
1,297 病院

（都道府県順、順不同）

社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院

社会医療法人仁生会　西堀病院

社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院

医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院

医療法人盟侑会　島松病院

特定医療法人さっぽろ悠心の郷　ときわ病院

独立行政法人労働者健康安全機構　釧路労災病

院

北見赤十字病院

2023-05-17現在

青森県

医療法人芙蓉会　芙蓉会病院

社会医療法人博進会　南部病院

医療法人道南勤労者医療協会　函館稜北病院

医療法人社団圭泉会　旭川圭泉会病院

社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会リハビリテー

ション病院

医療法人社団我汝会　えにわ病院

社会医療法人　北晨会　恵み野病院

名寄市立総合病院

ＪＲ札幌病院

社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院

社会医療法人　恵和会　西岡病院

新さっぽろ脳神経外科病院

小樽市立病院

総合病院　釧路赤十字病院

医療法人友愛会　盛岡友愛病院

岩手県立釜石病院

岩手県立久慈病院

岩手県立千厩病院

岩手県立大船渡病院

社会医療法人母恋　日鋼記念病院

社会医療法人北海道恵愛会　札幌南三条病院

KKR札幌医療センター

市立函館病院

社会医療法人　高橋病院

社会医療法人　製鉄記念室蘭病院

社会医療法人　函館博栄会　函館渡辺病院

医療法人耕仁会　札幌太田病院

医療法人社団　五稜会病院

医療法人社団函館脳神経外科　函館脳神経外科

病院

医療法人社団豊生会　東苗穂病院

医療法人仁友会　北彩都病院

医療法人聖仁会　森病院

医療法人東札幌病院

医療法人徳洲会　共愛会病院

医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院

岩手県立中央病院

岩手県立中部病院

公益社団法人北海道勤労者医療協会　勤医協中

央病院

医療法人社団洞仁会　洞爺温泉病院

北海道

ＪＡ北海道厚生連　旭川厚生病院

市立札幌病院

ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院

ＪＡ北海道厚生連　帯広厚生病院

医療法人雄心会　函館新都市病院

医療法人社団慶友会　吉田病院

ＮＴＴ東日本札幌病院

旭川医科大学病院

旭川赤十字病院

医療法人　王子総合病院

医療法人愛全会　愛全病院

医療法人為久会　札幌共立五輪橋病院

医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院

医療法人渓仁会　定山渓病院

医療法人渓和会　江別病院

社会医療法人北斗　北斗病院

社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会

小樽病院

社会福祉法人函館厚生院　函館中央病院

社会福祉法人北海道社会事業協会　小樽病院

独立行政法人労働者健康安全機構　青森労災病

院

八戸市立市民病院

八戸赤十字病院

医療法人芙蓉会　村上病院

公益財団法人シルバーリハビリテーション協会

メディカルコート八戸西病院

岩手県

医療法人社団帰厚堂　南昌病院

認定病院患者安全推進協議会　会員病院一覧

岩手県立遠野病院

宮城県

みやぎ県南中核病院

医療法人永仁会　永仁会病院

医療法人財団明理会　西仙台病院

医療法人松田会　松田病院

公益財団法人宮城厚生協会　坂総合病院

岩手県立東和病院

岩手県立二戸病院

岩手県立磐井病院

公益財団法人いわてリハビリテーションセン

ター

盛岡医療生活協同組合　川久保病院

盛岡赤十字病院

特定医療法人　盛岡つなぎ温泉病院

岩手医科大学附属病院

岩手県立江刺病院

国立大学法人北海道大学　北海道大学病院

砂川市立病院

札幌医科大学附属病院

市立釧路総合病院

十和田市立中央病院

青森保健生活協同組合　あおもり協立病院

津軽保健生活協同組合　健生病院
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茨城西南医療センター病院

