山本順司新東京病院

関東 12036 諏訪達志柏厚生総合病院

関東 12037 新井田達雄東京女子医大八千代医療センター

関東 12038 松尾亮太医療法人財団明理会新松戸中央総合病院

関東 12039 小池直人聖隷佐倉市民病院

関東 12041 河村裕医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院

関東 12042 加納宣康医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院

関東 12043 谷﨑裕志医療法人社団誠高会おおたかの森病院

関東 12044 藤井正一国際医療福祉大学市川病院

関東 12045 牧野治文鎌ケ谷総合病院

関東 12046 井上和人行徳総合病院

関東 13001 成高義彦東京女子医科大学東医療センター

関東 13002 斉田芳久東邦大学医療センター大橋病院

関東 13003 高山忠利日本大学医学部附属板橋病院

関東 13004 林成興日本大学病院

関東 13005 北川雄光慶應義塾大学病院

関東 13006 田邉稔東京医科歯科大学医学部附属病院

関東 13007 船橋公彦東邦大学医療センター大森病院

関東 13008 村上雅彦昭和大学病院

関東 13011 梶山美明 川崎誠治 坂本一博 福永哲順天堂大学医学部附属病院

関東 13012 森俊幸杏林大学医学部付属病院

関東 13013 土田明彦東京医科大学病院

関東 13014 矢永勝彦東京慈恵会医科大学附属病院

関東 13015 岡本友好東京慈恵会医科大学附属第三病院

関東 13016 吉田和彦東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

関東 13017 長谷川潔 石原聡一郎 瀬戸泰之東京大学医学部附属病院

関東 13018 山本雅一東京女子医科大学病院

関東 13019 福島亮治帝京大学医学部附属病院

関東 13020 吉田寛日本医科大学付属病院

関東 13021 河地茂行東京医科大学八王子医療センター



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

関東 13022 釣田義一郎東京大学医科学研究所附属病院

関東 13024 永岡栄日本赤十字社医療センター

関東 13025 高松督武蔵野赤十字病院

関東 13026 柳田修佼成病院

関東 13028 大東誠司聖路加国際病院

関東 13029 針原康NTT東日本関東病院

関東 13030 太田岳洋公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院

関東 13031 山形誠一地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター

関東 13033 井石秀明緑野会東京品川病院

関東 13034 石井良幸北里大学北里研究所病院

関東 13035 寺島裕夫東京逓信病院

関東 13037 小林宏寿東京都立広尾病院

関東 13038 柴崎正幸東京山手メディカルセンター

関東 13039 村山道典自衛隊中央病院

関東 13040 宇田川晴司国家公務員共済組合連合会虎の門病院

関東 13041 高橋慶一がん・感染症センター都立駒込病院

関東 13042 鳥海史樹東京都済生会中央病院

関東 13043 真栄城剛東京都立墨東病院

関東 13044 小林隆三井記念病院

関東 13045 渡邊雅之癌研有明病院

関東 13046 山田和彦国立国際医療研究センター病院

関東 13047 磯部陽独立行政法人国立病院機構東京医療センター

関東 13048 大幸宏幸 片井均 志田大 島田和明国立がん研究センター中央病院

関東 13049 森田泰弘東京都立多摩総合医療センター

関東 13051 平田勝JR東京総合病院

関東 13052 根東順子三楽病院

関東 13053 皆川正己東京労災病院

関東 13056 牧野浩司日本医科大学多摩永山病院

関東 13057 山口浩和公立昭和病院

関東 13058 井上晴洋昭和大学江東豊洲病院

関東 13060 伊藤豊独立行政法人国立病院機構災害医療センター

関東 13061 吉村哲規東京都立大塚病院

関東 13062 落合匠東部地域病院

関東 13063 原田信比古八王子消化器病院

関東 13064 河原正樹関東中央病院

関東 13065 栗原直人練馬総合病院

関東 13066 亀山哲章立川病院

関東 13068 梁英樹至誠会第二病院

関東 13070 加藤博久江東病院

関東 13071 桂川秀雄多摩南部地域病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

関東 13072 次田正公立福生病院

関東 13073 畑中正行板橋中央総合病院

関東 13074 佐藤栄吾大久保病院

関東 13075 大村孝志社会医療法人財団大和会東大和病院

関東 13076 吉田卓義練馬光が丘病院

関東 13077 福田晃豊島病院

関東 13079 正木幸善青梅市立総合病院

関東 13080 栗籐克巳板橋区医師会病院

関東 13081 池田義毅公益財団法人結核予防会複十字病院

関東 13082 黒岩厚二郎東京都健康長寿医療センター

関東 13084 保谷芳行町田市民病院

関東 13085 中嶋昭日産厚生会玉川病院

関東 13086 齋藤淳一稲城市立病院

関東 13087 児島邦明順天堂大学医学部附属練馬病院

関東 13088 天野正弘東京北医療センター

関東 13089 五藤倫敏日本私立学校振興・共済事業団・東京臨海病院

関東 13090 池田佳史国際医療福祉大学三田病院

関東 13094 逢坂由昭厚生中央病院

関東 13096 小関啓太社会医療法人社団慈生会等潤病院

関東 13097 高浜龍彦明理会中央総合病院

関東 13098 野村栄治東海大学医学部付属八王子病院

関東 13100 鈴木隆文佐々総合病院

関東 13101 島津元秀多摩丘陵病院

関東 14001 田中邦哉昭和大学藤が丘病院

