
独立行政法人国立病院機構北海道 がんセンター
手稲渓仁会病院
勤医協中央病院
秋田大学医学部附属病院
医療法人明和会中通総合病院
秋田県厚生連　平鹿総合病院
秋田県厚生連　由利組合総合病院
岩手県立中央病院
岩手医科大学付属循環器医療センター
岩手県立釜石病院
労働福祉事業団青森労災病院
八戸市立市民病院
弘前大学医学部附属病院
（財）双仁会　青森厚生病院
八戸赤十字病院
社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院
市立函館病院
小樽循環器病院
北海道立小児総合保健センター
医療法人社団新日鐵室蘭総合病院
医療法人社団ｶﾚｽｱﾗｲｱﾝｽ日鋼記念病院
市立室蘭総合病院
札幌医科大学医学部附属病院
市立札幌病院
北海道大学病院
医療法人社団碩心会心臓血管センター 北海道大野病院
医療法人札幌中央病院
医療法人　北海道循環器病院
医療法人愛心館愛心メモリアル病院
医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院
市立旭川病院
帯広厚生病院
医療法人孝人会星が浦病院
名寄市立総合病院
駿河台日本大学病院
国家公務員共済組合連合会　九段坂病院
東京逓信病院
聖路加国際病院
国家公務員共済組合連合会虎の門病院
東京慈恵会医科大学
東京都済生会中央病院
順天堂大学医学部附属順天堂病院
東京医科歯科大学附属病院
日本医科大学附属病院
東京女子医科大学東医療センター
医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院
NTT東日本関東病院
昭和大学病院
医療法人社団松和会池上総合病院
東京都立広尾病院
独立行政法人国立病院機構東京医療センター
東邦大学医学部附属大橋病院
自衛隊中央病院
国立生育医療センター
東京医科大学
慶應義塾大学医学部
東京女子医科大学心臓血圧研究所



立正佼成会付属佼成病院
医療法人財団　河北総合病院
日本大学医学部附属板橋病院
社団明芳会板橋中央総合病院
日本大学医学部附属練馬光が丘病院
日本赤十字社東京支部武蔵野赤十字病院
杏林大学医学部附属病院
公立昭和病院
西東京中央総合病院
国立病院東京災害医療センター
東海大学医学部付属八王子病院
東京医科大学八王子医療センター
青梅市立総合病院
財団法人結核予防会　複十字病院
川崎市立川崎病院
日本医科大学武蔵小杉病院
医療法人財団石心会川崎幸病院
聖マリアンナ医科大学病院
横浜労災病院
北里大学医学部
相模原協同病院
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター
恩賜財団済生会横浜市南部病院
神奈川県立循環器呼吸器病センター
医療法人愛心会葉山ハートセンター
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
医療法人社団公仁会大和成和病院
医療法人社団仁愛会東日本循環器病院
医療法人　柏堤会　戸塚共立第1病院
医療法人　柏堤会　戸塚共立第２病院
医療法人社団愛心会湘南鎌倉総合病院
藤沢市民病院
茅ヶ崎徳洲会総合病院
ふれあい平塚ホスピタル
平塚市民病院
国立病院機構　神奈川病院
東海大学医学部附属病院
千葉大学医学部
千葉市立海浜病院
千葉県救急医療センター
医療法人社団三記東鳳　新東京病院
国保　松戸市立病院
東京歯科大学市川総合病院
東邦大学医学部附属佐倉病院
千葉県循環器病センター
国保君津中央病院
帝京大学医学部附属市原病院
総合病院　土浦協同病院
霞ヶ浦医療センター
水戸赤十字病院
水戸医療センター
茨城県立こども病院
社会福祉法人恩賜財団水戸済生会総合病院
日立製作所　日立総合病院
北茨城市立総合病院
獨協医科大学
栃木県済生会宇都宮病院



足利赤十字病院
自治医科大学附属病院
戸田中央総合病院
埼玉県立小児医療センター
医療法人道心会埼玉東部循環器病院
獨協医科大学越谷病院
埼玉医科大学
医療法人財団　石心会狭山病院
埼玉医科大学総合医療センター
防衛医科大学校病院
埼玉県立循環器・呼吸器病センター
上尾中央総合病院
群馬循環器病院
群馬県立心臓血管センター
済生会前橋病院
群馬大学医学部附属病院
国立療養所東長野病院
長野県厚生連北信総合病院
ＪＡ長野厚生連篠ノ井総合病院
信州大学医学部附属病院
健康保険岡谷塩嶺病院
飯田市立病院
長野県立こども病院
山梨県立中央病院
山梨大学医学部附属病院
順天堂大学医学部附属　静岡病院
独立行政法人国立病院機構静岡医療センター
静岡赤十字病院
静岡県立総合病院
静岡市立静岡病院
静岡県立こども病院
社会保険浜松病院
浜松医科大学医学部附属病院
県西部浜松医療センター
豊橋市民病院
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
刈谷豊田総合病院
名古屋第一赤十字病院
名古屋掖済会病院
中部労災病院
社会保険中京病院
国家公務員等共済連　名城病院
独立行政法人国立病院機構名古屋病医療センター
名古屋大学医学部附属病院心臓外科
名古屋第二赤十字病院
名古屋市立大学大学院医学研究科
藤田保健衛生大学病院
あいち小児保健医療総合センター
愛知医科大学附属病院
公立陶生病院
愛知県立循環器呼吸器病センター
岐阜市民病院
岐阜県立岐阜病院
岐阜大学医学部附属病院
大垣市民病院
国立三重中央病院
三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院