医療法人徳洲会　古河総合病院

栃木県

佐野厚生農業協同組合連合会　佐野厚生総合病

院

自治医科大学附属病院

社会医療法人　博愛会　菅間記念病院

社会医療法人恵生会　黒須病院

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

上都賀厚生農業協同組合連合会　上都賀総合病

院

特定医療法人清和会　鹿沼病院

独立行政法人国立病院機構　栃木医療センター

栃木県医師会塩原温泉病院

那須赤十字病院

日本赤十字社栃木県支部　足利赤十字病院

芳賀赤十字病院

獨協医科大学病院

医療法人報徳会　宇都宮病院

医療法人盡誠会　宮本病院

一般財団法人筑波麓仁会　筑波学園病院

茨城県立中央病院

株式会社　日立製作所　ひたちなか総合病院

古河赤十字病院

茨城県

医療法人健佑会　いちはら病院

医療法人社団　常仁会　牛久愛和総合病院

医療法人社団善仁会　小山記念病院

医療法人博仁会　志村大宮病院

一般財団法人大原記念財団　大原綜合病院

医療法人五光会　福島寿光会病院

社会医療法人恒貴会　協和中央病院

医療法人社団協栄会　大久保病院

独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター

株式会社日立製作所　日立総合病院

茨城県厚生農業協同組合連合会　ＪＡとりで総

合医療センター

社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院

医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院

筑波大学附属病院

東京医科大学茨城医療センター

公益財団法人筑波メディカルセンター　筑波メ

ディカルセンター病院

公立大学法人福島県立医科大学会津医療セン

ター附属病院

公立大学法人福島県立医科大学附属病院

公立藤田総合病院

社会医療法人あさかホスピタル

社団医療法人養生会　かしま病院

独立行政法人労働者健康安全機構　福島労災病

院

福島医療生活協同組合　医療生協わたり病院

福島赤十字病院

社会医療法人秀公会　あづま脳神経外科病院

龍ケ崎済生会病院

医療法人社団愛友会　勝田病院

米沢市立病院

公立置賜総合病院

山形市立病院済生館

山形大学医学部附属病院

社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日

本海総合病院

鶴岡市立荘内病院

医療法人徳洲会　庄内余目病院

一般社団法人鶴岡地区医師会　鶴岡市立湯田川

温泉リハビリテーション病院

三友堂病院

山形県立河北病院

山形県立中央病院

一般財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病

院

公立小野町地方綜合病院

一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院

一般財団法人脳神経疾患研究所　附属　総合南

東北病院

公益財団法人　星総合病院

公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂香久山病院

公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院

社会医療法人明和会　中通総合病院

秋田赤十字病院

地方独立行政法人秋田県立療育機構　秋田県立

医療療育センター

山形県

石巻市立病院

石巻赤十字病院

仙台市立病院

福島県

いわき市医療センター

社会医療法人将道会　総合南東北病院 一般財団法人慈山会医学研究所付属　坪井病院

一般財団法人やまとコミュニティホスピタル

光ヶ丘スペルマン病院

宮城県立こども病院

秋田県

市立横手病院

市立秋田総合病院

仙台赤十字病院

地方独立行政法人宮城県立病院機構　宮城県立

がんセンター

東北医科薬科大学病院

独立行政法人労働者健康安全機構　東北労災病

院

国立大学法人東北大学　東北大学病院

医療法人慈繁会付属　土屋病院 水戸赤十字病院

総合病院　水戸協同病院

総合病院　土浦協同病院

社会医療法人愛宣会　ひたち医療センター

水戸済生会総合病院

国家公務員共済組合連合会　東北公済病院

公益財団法人宮城厚生協会　長町病院

公益財団法人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　あきた病院 社会医療法人福島厚生会　福島第一病院 医療法人根岸会　足利富士見台病院
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医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院