関東 14002 利野靖 遠藤格公立大学法人横浜市立大学附属病院

関東 14003 小澤壯治東海大学医学部付属病院

関東 14004 谷口桂三帝京大学医学部附属溝口病院

関東 14006 谷合信彦日本医科大学武蔵小杉病院

関東 14007 大坪毅人聖マリアンナ医科大学病院

関東 14008 渡邊昌彦北里大学病院

関東 14009 舛井秀宣国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

関東 14010 仲野明藤沢市民病院

関東 14011 関戸仁横浜医療センター

関東 14012 市東昌也川崎市立川崎病院

関東 14013 小金井一隆横浜市立市民病院

関東 14015 佐伯博行横浜南共済病院

関東 14016 清家和裕小田原市立病院

関東 14017 福島忠男恩賜財団済生会横浜市南部病院

関東 14018 森永聡一郎神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター

関東 14019 江川智久社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

関東 14020 嶋田昌彦一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院

関東 14021 中川基人平塚市民病院

関東 14022 羽鳥慎祐平塚共済病院

関東 14023 田嶋勇介関東労災病院

関東 14025 有沢淑人川崎市立井田病院

関東 14026 亀田久仁郎横須賀市立市民病院

関東 14029 森隆弘国立病院機構相模原病院

関東 14030 國崎主税 木村英明公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

関東 14031 壁島康郎伊勢原協同病院

関東 14032 篠藤浩一横浜労災病院

関東 14033 國場幸均聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

関東 14035 佐藤道夫国際親善総合病院

関東 14038 渡邊透横浜栄共済病院

関東 14039 杉田光隆横浜市立みなと赤十字病院

関東 14040 杉田輝地山近記念総合病院

関東 14041 嶋村和彦横浜総合病院

関東 14042 萩原英之ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院

関東 14043 高坂佳宏東名厚木病院

関東 14045 日髙英二相模原協同病院

関東 14046 石田文生昭和大学横浜市北部病院

関東 14047 五代天偉藤沢湘南台病院

関東 14048 新海宏茅ヶ崎市立病院

関東 14049 三松謙司独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院

関東 14051 長田俊一大船中央病院

関東 14052 山崎將人川崎幸病院

関東 14053 神康之秦野赤十字病院

関東 14054 上向伸幸横浜保土ケ谷中央病院

関東 14055 桜井嘉彦医療法人社団康心会湘南東部総合病院

関東 14056 嘉悦勉菊名記念病院

関東 14057 菅沼利行横須賀市立うわまち病院

関東 14058 松本匡史横浜旭中央総合病院

関東 14060 朝倉武士川崎市立多摩病院

関東 14061 渡部通章厚木市立病院

関東 14062 田辺義明新百合ヶ丘総合病院

関東 14063 柏木宏之湘南鎌倉総合病院

関東 14064 齊藤修治横浜新緑総合病院

関東 15001 若井俊文新潟大学医歯学総合病院

関東 15002 谷達夫長岡赤十字病院

関東 15003 中川悟新潟県立がんセンター新潟病院

関東 15004 新国恵也長岡中央綜合病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

関東 15005 山崎俊幸新潟市民病院

関東 15006 田中典生新潟県立新発田病院

関東 15008 青野高志新潟県立中央病院

関東 15009 植木匡柏崎総合医療センター

関東 15010 酒井靖夫済生会新潟第二病院

関東 15011 長谷川潤新潟県立吉田病院

関東 15015 林達彦新潟県厚生連村上総合病院

関東 15017 蛭川浩史立川メディカルセンター立川綜合病院

関東 15018 黒﨑功新潟白根総合病院

関東 15019 小杉伸一新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院

関東 19001 市川大輔山梨大学医学部附属病院

関東 19002 飯室勇二山梨県立中央病院

関東 19003 小沢俊総独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院

関東 19005 松田政徳富士吉田市立病院

関東 19006 吉田正史甲府共立病院

中部 16001 藤井努富山大学附属病院

中部 16002 藪下和久高岡市民病院

中部 16003 酒徳光明市立砺波総合病院

中部 16004 角谷直孝独立行政法人労働者健康福祉機構富山労災病院

中部 16005 藤村隆富山市立富山市民病院

中部 16006 清水康一富山県立中央病院

中部 16007 桐山正人黒部市民病院

中部 16008 原拓央富山県厚生連高岡病院

中部 16009 佐々木正寿富山赤十字病院

中部 16011 清水哲朗富山県済生会富山病院

中部 16012 吉田徹富山県済生会高岡病院

中部 17002 太田哲生 伏田幸夫 森山秀樹金沢大学附属病院

中部 17003 小坂健夫金沢医科大学病院

中部 17004 伴登宏行石川県立中央病院

中部 17005 鎌田徹恵寿総合病院

中部 17006 萱原正都独立行政法人国立病院機構金沢医療センター

中部 17008 藤岡重一国民健康保険小松市民病院

中部 17009 吉光裕医療法人社団和楽仁芳珠記念病院

中部 17010 能登正浩公立松任石川中央病院

中部 17011 牛島聡公立能登総合病院

