
都道府県 病院

【北海道】

KKR札幌医療センター NTT札幌 旭川医科大学

小樽協会 帯広協会 釧路赤十字

市立札幌 砂川市立 苫小牧市立

名寄市立総合 函館五稜郭 北海道大学

【青森県】

青森県立中央 国立弘前 市立三沢中央

津軽保健生協　健生 弘前大学

【秋田県】

秋田大学 市立秋田総合 仙北組合総合

【岩手県】

岩手県立中央 岩手県立二戸 岩手県立宮古

盛岡赤十字

【宮城県】

坂総合 スズキ記念 仙台医療センター

仙台赤十字 東北公済 東北大学

【山形県】

山形県立新庄 山形県立中央 鶴岡市立荘内

【福島県】

国立病院機構福島 寿泉堂綜合 福島県立医科大学

【東京都】

NTT東日本関東 至誠会第二 稲城市立

葛飾赤十字 関東労災 杏林大学

きよせの森総合 慶應義塾大学 佼成

厚生中央 公立福生 国立国際医療研究センター

山王 順天堂大学練馬 昭和大学

杉山産婦人科 総合母子保健センター愛育 立川相互

帝京大学 東京医科歯科大学 東京医療センター

東京大学 東京都多摩総合医療センター 東京都立墨東

東京臨海 東邦大学大森 都立大塚

都立広尾 日本医科大学 浜田

日野市立 永寿総合 賛育会

【神奈川県】

川崎市立川崎 北里大学 けいゆう

済生会横浜市東部 相模原 湘南藤沢徳洲会

昭和大学横浜市北部 聖マリアンナ医大 総合高津中央

帝京大学医学部附属溝口 秦野赤十字 横須賀共済

横浜市立みなと赤十字 横浜南共済 横浜労災



【千葉県】

亀田総合 君津中央 国保松戸市立

慈恵医大柏 社会保険船橋中央 順天堂大学医学部附属浦安

千葉県済生会習志野 千葉市立海浜 千葉大学

帝京大学ちば総合医療センター 東京歯科大学市川総合 成田育成会成田

成田赤十字 日本医科大学千葉北総

【埼玉県】

春日井市民 越谷市立 済生会川口総合

埼玉医科大学 埼玉医科大学 埼玉共同

自治医大さいたま医療センター 深谷赤十字 防衛医大

蕨市立

【茨城県】

茨城西南医療センター 筑波学園 水戸済生会総合

水戸赤十字

【栃木県】

芳賀赤十字

【群馬県】

伊勢崎市民 群馬県立小児医療センター 公立富岡総合

利根中央 富士重工業健康保険組合太田記念 前橋赤十字

【山梨県】

山梨県立中央 山梨大学

【静岡県】

伊東市民 磐田市立総合 静岡県立こども

静岡厚生 静岡市立静岡 静岡市立清水

静岡赤十字 聖隷浜松 浜松医大

富士市立中央 富士宮市立 榛原総合

【新潟県】

済生会新潟第二 長岡中央総合

【長野県】

飯田市立 伊那中央 厚生連佐久総合

信州大学 諏訪赤十字 長野県立こども

長野県立須坂 長野赤十字

【岐阜県】

郡上市民 大垣市民

【愛知県】

愛知医科大学 安城更生 刈谷豊田総合

江南厚生 大雄会第一 トヨタ記念

豊橋市民 名古屋第二赤十字 名古屋市立東部医療センター

藤田保健衛生大学坂文種報德會 名城 蒲郡市民

碧南市民



【三重県】

済生会松阪総合 鈴鹿中央総合 松阪中央総合

三重中央医療センター

【富山県】

黒部市民 市立砺波総合 高岡市民

富山市立富山市民 富山大学

【石川県】

金沢医科大学 金沢大学

【福井県】

福井県済生会 福井赤十字

【滋賀県】

済生会滋賀県 滋賀医科大学

【京都府】

宇治徳洲会 京都医療センター 京都桂

京都民医連中央 京都山城総合医療 公立南丹

洛和会音羽病院

【大阪府】

愛仁会高槻 大阪医科大学 大阪市立大学

大阪警察 大阪市立総合医療センター 大阪赤十字

大阪大学 大阪府済生会吹田 大阪府立急性期総合医療センター

大阪府立呼吸アレルギー医療センター 大阪府立母子保健総合医療センター 阪南中央

関西医科大学枚方 関西医科大学附属滝井 北野

近畿大学堺 国立循環器病研究センター 市立吹田

千船 谷口 東大阪市立総合

府中 松下記念 りんくう総合医療センター

【兵庫県】

赤穂市民 加古川西市民 神戸医療センター

神戸市立医療センター中央 兵庫医科大学 兵庫県立淡路医療センター

兵庫県立こども 兵庫県立西宮 明和

【奈良県】

市立奈良 奈良県立医大 大和高田市立

【和歌山県】

橋本市民 日高総合 和歌山県立医科大学

和歌山労災

【広島県】

中電 中国労災 広島記念病院

広島市立安佐市民 三原赤十字

【岡山県】

岡山医療センター 岡山済生会総合 岡山赤十字

倉敷中央 津山中央



【鳥取県】

鳥取大学

【島根県】

島根県立中央 島根大学

【山口県】

山陽小野田市民 山口県済生会下関総合 山口赤十字

【徳島県】

阿南共栄 つるぎ町立半田 徳島県鳴門

徳島赤十字 徳島大学

【愛媛県】

NTT西日本　松山 愛媛大学 愛媛労災

四国中央 松山赤十字

【香川県】

香川県立中央 屋島総合

【高知県】

高知医療センター 高知大学

【福岡県】

大牟田市立 北九州市立医療センター 九州医療センター

九州大学 久留米大学 公立八女総合

済生会福岡総合 千鳥橋 福岡赤十字

福岡大学 福岡徳洲会

【大分県】

大分県立

【佐賀県】

国立病院機構佐賀 聖マリア

【長崎県】

佐世保共済 佐世保市立総合 長崎医療センター

長崎大学

【熊本県】

熊本市民病院 熊本赤十字 熊本大学

福田

【宮崎県】

県立日南 県立宮崎 宮崎県立延岡

宮崎市郡医師会 宮崎大学

【鹿児島県】

今村 鹿児島市立 鹿児島大学

【沖縄県】

沖縄県立中部 沖縄赤十字 ハートライフ

琉球大学

＊都道府県内の順番は回答順