山田赤十字病院
特定医療法人岡波総合病院
滋賀県立成人病センター
滋賀医科大学医学部附属病院
医療法人医誠会医誠会病院
大阪市立総合医療センター
大阪府立成人病センター
独立行政法人病院機構大阪医療センター
国家公務員共済組合連合会大手前病院
大阪警察病院
大阪赤十字病院
大阪市立大学医学部附属病院
大阪厚生年金病院
大阪府立急性期・総合医療センター
藤田クリニック
医療法人マックシール巽病院
大阪府済生会吹田病院
大阪大学医学部附属病院
国立循環器病センター
大阪府三島救命救急医療センター
医療法人愛仁会高槻病院
大阪医科大学附属病院
関西医科大学附属病院
市立枚方市民病院
八尾徳洲会総合病院
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
耳原総合病院
労働者健康福祉機構大阪労災病院
大阪府立母子保健総合医療センター
りんくう総合医療センター
ベルランド総合病院
医療法人財団康生会武田病院
医仁会　武田総合病院
京都府立医科大学附属病院
洛和会丸太町病院
京都第一赤十字病院
洛和会　音羽病院
綾部市立病院
財団法人天理よろづ相談所病院
奈良県立医科大学附属病院
日本赤十字社和歌山医療センター
和歌山県立医科大学附属病院
神戸大学医学部附属病院
神戸市立中央市民病院
労働福祉事業団神戸労災病院
六甲アイランド病院
兵庫県立尼崎病院
兵庫医科大学病院
兵庫県立姫路循環器病センター
三木市立三木市民病院
公立社総合病院
赤穂中央病院
鳥取県立中央病院
松江赤十字病院
松江市立病院
島根県立中央病院
心臓病センター榊原病院



総合病院岡山赤十字病院
川崎医科大学附属病院
財団法人倉敷中央病院
福山循環器病院
福山市民病院
医療法人清幸会　土肥病院
広島市立広島市民病院
医療法人あかね会土谷総合病院
広島市立安佐市民病院
県立広島病院
広島大学医学部附属病院
マツダ株式会社マツダ病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
広島県厚生農業組合連合会廣島総合病院
山口県立総合医療センター
下関市立中央病院
済生会山口総合病院
山口大学医学部附属病院
山口労災病院
医療法人医志会　都志見病院
済生会下関総合病院
香川県立中央病院
香川大学医学部附属病院
国立療養所香川小児病院
徳島大学医学部附属病院
総合病院高知赤十字病院
高知大学医学部附属病院
松山市民病院
松山赤十字病院
愛媛大学医学部附属病院
愛媛県立新居浜病院
労働者健康福祉機構愛媛労災病院
市立宇和島病院
社会保険小倉記念病院
健和会大手町病院
財団法人厚生年金事業振興団九州厚生年金病院
産業医科大学病院
済生会福岡総合病院
独立行政法人国立病院機構九州医療センター
宗像水光会総合病院
福岡大学医学部
医療法人大成会福岡記念病院
福岡赤十字病院
麻生飯塚病院
久留米大学病院
医療法人雪ノ聖母会聖マリア病院
佐賀大学医学部附属病院
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
大村市立病院　心臓血管病センター
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター
国立病院機構　熊本医療センター
熊本大学医学部附属病院
熊本中央病院
大分県立病院
新別府病院
宮崎県立宮崎病院



宮崎大学医学部附属病院
鹿児島大学医学部付属病院
独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター
社団法人鹿児島共済会南風病院
白旺会渡辺病院
医療法人博愛会　牧港中央病院
福井心臓血圧センター福井循環器病院
金沢循環器病院
石川県立中央病院
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター
富山赤十字病院
富山県立中央病院
高岡市民病院
黒部市民病院
富山市立富山市民病院
長岡赤十字病院
医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院
新潟市民病院
福島県立医科大学医学部附属病院
福島赤十字病院
太田西ノ内病院
星総合病院
財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
福島県立会津総合病院
竹田綜合病院
温知会会津中央病院
いわき市立総合磐城共立病院
財団法人厚生会仙台厚生病院
東北大学医学部附属病院
仙台市医療センター仙台オープン病院
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
石巻赤十字病院
宮城県立循環器・呼吸器病センター
小白川至誠堂病院
山形大学医学部附属病院
鶴岡協立病院
鶴岡市立荘内病院
山形県立日本海病院

今年もご協力いただきましてありがとうございました。締切を過ぎてから送付されてきた施
設のものやメールで送られてきたものの中にはどうしても開かないものがあり、この一覧
に入っていない施設があります。ご連絡いただければすぐに載せます。
連絡先：駿河台日大病院心臓血管外科　折目由紀彦　０３－３２９３－１７１１（代）
yuorime@med.nihon-u.ac.jp