医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院

医療法人社団協友会　船橋総合病院

医療法人社団協友会　柏厚生総合病院

医療法人社団圭春会　小張総合病院

医療法人社団恵仁会　セントマーガレット病院

医療法人社団富家会　富家病院

社会福祉法人埼玉医療福祉会　丸木記念福祉メ

ディカルセンター

医療法人啓仁会　平成の森・川島病院

地方独立行政法人埼玉県立病院機構　埼玉県立

循環器・呼吸器病センター

医療法人社団　愛友会　蓮田一心会病院

医療法人徳洲会　皆野病院

千葉県

医療法人財団松圓会　東葛クリニック病院

医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院

埼玉協同病院

医療法人慈公会　公平病院

草加市立病院

地方独立行政法人埼玉県立病院機構　埼玉県立

小児医療センター

医療法人同愛会　熊谷外科病院

社会医療法人　熊谷総合病院

社会医療法人壮幸会　行田総合病院

医療法人　徳洲会　羽生総合病院

社会医療法人刀仁会　坂戸中央病院

社会医療法人社団尚篤会　赤心堂病院

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

社会福祉法人埼玉慈恵会　埼玉慈恵病院

深谷赤十字病院

川口市立医療センター

秩父市立病院

特定医療法人財団健和会　みさと健和病院

獨協医科大学埼玉医療センター

独立行政法人地域医療機能推進機構　埼玉メ

ディカルセンター

医療法人社団三思会　東邦病院 医療法人社団愛友会　三郷中央総合病院

社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院

埼玉医科大学病院

埼玉県立がんセンター

埼玉西協同病院

自治医科大学附属さいたま医療センター

医療法人明晴会　西武入間病院

越谷市立病院

学校法人北里研究所　北里大学メディカルセン

ター

埼玉医科大学国際医療センター

埼玉医科大学総合医療センター

医療法人社団明日佳　埼玉あすか松伏病院

医療法人社団哺育会　笠幡病院

医療法人社団哺育会　白岡中央総合病院

医療法人蒼龍会　武蔵嵐山病院

医療法人明浩会　西大宮病院

医療法人社団協友会　吉川中央総合病院

医療法人社団協友会　彩の国東大宮メディカル

センター

医療法人社団協友会　東川口病院

医療法人桂水会　岡病院

医療法人財団明理会　春日部中央総合病院

医療法人社団　明芳会　イムス三芳総合病院

医療法人社団愛友会　伊奈病院

医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

医療法人　豊仁会　三井病院

医療法人一晃会　小林病院

医療法人花仁会　秩父病院

医療法人啓仁会　所沢ロイヤル病院

医療法人社団協友会　八潮中央総合病院

医療法人社団誠弘会　池袋病院

医療法人社団東光会　戸田中央リハビリテー

ション病院

医療法人社団東光会　戸田中央総合病院

医療法人社団東光会　東所沢病院

医療法人社団協友会　メディカルトピア草加病

院

医療法人社団協友会　越谷誠和病院

特定医療法人社団慶友会　慶友整形外科病院

独立行政法人国立病院機構　高崎総合医療セン

ター

群馬県済生会前橋病院

群馬県立がんセンター

群馬大学医学部附属病院

群馬中央医療生活協同組合　前橋協立病院

社会医療法人輝城会　沼田脳神経外科循環器科

病院

医療法人社団日高会　日高病院

医療法人社団美心会　黒沢病院

医療法人社団醫光会　おうら病院

医療法人社団醫光会　駒井病院

医療法人　埼玉成恵会病院

公立館林厚生病院

埼玉県

さいたま市民医療センター

さいたま市立病院

さいたま赤十字病院

群馬県

ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合　太田記念病院

伊勢崎市民病院

医療法人山崎会　サンピエール病院

医療法人社団三思会　くすの木病院

地方独立行政法人　栃木県立がんセンター

学校法人獨協学園　獨協医科大学日光医療セン

ター

医療法人小金井中央病院

利根保健生活協同組合　利根中央病院

桐生厚生総合病院

公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院

医療法人大誠会　内田病院

富岡地域医療企業団　公立富岡総合病院

前橋赤十字病院

多野藤岡医療事務市町村組合　公立藤岡総合病

院

特定医療法人群馬会　群馬病院
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独立行政法人国立病院機構　東京医療センター