中部 17012 中野達夫浅ノ川総合病院

中部 17014 龍澤泰彦済生会金沢病院

中部 17016 三上和久石川勤医協城北病院

中部 17017 二上文夫金沢赤十字病院

中部 17019 黒阪慶幸加賀市医療センター



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

中部 18001 五井孝憲福井大学医学部附属病院

中部 18002 道傳研司福井県立病院

中部 18003 広瀬由紀福井赤十字病院

中部 18004 三井毅福井県済生会病院

中部 18006 菅野元喜杉田玄白記念公立小浜病院

中部 18009 石田誠公立丹南病院

中部 20001 宮川眞一信州大学医学部附属病院

中部 20002 久保直樹長野県立信州医療センター

中部 20003 小池祥一郎独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター

中部 20004 丸山起誉幸諏訪赤十字病院

中部 20006 袖山治嗣長野赤十字病院

中部 20008 藍澤喜久雄JA長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター

中部 20009 山田博之長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院

中部 20010 宮本英雄長野厚生連篠ノ井総合病院

中部 20012 中山中伊那中央病院

中部 20013 田内克典相澤病院

中部 20014 金子源吾飯田市立病院

中部 20015 石坂克彦飯山赤十字病院

中部 20016 宗像康博長野市民病院

中部 20017 松下啓二安曇野赤十字病院

中部 20018 織井崇昭和伊南総合病院

中部 20020 三輪史郎岡谷市民病院

中部 20021 桐井靖松本市立病院

中部 20022 本田晴康健和会病院

中部 20023 和城光庸長野中央病院

中部 21001 久米真朝日大学病院

中部 21002 村瀬勝俊 吉田和弘岐阜大学医学部附属病院

中部 21003 山田誠岐阜市民病院

中部 21004 河合雅彦地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

中部 21005 日比健志東海中央病院

中部 21006 關野考史社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院

中部 21007 梶川真樹岐阜県立多治見病院

中部 21009 前田敦行大垣市民病院

中部 21013 井上総一郎中濃厚生病院

中部 21014 白子隆志高山赤十字病院

中部 21015 林昌俊岐阜赤十字病院

中部 21016 飯田辰美岐阜県厚生連西美濃厚生病院

中部 21018 今井直基木沢記念病院

中部 21020 安藤修久東濃厚生病院

中部 21022 片桐義文郡上市民病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

中部 21023 小林聡久美愛厚生病院

中部 22001 竹内裕也浜松医科大学医学部附属病院

中部 22002 大場範行静岡県立総合病院

中部 22003 西脇由朗浜松医療センター

中部 22004 小林靖幸社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

中部 22005 高林直記焼津市立総合病院

中部 22007 寺崎正起静岡済生会総合病院

中部 22008 鈴木昌八磐田市立総合病院

中部 22009 和田英俊市立島田市民病院

中部 22010 前田賢人静岡市立静岡病院

中部 22012 佐藤浩一順天堂大学医学部附属静岡病院

中部 22014 中野浩国立病院機構静岡医療センター

中部 22015 中村利夫藤枝市立総合病院

中部 22016 荻野和功聖隷三方原病院

中部 22018 丸尾啓敏静岡市立清水病院

中部 22020 川辺昭浩富士宮市立病院

中部 22023 福長徹沼津市立病院

中部 22025 大貫義則菊川市立総合病院

中部 22026 上坂克彦静岡県立静岡がんセンター

中部 22027 水上泰延JA静岡厚生連遠州病院

中部 22028 梶本徹也富士市立中央病院

中部 22029 京兼隆典中東遠総合医療センター

中部 22030 川村武医療法人社団秀峰会川村病院

中部 22031 佐藤太一聖隷沼津病院

中部 23001 佐野力愛知医科大学病院

中部 23002 宇山一朗藤田保健衛生大学病院

中部 23003 梛野正人 小寺泰弘名古屋大学医学部付属病院

中部 23004 瀧口修司名古屋市立大学病院

中部 23005 堀口明彦藤田医科大学ばんたね病院

中部 23007 山口竜三春日井市民病院

中部 23008 矢口豊久愛知県厚生連海南病院

中部 23009 大河内治公立陶生病院

中部 23010 竹田伸独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

中部 23011 藤竹信一西尾市民病院

中部 23012 河野弘名古屋掖済会病院

中部 23013 森俊明岡崎市民病院

中部 23014 田中守嗣刈谷豊田総合病院

中部 23015 三宅秀夫名古屋第一赤十字病院

中部 23017 橋本瑞生独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院

中部 23018 望月能成小牧市民病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

中部 23019 清水泰博愛知県がんセンター中央病院

中部 23020 阪井満一宮市立市民病院

中部 23021 寺西太豊川市民病院

中部 23022 石榑清江南厚生病院

中部 23023 平松和洋豊橋市民病院

中部 23025 新井利幸愛知県厚生連安城更生病院

中部 23026 川井覚津島市民病院

中部 23027 尾上重巳稲沢市民病院