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

東京慈恵会医科大学附属第三病院

東京慈恵会医科大学附属病院

東京逓信病院

東京都済生会中央病院

東邦大学医療センター大森病院

特定医療法人財団良心会　青梅成木台病院

独立行政法人国立病院機構　災害医療センター

独立行政法人国立病院機構　村山医療センター

社会医療法人社団　慈生会　等潤病院

社会医療法人社団　順江会　江東病院

社会医療法人社団愛有会　久米川病院

社会医療法人社団一成会　木村病院

松戸市立総合医療センター 医療法人社団欣助会　吉祥寺病院

社会医療法人社団正志会　南町田病院

社会福祉法人康和会　久我山病院

社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会　桜ヶ丘記念

病院

社会福祉法人聖母会　聖母病院

順天堂大学医学部附属順天堂医院

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医

療センター

順天堂大学医学部附属練馬病院

昭和大学病院

城南福祉医療協会　大田病院

青梅市立総合病院

総合病院　厚生中央病院

大森赤十字病院

帝京大学医学部附属病院

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

東京医科大学病院

国立研究開発法人　国立国際医療研究センター

病院

社会医療法人河北医療財団　河北総合病院

社会医療法人財団大和会　東大和病院

国家公務員共済組合連合会　東京共済病院

国家公務員共済組合連合会　立川病院

公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病

院

公益社団法人地域医療振興協会　東京北医療セ

ンター

公立学校共済組合　関東中央病院

公立昭和病院

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

救世軍ブース記念病院

公益財団法人　日産厚生会　玉川病院

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

公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院

医療法人社団松和会　池上総合病院

医療法人社団直和会　平成立石病院

医療法人社団明芳会　板橋中央総合病院

医療法人社団哺育会　浅草病院

医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院

医療法人社団永生会　南多摩病院

医療法人社団嬉泉会　嬉泉病院

医療法人社団薫風会　山田病院

医療法人社団光生会　平川病院

医療法人社団浩生会　浩生会スズキ病院

医療法人財団厚生協会　東京足立病院

医療法人財団中山会　八王子消化器病院

医療法人社団永寿会　三鷹中央病院

医療法人社団永生会　永生病院

医療法人財団厚生協会　大泉病院

東京都

稲城市立病院

ＪＲ東京総合病院

杏林大学医学部付属病院

医療法人財団　荻窪病院

医療法人財団健和会　柳原病院

医療法人柏葉会　柏戸病院

医療法人徳洲会　千葉徳洲会病院

医療法人徳洲会　千葉西総合病院

地方独立行政法人　総合病院　国保旭中央病院

医療法人社団協友会　千葉愛友会記念病院

東京慈恵会医科大学附属柏病院

東京女子医科大学附属八千代医療センター

東邦大学医療センター佐倉病院

日本医科大学千葉北総病院

日本赤十字社　成田赤十字病院

千葉市立青葉病院

船橋市立医療センター

帝京大学ちば総合医療センター

東京ベイ・浦安市川医療センター

東京歯科大学市川総合病院

松戸市立福祉医療センター　東松戸病院

千葉県がんセンター

千葉県こども病院

千葉県千葉リハビリテーションセンター

千葉市立海浜病院

社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船

橋二和病院

社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病

院

社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター

順天堂大学医学部附属浦安病院

医療法人社団保健会東京湾岸リハビリテーショ

ン病院

医療法人同和会　千葉病院

医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院

国立研究開発法人　国立がん研究センター東病

院

医療法人社団翠明会　山王病院

医療法人社団誠馨会　千葉メディカルセンター

医療法人社団誠馨会　千葉中央メディカルセン

ター

医療法人社団創進会　みつわ台総合病院

国保直営総合病院　君津中央病院 医療法人財団慈生会　野村病院
社会医療法人社団正志会　荒木記念東京リバー

サイド病院
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AOI 国際病院

川崎市立井田病院

公益社団法人地域医療振興協会　横須賀市立市

民病院

医療法人徳洲会　湘南鎌倉総合病院

国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院

医療法人社団三喜会　横浜新緑総合病院

医療法人社団鵬友会　湘南泉病院

独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病

院

独立行政法人労働者健康安全機構　関東労災病

院

平塚市民病院

公立大学法人横浜市立大学附属病院

社会福祉法人恩賜財団　済生会支部　神奈川県

済生会　神奈川県病院

公益財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病

院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生

会　横浜市南部病院

医療法人社団　明芳会　イムス横浜東戸塚総合

リハビリテーション病院

医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共

立第２病院

神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同

病院

神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同

病院

神奈川県立こども医療センター

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

聖マリアンナ医科大学病院

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院

川崎市立川崎病院

東海大学医学部付属病院

独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター

社会医療法人財団石心会　川崎幸病院

社会医療法人社団三思会　東名厚木病院

社会福祉法人恩賜財団　済生会横浜市東部病院

社会福祉法人親善福祉協会　国際親善総合病院

社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院

小田原市立病院

昭和大学横浜市北部病院

昭和大学藤が丘病院

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

東部地域病院
医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院

医療法人社団三成会　新百合ヶ丘総合病院

医療法人社団相和会　渕野辺総合病院

医療法人社団総生会　麻生リハビリ総合病院

医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病院

医療法人社団亮正会　総合高津中央病院

医療法人五星会　菊名記念病院

医療法人財団　明理会　東戸塚記念病院

医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院

国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院

国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院

国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス

海老名総合病院

横浜市立市民病院

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

学校法人北里研究所　北里大学病院

茅ヶ崎市立病院

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

医療法人尽誠会　山近記念総合病院

医療法人誠医会　宮川病院

医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院

一般財団法人同友会　藤沢湘南台病院

横浜市立みなと赤十字病院

医療法人社団こうかん会　日本鋼管病院

医療法人社団一成会　たちばな台病院

医療法人徳洲会　武蔵野徳洲会病院

医療法人社団永生会　みなみ野病院

社会医療法人社団正志会　葛飾リハビリテー

ション病院

神奈川県

医療法人横浜博萌会　西横浜国際総合病院

公立阿伎留医療センター

社会医療法人河北医療財団　河北リハビリテー

ション病院

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

小児総合医療センター

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

多摩北部医療センター

公立福生病院

社会医療法人　河北医療財団　天本病院

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

多摩南部地域病院

公益財団法人がん研究会  有明病院

社会医療法人社団　正志会　花と森の東京病院

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

豊島病院

社会医療法人社団健生会　立川相互病院

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

荏原病院

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

松沢病院

医療法人財団健貢会　総合東京病院

医療法人財団アドベンチスト会　東京衛生アド

ベンチスト病院

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

大塚病院

社会福祉法人同愛記念病院財団　同愛記念病院

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

墨東病院

昭和大学江東豊洲病院

東邦大学医療センター大橋病院

国立研究開発法人　国立がん研究センター中央

病院

学校法人北里研究所　北里大学北里研究所病院

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

駒込病院

国立大学法人　東京医科歯科大学病院

東京都リハビリテーション病院

日本大学医学部附属板橋病院

板橋区医師会病院

武蔵野赤十字病院

武蔵野陽和会病院

立正佼成会附属佼成病院

独立行政法人地域医療機能推進機構　東京山手

メディカルセンター

独立行政法人地域医療機能推進機構　東京新宿

メディカルセンター

独立行政法人労働者健康安全機構　東京労災病

院

日本医科大学付属病院

日本赤十字社医療センター

地方独立行政法人東京都立病院機構　東京都立

多摩総合医療センター

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療セ

ンター

医療法人社団明芳会　横浜新都市脳神経外科病

院
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地方独立行政法人　長野市民病院

岐阜県

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

医療法人清仁会　のぞみの丘ホスピタル

岐阜県厚生農業協同組合連合会　岐阜・西濃医

療センター　岐北厚生病院

岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院

長野県

JA長野厚生連　南長野医療センター篠ノ井総合

病院

安曇野赤十字病院

伊那中央病院

医療法人公生会　竹重病院

医療法人青樹会　一之瀬脳神経外科病院

丸子中央病院

国民健康保険　依田窪病院

佐久市立国保浅間総合病院

市立大町総合病院

社会医療法人栗山会　飯田病院

社会医療法人財団慈泉会　相澤病院

医療法人　林病院

医療法人厚生会　福井厚生病院

市立敦賀病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福井県済生

会病院

独立行政法人地域医療機能推進機構　福井勝山

総合病院

山梨県

医療法人銀門会　甲州リハビリテーション病院

公益社団法人山梨勤労者医療協会　甲府共立病

院

国民健康保険　富士吉田市立病院

医療法人社団協友会　笛吹中央病院

山梨大学医学部附属病院

富山県リハビリテーション病院・こども支援セ

ンター

富山県厚生農業協同組合連合会　高岡病院

富山県済生会高岡病院

富山県済生会富山病院

金沢医科大学氷見市民病院

国立大学法人　富山大学附属病院

黒部市民病院

市立砺波総合病院

射水市民病院

南砺市民病院

昭和伊南総合病院

松本協立病院

松本市立病院

信州大学医学部附属病院

諏訪赤十字病院

組合立諏訪中央病院

長野医療生活協同組合　長野中央病院

長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院

長野県厚生農業協同組合連合会　鹿教湯三才山

リハビリテーションセンター　鹿教湯病院

長野県厚生農業協同組合連合会　浅間南麓こも

ろ医療センター

長野県立信州医療センター

長野県立木曽病院

長野赤十字病院

特定医療法人　新生病院

飯田市立病院

社会医療法人抱生会　丸の内病院

特定医療法人社団　勝木会　やわたメディカル

センター