中部 23031 坂本英至名古屋第二赤十字病院

中部 23032 市原透独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

中部 23033 越川克己名古屋記念病院

中部 23034 小林裕幸名鉄病院

中部 23035 杢野泰司社会医療法人財団新和会八千代病院

中部 23036 辻秀樹トヨタ記念病院

中部 23038 山本英夫東海病院

中部 23039 林英司独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院

中部 23040 久留宮康浩愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院

中部 23043 岡田禎人半田市立半田病院

中部 23045 上松俊夫国家公務員共済組合連合会名城病院

中部 23046 木村保則名古屋セントラル病院

中部 23047 桑原義之名古屋市立西部医療センター

中部 23050 高野学独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院

中部 23051 宇野雄祐社会医療法人宏潤会大同病院

中部 23052 長野郁夫碧南市民病院

中部 23053 柴田康行名古屋市立東部医療センター

中部 23056 村元雅之愛知厚生農業協同組合連合会知多厚生病院

中部 23057 安藤拓也医療法人社団以心会中野胃腸病院

中部 23058 坂本雅樹名古屋徳洲会総合病院

中部 23059 青野景也公立西知多総合病院

中部 23060 笹本彰紀一宮西病院

中部 23061 板津慶太総合上飯田第一病院

中部 23062 築山吾朗総合病院南生協病院

中部 24001 伊佐地秀司 楠正人 内田恵一三重大学医学部附属病院

中部 24004 田端正己三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院

中部 24005 蜂須賀丈博市立四日市病院

中部 24007 楠田司伊勢赤十字病院

中部 24009 田岡大樹厚生連鈴鹿中央総合病院

中部 24010 下村誠松阪市民病院

中部 24011 横井一国立病院機構三重中央医療センター

中部 24013 勝峰康夫三重県立志摩病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

中部 24014 井上靖浩遠山病院

中部 24015 三木誓雄伊賀市立上野総合市民病院

中部 24016 梅枝覚四日市社会保険病院

中部 24017 毛利靖彦地方独立行政法人三重県立総合医療センター

中部 24021 冨田隆鈴鹿回生病院

中部 24022 岡田祐二三重県北医療センターいなべ総合病院

中部 24023 町支秀樹 登内仁桑名市総合医療センター

近畿 25001 谷眞至 清水智治滋賀医科大学医学部附属病院

近畿 25002 財間正純滋賀県立総合病院

近畿 25003 塩見尚礼長浜赤十字病院

近畿 25004 中右雅之公立甲賀病院

近畿 25005 光吉明大津市民病院

近畿 25006 平良薫市立長浜病院

近畿 25007 川部篤彦根市立病院

近畿 25008 土井隆一郎大津赤十字病院

近畿 25009 増山守済生会滋賀県病院

近畿 25010 中野且敬近江八幡市立総合医療センター

近畿 25013 平野正満草津総合病院

近畿 25014 目片英治東近江総合医療センター

近畿 25015 武田佳久高島市民病院

近畿 26001 大辻英吾京都府立医科大学附属病院

近畿 26002 坂井義治京都大学医学部附属病院

近畿 26003 山本栄司京都市立病院

近畿 26004 猪飼伊和夫国立病院機構京都医療センター

近畿 26005 間中大京都桂病院

近畿 26007 塩飽保博京都第一赤十字病院

近畿 26008 谷口弘毅京都第二赤十字病院

近畿 26009 落合登志哉京都府立医科大学附属北部医療センター

近畿 26012 荒金英樹愛生会山科病院

近畿 26014 能見伸八郎京都鞍馬口医療センター

近畿 26016 山岡延樹京都中部総合医療センター

近畿 26020 荒木吉朗洛和会音羽病院

近畿 26024 清水義博京都岡本記念病院

近畿 26026 仲井理宇治徳洲会病院

近畿 26027 山口真彦武田病院

近畿 26029 藤信明社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院

近畿 26030 陳孟鳳京都民医連中央病院

近畿 27001 土岐祐一郎大阪大学医学部附属病院

近畿 27002 井上健太郎関西医科大学附属病院

近畿 27003 吉岡和彦関西医科大学総合医療センター



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

近畿 27004 大平雅一 久保正二大阪市立大学医学部附属病院

近畿 27005 内山和久大阪医科大学附属病院

近畿 27006 安田卓司 竹山宜典 奥野清隆近畿大学医学部附属病院

近畿 27007 妙中直之住友病院

近畿 27008 山田晃正地方独立行政法人市立東大阪医療センター

近畿 27009 金谷誠一郎大阪赤十字病院

近畿 27010 左近賢人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター

近畿 27011 堂野恵三市立豊中病院

近畿 27012 長谷川順一独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院

近畿 27013 谷口英治大手前病院

近畿 27014 寺嶋宏明公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

近畿 27015 田中賢一大阪府済生会中津病院

近畿 27016 池田公正箕面市立病院

近畿 27017 赤松大樹大阪警察病院

近畿 27018 澤田隆吾和泉市立総合医療センター

近畿 27019 前田清大阪市立総合医療センター

近畿 27020 関本貢嗣国立病院機構大阪医療センター

近畿 27021 山下晋也日本生命病院

近畿 27022 辰巳満俊星ヶ丘医療センター

近畿 27023 野口明則松下記念病院

近畿 27024 寒原芳浩済生会吹田病院

近畿 27025 岩瀬和裕大阪急性期・総合医療センター

近畿 27026 戸口景介耳原総合病院

近畿 27027 足立幸人社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院

近畿 27028 山道啓吾大阪府済生会泉尾病院

近畿 27029 河本泉関西電力病院

近畿 27030 藤田淳也堺市立総合医療センター

近畿 27031 山崎芳郎独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院

近畿 27032 金浩敏りんくう総合医療センター

近畿 27034 戎井力市立吹田市民病院

近畿 27037 野口浩平泉大津市立病院

近畿 27038 堀内哲也国立病院機構大阪南医療センター

近畿 27039 大西直NTT西日本大阪病院

近畿 27040 大東弘明大阪府済生会千里病院

近畿 27041 赤見敏和大阪鉄道病院

近畿 27042 豊川晃弘淀川キリスト教病院

近畿 27043 鍛利幸岸和田市民病院

近畿 27044 荻野信夫大阪府済生会富田林病院

近畿 27045 辻仲利政市立貝塚病院

近畿 27050 竹村雅至南大阪病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

近畿 27051 牧本伸一郎岸和田徳洲会病院

近畿 27052 森田眞照市立ひらかた病院

近畿 27053 松山仁八尾市立病院

近畿 27054 内間恭武府中病院

近畿 27056 亀山雅男ベルランド総合病院

近畿 27058 柴田邦隆市立池田病院

近畿 27059 中尾照逸医療法人宝生会PL病院

近畿 27060 小川淳宏社会医療法人きつこう会多根総合病院

近畿 27061 山中英治社会医療法人若弘会若草第一病院

近畿 27062 上西崇弘医療法人藤井会石切生喜病院

近畿 27063 徳原太豪浅香山病院

近畿 27064 高塚聡大阪市立十三市民病院

近畿 27065 田畑智丈第一東和会病院

近畿 27066 丸山憲太郎彩樹守口敬仁会病院

近畿 27067 寺岡均社会医療法人ペガサス馬場記念病院

近畿 27068 岡田憲幸千船病院

近畿 27069 葛城邦浩東住吉森本病院

近畿 27070 新田敏勝春秋会城山病院

近畿 27071 松田康雄八尾徳洲会総合病院

近畿 27073 堀武治市立柏原病院

近畿 27076 河村史朗大阪府済生会茨木病院

近畿 27077 中田英二鳳胃腸病院

近畿 27078 川崎健太郎高槻病院

近畿 27079 蓮池康徳医誠会病院

近畿 28001 福本巧 掛地吉弘神戸大学医学部附属病院

近畿 28002 藤元治朗 冨田尚裕 篠原尚 池内浩基兵庫医科大学病院

近畿 28005 根津理一郎西宮市立中央病院

近畿 28006 東山洋社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院

近畿 28007 大島聡近畿中央病院

近畿 28008 大鶴実神戸掖済会病院

近畿 28009 村田幸平独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院

近畿 28010 岸真示独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院

近畿 28011 坪野充彦豊岡病院

近畿 28012 甲斐恭平姫路赤十字病院

近畿 28013 阪倉長平地方独立行政法人明石市立市民病院

近畿 28014 小林研二兵庫県立西宮病院

近畿 28015 貝原聡神戸市立医療センター中央市民病院

近畿 28016 富永正寛兵庫県立がんセンター

近畿 28017 宮本勝文兵庫県立淡路医療センター

近畿 28018 岩﨑武独立行政法人国立病院機構神戸医療センター



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

近畿 28019 佐藤誠二国立病院機構姫路医療センター

近畿 28020 渡部宜久高砂市民病院

近畿 28021 具英成甲南病院

近畿 28022 谷川隆彦川崎病院

近畿 28023 田村淳兵庫県立尼崎総合医療センター

近畿 28025 森田俊治市立伊丹病院

近畿 28026 横山正赤穂市民病院

近畿 28027 山本満雄神戸市立医療センター西市民病院

近畿 28029 豊田暢彦姫路中央病院

近畿 28032 中村毅兵庫県立加古川医療センター

近畿 28034 中川登神戸中央病院

近畿 28035 平井隆二社会医療法人財団聖フランシスコ会姫路聖マリア病院

近畿 28036 黒田暢一宝塚市立病院

近畿 28037 京極高久西神戸医療センター

近畿 28040 塚本好彦一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院

近畿 28042 佐溝政広三田市民病院

近畿 28043 廣吉基己済生会兵庫県病院

近畿 28044 黒田大介北播磨総合医療センター

近畿 28045 山崎良定公立宍粟総合病院

近畿 28046 柳秀憲 相原司医療法人明和病院

近畿 28048 中口和則市立川西病院

近畿 28050 酒井哲也製鉄記念広畑病院

近畿 28052 門脇嘉彦神戸赤十字病院

近畿 28053 小南裕明明石医療センター

近畿 28054 生田肇市立加西病院

近畿 28055 伊藤卓資西脇市立西脇病院

近畿 28056 金田邦彦加古川中央市民病院

近畿 29001 庄雅之奈良県立医科大学附属病院

近畿 29002 吉村玄浩天理よろづ相談所病院

近畿 29003 高済峯奈良県立病院機構奈良県総合医療センター

近畿 29004 青松幸雄済生会中和病院

近畿 29005 稻葉征四郎市立奈良病院