羽咋郡市広域圏事務組合　公立羽咋病院

福井県

高岡市民病院

国民健康保険　能美市立病院

社会医療法人財団董仙会　恵寿金沢病院

社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

石川県済生会金沢病院

石川県立中央病院

富山県

医療法人社団良俊会　ふくの若葉病院

医療法人新成医会　総合リハビリテーションセ

ンター・みどり病院

金沢医科大学病院

公益社団法人石川勤労者医療協会　城北病院

公立つるぎ病院

公立能登総合病院

国民健康保険　小松市民病院

石川県

医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院

医療法人社団浅ノ川　桜ヶ丘病院

医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院

医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院

富山県立中央病院

富山市立富山市民病院

富山赤十字病院

かみいち総合病院

医療法人社団藤聖会　富山西総合病院

長岡赤十字病院

特定医療法人社団若林会　湘南中央病院

新潟県厚生農業協同組合連合会　長岡中央綜合

病院

新潟県立新発田病院

新潟脳外科病院

新潟医療生活協同組合　木戸病院

新潟県立がんセンター新潟病院

新潟市民病院

新潟大学医歯学総合病院

新潟臨港病院

医療法人愛広会　新潟リハビリテーション病院

医療法人社団健進会　新津医療センター病院

医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病

院

下越病院

社会福祉法人恩賜財団済生会　支部新潟県済生

会　済生会新潟病院

藤沢市民病院

川崎市立多摩病院

医療法人徳洲会　湘南厚木病院

医療法人五星会　新横浜リハビリテーション病

院

新潟県
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独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院

独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病

院

半田市立半田病院

碧南市民病院

豊橋市民病院

豊川市民病院

豊田地域医療センター

名古屋市立大学病院

名古屋鉄道健康保険組合　名鉄病院

名古屋掖済会病院

医療法人豊田会　刈谷豊田東病院

愛知県がんセンター

愛知医科大学病院

愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病院

愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院

愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院

愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院

医療法人　山下病院

医療法人杏園会　熱田リハビリテーション病院

医療法人回精会　北津島病院

医療法人済衆館　済衆館病院

医療法人財団善常会　善常会リハビリテーショ

ン病院

医療法人三九会　三九朗病院

医療法人資生会　八事病院

医療法人社団以心会　中野胃腸病院

医療法人衆済会　増子記念病院

医療法人成精会　刈谷病院

医療法人生寿会　かわな病院

藤枝市立総合病院

独立行政法人国立病院機構　静岡医療センター

独立行政法人労働者健康安全機構　浜松労災病

院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会

静岡済生会総合病院

社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷

浜松病院

順天堂大学医学部附属静岡病院

沼津市立病院

静岡県立静岡がんセンター

静岡市立清水病院

静岡市立静岡病院

地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県

立総合病院

地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立

こころの医療センター

社会医療法人大雄会　総合大雄会病院

社会福祉法人聖霊会　聖霊病院

春日井市民病院

小牧市民病院

西尾市民病院

医療法人社団秀峰会　川村病院

医療法人社団平成会　藤枝平成記念病院

掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療

センター

公益財団法人復康会　沼津中央病院

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院

医療法人偕行会　偕行会リハビリテーション病

院

一宮市立市民病院

稲沢市民病院

岡崎市民病院

公立陶生病院

社会医療法人愛生会　総合上飯田第一病院

社会医療法人宏潤会　大同病院

社会医療法人財団新和会　八千代病院

中部国際医療センター

岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療

センター　土岐市立総合病院

藤田医科大学ばんたね病院

藤田医科大学病院

特定医療法人共和会　共和病院

独立行政法人国立病院機構　名古屋医療セン

ター

静岡県

ＮＴＴ東日本伊豆病院

医療法人弘遠会　すずかけヘルスケアホスピタ

ル

静岡赤十字病院

地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立

こども病院

社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷

三方原病院

社会医療法人志仁会　三島中央病院

公立学校共済組合　東海中央病院

医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院

医療法人尾張健友会　千秋病院

医療法人並木会　並木病院

医療法人社団正心会　岡本石井病院

社会医療法人　駿甲会　コミュニティーホスピ

タル甲賀病院

袋井市立　聖隷袋井市民病院

医療法人徳洲会　榛原総合病院

医療法人徳洲会　静岡徳洲会病院

愛知県

トヨタ記念病院

磐田市立総合病院

浜松医療センター

浜松市リハビリテーション病院

浜松赤十字病院

富士宮市立病院

富士市立中央病院

高山赤十字病院

社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院

朝日大学病院

独立行政法人国立病院機構　長良医療センター

岐阜県総合医療センター

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃中部医療セ

ンター 東濃厚生病院

岐阜県立多治見病院

岐阜市民病院

岐阜清流病院

岐阜赤十字病院

岐阜大学医学部附属病院

医療法人社団健育会　熱川温泉病院 みなと医療生活協同組合　協立総合病院 総合青山病院
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市立ひらかた病院