近畿 29006 渡辺明彦奈良県西和医療センター

近畿 29007 池西一海済生会御所病院

近畿 29008 井上雅智近畿大学医学部奈良病院

近畿 29009 岡村隆仁大和高田市立病院

近畿 29010 今村卓司大和郡山病院

近畿 29011 久永倫聖済生会奈良病院

近畿 29012 吉川周作土庫病院

近畿 30001 山上裕機和歌山県立医科大学附属病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

近畿 30002 山出尚久新宮市立医療センター

近畿 30003 山下好人日本赤十字社和歌山医療センター

近畿 30004 坂田好史橋本市民病院

近畿 30005 山邉和生紀南病院

近畿 30006 小林康人和歌山労災病院

近畿 30007 森一成公立那賀病院

近畿 30008 堀田司独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

中国四国 31001 藤原義之鳥取大学医学部附属病院

中国四国 31002 中村誠一鳥取県立中央病院

中国四国 31003 西土井英昭鳥取赤十字病院

中国四国 31004 野坂仁愛山陰労災病院

中国四国 31005 大石正博鳥取市立病院

中国四国 31006 角賢一博愛病院

中国四国 31007 奈賀卓司独立行政法人国立病院機構米子医療センター

中国四国 31008 西江浩鳥取県立厚生病院

中国四国 32001 田島義証島根大学医学部附属病院

中国四国 32002 北角泰人松江赤十字病院

中国四国 32003 若月俊郎松江市立病院

中国四国 32004 金澤旭宣島根県立中央病院

中国四国 32005 塩田摂成益田赤十字病院

中国四国 32006 内田正昭松江生協病院

中国四国 32008 栗栖泰郎国立病院機構浜田医療センター

中国四国 33001 猶本良夫川崎医科大学総合医療センター

中国四国 33002 上野富雄川崎医科大学附属病院

中国四国 33003 藤原俊義岡山大学病院

中国四国 33004 池田英二岡山赤十字病院

中国四国 33005 三村哲重岡山済生会総合病院

中国四国 33006 繁光薫一般財団法人津山慈風会津山中央病院

中国四国 33007 太田徹哉国立病院機構岡山医療センター

中国四国 33008 河本和幸公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

中国四国 33009 石崎雅浩岡山労災病院

中国四国 33010 松本剛昌倉敷成人病センター

中国四国 33011 松田忠和天和会松田病院

中国四国 33012 横山伸二岡山市立市民病院

中国四国 33013 磯崎博司おおもと病院

中国四国 34001 村上義昭 大段秀樹 濱井洋一広島大学病院

中国四国 34002 板本敏行県立広島病院

中国四国 34003 中原雅浩厚生連尾道総合病院

中国四国 34004 坂下吉弘国家公務員共済組合連合会広島記念病院

中国四国 34005 松田裕之広島赤十字病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

中国四国 34006 田代裕尊国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター

中国四国 34007 平林直樹広島市立安佐市民病院

中国四国 34010 塩崎滋弘広島市立病院機構広島市立広島市民病院

中国四国 34011 稲垣優国立病院機構福山医療センター

中国四国 34012 先本秀人中国労災病院

中国四国 34014 村田年弘尾道市立市民病院

中国四国 34015 高倉範尚福山市民病院

中国四国 34018 矢野将嗣ＪＲ広島病院

中国四国 34019 住元一夫広島県厚生連吉田総合病院

中国四国 34020 亀田彰済生会広島病院

中国四国 34021 高橋忠照国立病院機構東広島医療センター

中国四国 34022 津村裕昭広島市立舟入市民病院

中国四国 34024 佐々木秀広島県厚生連ＪＡ広島総合病院

中国四国 34025 赤木真治マツダ株式会社マツダ病院

中国四国 34027 内藤浩之市立三次中央病院

中国四国 35001 原田栄二郎 永野浩昭山口大学医学部附属病院

中国四国 35002 久保秀文独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院

中国四国 35003 大谷和広下関市立市民病院

中国四国 35004 福田進太郎宇部興産中央病院

中国四国 35005 青木秀樹独立行政法人国立病院機構岩国医療センター

中国四国 35006 山中直樹山口赤十字病院

中国四国 35007 須藤隆一郎山口県立総合医療センター

中国四国 35009 三浦修一般財団法人防府消化器病センター防府胃腸病院

中国四国 35013 林弘人国立病院機構関門医療センター

中国四国 35014 内山哲史岩国市医療センター

中国四国 35015 徳久善弘下関医療センター

中国四国 35016 長谷川博康山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院

中国四国 36001 島田光生 丹黒章徳島大学病院

中国四国 36002 三宅秀則徳島市民病院

中国四国 36003 沖津宏徳島赤十字病院

中国四国 36004 八木淑之徳島県立中央病院

中国四国 36005 三浦連人吉野川医療センター

中国四国 36006 吉田禎宏阿南共栄病院

中国四国 36007 坂東儀昭徳島県鳴門病院

中国四国 37001 鈴木康之香川大学医学部附属病院

中国四国 37002 福田洋高松市立みんなの病院

中国四国 37003 村岡篤労働者健康安全機構香川労災病院

中国四国 37006 大橋龍一郎香川県立中央病院

中国四国 37007 宇高徹総三豊総合病院

中国四国 37008 前場隆志独立行政法人地域医療機能推進機構りつりん病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