市立岸和田市民病院

市立池田病院

市立豊中病院

社会医療法人きつこう会　多根総合病院

社会医療法人ペガサス　ペガサスリハビリテー

ション病院

社会医療法人ペガサス　馬場記念病院

社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーショ

ン病院

社会医療法人愛仁会　井上病院高島市民病院

関西電力病院

公益財団法人　浅香山病院

公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属　西淀病

院

国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院

国立研究開発法人　国立循環器病研究センター

病院

滋賀県立総合病院

大津赤十字病院

地方独立行政法人公立甲賀病院

長浜赤十字病院

彦根市立病院

医療法人錦秀会　阪和第二泉北病院

医療法人清水会　鶴見緑地病院

医療法人生登会　寺元記念病院

医療法人丹比荘　丹比荘病院

医療法人長尾会　ねや川サナトリウム

医療法人東和会　第一東和会病院

医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院

医療法人徳洲会　松原徳洲会病院

医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院

大阪府

医療法人宝生会　ＰＬ病院

一般財団法人　住友病院

一般社団法人　日本海員掖済会　大阪掖済会病

院

関西医科大学総合医療センター

医療法人育和会　育和会記念病院

医療法人貴生会　和泉中央病院

医療法人橘会　東住吉森本病院

医療法人協仁会　小松病院

医療法人協和会　協和会病院

医療法人桐葉会　木島病院

地方独立行政法人京都市立病院機構　京都市立

病院

医療法人社団行陵会　京都大原記念病院

公益社団法人信和会　京都民医連あすかい病院

社会福祉法人恩賜財団京都済生会病院

医療法人社団石鎚会　京都田辺記念病院

市立福知山市民病院

社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院

社会福祉法人京都社会事業財団　西陣病院

総合病院　日本バプテスト病院

独立行政法人国立病院機構京都医療センター

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

社会医療法人岡本病院(財団)京都岡本記念病院

医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

医療法人財団医道会　十条武田リハビリテー

ション病院

医療法人社団洛和会　洛和会音羽記念病院

宇治武田病院

京都山城総合医療センター

京都第一赤十字病院

京都第二赤十字病院

京都中部総合医療センター

公益社団法人京都保健会　京都民医連中央病院

国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院

京都府

綾部市立病院

医療法人　医仁会武田総合病院

市立大津市民病院

独立行政法人地域医療機能推進機構　滋賀病院

医療法人弘英会　琵琶湖大橋病院

近江八幡市立総合医療センター

市立長浜病院

滋賀医科大学医学部附属病院

医療法人　永井病院

三重大学医学部附属病院

社会医療法人峰和会　鈴鹿回生病院

滋賀県

医療法人名南会　名南病院

医療法人桂名会 木村病院

社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院

愛知県厚生農業協同組合連合会　江南厚生病院

特定医療法人泰玄会　泰玄会病院

三重県

伊勢赤十字病院

医療法人　久居病院

医療法人尚豊会　みたき総合病院

医療法人啓信会　京都きづ川病院

医療法人財団康生会　武田病院

医療法人社団千春会　千春会病院

医療法人社団洛和会　洛和会音羽リハビリテー

ション病院

三菱京都病院

社会福祉法人青祥会　セフィロト病院

社会医療法人誠光会　淡海医療センター

三重県厚生農業協同組合連合会　松阪中央総合

病院

三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿中央総合

病院

社会医療法人　畿内会　岡波総合病院

社会福祉法人　恩賜財団　済生会松阪総合病院

特定医療法人同心会　遠山病院

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院

国家公務員共済組合連合会　名城病院

医療法人偕行会　名古屋共立病院

総合病院南生協病院
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地方独立行政法人　神戸市民病院機構　神戸市