中国四国 37009 岡田節雄坂出市立病院

中国四国 37010 若林久男香川県済生会病院

中国四国 38001 渡部祐司 高田泰次愛媛大学医学部附属病院

中国四国 38002 西﨑隆松山赤十字病院

中国四国 38003 河田直海松山市民病院

中国四国 38004 野崎功雄国立病院機構四国がんセンター

中国四国 38005 河﨑秀樹愛媛県立中央病院

中国四国 38006 梶原伸介市立宇和島病院

中国四国 38008 松野剛社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

中国四国 38009 松尾嘉禮十全総合病院

中国四国 38010 小橋研太済生会西条病院

中国四国 38012 石川正志四国中央病院

中国四国 38013 花岡俊仁住友別子病院

中国四国 39001 花﨑和弘 溝渕俊二 小林道也高知大学医学部附属病院

中国四国 39004 北村龍彦社会医療法人近森会近森病院

中国四国 39005 福山充俊国立病院機構高知病院

中国四国 39006 谷田信行高知赤十字病院

中国四国 39007 中村敏夫高知医療センター

中国四国 39008 桑原道郎幡多けんみん病院

九州 40001 平田敬治産業医科大学病院

九州 40002 長谷川傑福岡大学病院

九州 40003 中村雅史 吉住朋晴九州大学病院

九州 40004 赤木由人久留米大学病院

九州 40005 中房祐司福岡赤十字病院

九州 40006 末吉晋大牟田市立病院

九州 40007 長谷川博文済生会八幡総合病院

九州 40008 梶山潔飯塚病院

九州 40009 坂口善久 高見裕子国立病院機構九州医療センター

九州 40010 石川幹真社会医療法人製鉄記念八幡病院

九州 40011 藤也寸志独立行政法人国立病院機構九州がんセンター

九州 40012 一宮仁浜の町病院

九州 40013 西原一善北九州市立医療センター

九州 40014 堤宣翁国立病院機構小倉医療センター

九州 40015 田中明小倉記念病院

九州 40016 村上直孝独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院

九州 40018 木戸川秀生北九州市立八幡病院

九州 40019 田中裕穂社会保険田川病院

九州 40020 緒方俊郎聖マリア病院

九州 40021 難波江俊永地域医療機能推進機構九州病院

九州 40024 平城守公立八女総合病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

九州 40025 福山時彦独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院

九州 40026 佐田正之医療法人佐田厚生会佐田病院

九州 40027 前川隆文福岡大学筑紫病院

九州 40029 定永倫明福岡県済生会福岡総合病院

九州 40030 高尾貴史社会医療法人天神会新古賀病院

九州 40031 東秀史福岡市民病院

九州 40032 藤井輝彦朝倉医師会病院

九州 40033 乗富智明福岡徳洲会病院

九州 40034 池田陽一公立学校共済組合九州中央病院

九州 40035 大賀丈史国立病院機構福岡東医療センター

九州 40036 西中秀和新小倉病院

九州 40038 渕野泰秀白十字病院

九州 40040 荒木靖三大腸肛門病センターくるめ病院

九州 40041 三好修公益社団法人地域医療振興協会飯塚市立病院

九州 40042 谷脇智戸畑共立病院

九州 40043 永田直幹社会医療法人北九州病院北九州総合病院

九州 40044 小林毅一郎千早病院

九州 40045 前川宗一郎宗像医師会病院

九州 40046 当間宏樹原三信病院

九州 40047 藤田博正福岡和白病院

九州 41001 能城浩和佐賀大学医学部附属病院

九州 41002 田中聡也地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

九州 41003 湯ノ谷誠二唐津赤十字病院

九州 41005 円城寺昭人国立病院機構佐賀病院

九州 41006 山懸基維済生会唐津病院

九州 41007 山本一治伊万里有田共立病院

九州 42001 日高重和 江口晋長崎大学病院

九州 42002 石川啓佐世保市総合医療センター

九州 42003 藤岡ひかる独立行政法人国立病院機構長崎医療センター

九州 42004 原口正史長崎みなとメディカルセンター

九州 42005 國崎真己佐世保中央病院

九州 42006 中﨑隆行日本赤十字社長崎原爆病院

九州 42008 東尚長崎県島原病院

九州 42009 井原司佐世保共済病院

九州 42010 山口広之独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院

九州 42011 岡田和也光晴会病院

九州 43001 馬場秀夫熊本大学医学部附属病院

九州 43003 那須二郎国家公務員共済組合連合会熊本中央病院

九州 43004 富安真二朗熊本労災病院

九州 43005 宮成信友国立病院機構熊本医療センター



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

九州 43006 倉本正文独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院

九州 43008 髙森啓史社会福祉法人恩腸財団済生会熊本病院

九州 43009 杉田裕樹一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター

九州 43010 原田和則天草地域医療センター

九州 43011 平田稔彦熊本赤十字病院

九州 43012 木村正美人吉医療センター

九州 43013 山田一隆高野病院

九州 43015 別府透山鹿市民医療センター

九州 43016 岩永知大荒尾市民病院

九州 44001 三森功士九州大学病院別府病院

九州 44002 猪股雅史大分大学医学部附属病院

九州 44003 川中博文独立行政法人国立病院機構別府医療センター

九州 44004 宇都宮徹大分県立病院

九州 44005 穴井秀明独立行政法人国立病院機構大分医療センター

九州 44007 福澤謙吾大分赤十字病院

九州 44008 折田博之中津市民病院

九州 44010 尾崎邦博大分県済生会日田病院

九州 44011 白鳥敏夫アルメイダ病院

九州 45001 七島篤志宮崎大学医学部附属病院

九州 45002 沖野哲也都城医療センター

九州 45003 上田祐滋宮崎県立宮崎病院

九州 45004 大地哲史宮崎県立延岡病院

九州 45005 谷口正次社会医療法人同心会古賀総合病院

九州 45006 甲斐真弘宮崎市郡医師会病院

九州 45007 岩村威志潤和会記念病院

九州 45008 内山周一郎都城市郡医師会病院

九州 45009 立石雅宏千代田病院

九州 46001 夏越祥次鹿児島大学病院

九州 46002 濱田信男鹿児島市立病院

九州 46003 末永豊邦南風病院

九州 46005 前之原茂穂鹿児島厚生連病院

九州 46006 帆北修一公益財団法人慈愛会今村総合病院

九州 46007 浜之上雅博今給黎総合病院

九州 46008 石崎直樹鹿児島市医師会病院

九州 46009 牧角寛郎サザン・リージョン病院

九州 46011 風呂井彰霧島市立医師会医療センター

九州 46013 井戸弘毅大隅鹿屋病院

九州 46014 菰方輝夫国立病院機構鹿児島医療センター

九州 46015 前田真一県民健康プラザ鹿屋医療センター

九州 47001 西巻正琉球大学医学部附属病院



 地区 No  診療施設名  指導責任者氏名

九州 47002 亀山眞一郎浦添総合病院

九州 47003 村上隆啓沖縄県立中部病院

九州 47006 大嶺靖沖縄赤十字病院

九州 47007 奥島憲彦社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院

九州 47008 照屋剛豊見城中央病院

九州 47009 宮里浩地方独立行政法人那覇市立病院

九州 47010 大城直人社会医療法人敬愛会中頭病院

九州 47011 仲地広美智沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院

九州 47012 尾崎信弘沖縄県立八重山病院


	認定施設指導責任者氏名一覧
	認定施設台帳  (1)