立西神戸医療センター

特定医療法人神戸健康共和会　東神戸病院

特定医療法人誠仁会　大久保病院

独立行政法人国立病院機構　神戸医療センター

独立行政法人地域医療機能推進機構　神戸中央

病院

医療法人財団　神戸海星病院

社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院

神戸アドベンチスト病院

神戸市立医療センター中央市民病院

独立行政法人労働者健康安全機構　関西労災病

院

独立行政法人労働者健康安全機構　神戸労災病

院

尼崎医療生活協同組合　尼崎医療生協病院

姫路赤十字病院

兵庫医科大学病院

西脇市立西脇病院

箕面市立病院

和泉市立総合医療センター

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生

会中津病院

公益財団法人　日本生命済生会　日本生命病院

社会医療法人真美会　大阪旭こども病院

医療法人清翠会　牧病院

社会医療法人警和会　大阪警察病院

大阪公立大学医学部附属病院

社会福祉法人天心会　小阪病院

医療福祉生活協同組合おおさか　東大阪生協病

院

地方独立行政法人 市立吹田市民病院

大阪医科薬科大学病院

関西医科大学附属病院

パナソニック健康保険組合　松下記念病院

独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病

院

地方独立行政法人堺市立病院機構　堺市立総合

医療センター

医療法人杏和会　阪南病院

市立貝塚病院

大阪大学医学部附属病院

地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪は

びきの医療センター

地方独立行政法人大阪市民病院機構　大阪市立

総合医療センター

地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪急性

期・総合医療センター

地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪母子

医療センター

特定医療法人仁真会　白鷺病院

地方独立行政法人　りんくう総合医療センター

医療法人はぁとふる運動器ケア　しまだ病院

社会福祉法人　石井記念愛染園附属　愛染橋病

院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生

会茨木病院

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

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生

会千里病院

社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院

宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション

淀川キリスト教病院

大阪国際がんセンター

大阪赤十字病院

医療法人春秋会　城山病院

医療福祉生活協同組合おおさか　コープおおさ

か病院

医療法人徳洲会　吹田徳洲会病院

兵庫県

医療法人　川崎病院

医療法人　尼崎厚生会（財団）　立花病院

医療法人　明和病院

社会医療法人北斗会　さわ病院

社会医療法人有隣会　東大阪病院

医療法人社団顕鐘会　神戸百年記念病院

医療法人社団慈恵会　新須磨病院

社会医療法人阪南医療福祉センター　阪南中央

病院

社会医療法人若弘会　わかくさ竜間リハビリ

テーション病院

社会医療法人若弘会　若草第一病院

社会医療法人清恵会　清恵会病院

八尾はぁとふる病院

社会医療法人愛仁会　高槻病院

社会医療法人愛仁会　千船病院

社会医療法人栄公会　佐野記念病院

社会医療法人協和会　加納総合病院

社会医療法人景岳会　南大阪病院

社会医療法人祐生会　みどりヶ丘病院

医療法人社団清和会　笹生病院

医療法人内海慈仁会　有馬病院

加古川中央市民病院

公立宍粟総合病院

公立八鹿病院

公立豊岡病院組合立豊岡病院

三田市民病院

市立芦屋病院

市立加西病院

社会医療法人愛仁会　明石医療センター

社会医療法人甲友会　西宮協立脳神経外科病院

社会医療法人財団聖フランシスコ会　姫路聖マ

リア病院

社会医療法人三栄会　ツカザキ病院

社会医療法人中央会　尼崎中央病院

社会医療法人生長会　ベルランド総合病院

社会医療法人生長会　阪南市民病院

社会医療法人生長会　府中病院

社会医療法人仙養会　北摂総合病院

社会医療法人大道会　森之宮病院

社会医療法人同仁会　耳原総合病院

社会医療法人美杉会　佐藤病院

医療法人社団いちえ会　洲本伊月病院

医療法人社団まほし会　真星病院

医療法人社団一葉会　佐用共立病院

独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター

独立行政法人国立病院機構　大阪南医療セン

ター

独立行政法人地域医療機能推進機構　星ヶ丘医

療センター

独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪病院

社会医療法人弘道会　なにわ生野病院 八尾市立病院 医療法人社団松本会　松本病院
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医療法人社団玄同会　小畠病院

医療法人社団更生会　草津病院

医療法人社団清和会　笠岡第一病院

医療法人社団同仁会　金光病院

医療法人誠和会　倉敷第一病院

井原市立井原市民病院

一般財団法人津山慈風会　津山中央病院

岡山医療生活協同組合　総合病院岡山協立病院

島根県立中央病院

島根大学医学部附属病院

松江赤十字病院

益田赤十字病院

独立行政法人地域医療機能推進機構　玉造病院

医療法人南労会　紀和病院

公益財団法人白浜医療福祉財団　白浜はまゆう

病院

医療法人吉備会　中谷外科病院

社会医療法人　水和会　倉敷リハビリテーショ

ン病院

広島県

マツダ株式会社　マツダ病院

医療法人　ＪＲ広島病院

社会医療法人田北会　田北病院

社会医療法人健生会　土庫病院

和歌山県

医療法人千徳会　桜ヶ丘病院

総合病院水島協同病院

特定医療法人自由会　岡山光南病院

独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター

独立行政法人労働者健康安全機構　岡山労災病

院

公益財団法人大原記念　倉敷中央医療機構　倉

敷中央病院リバーサイド

医療法人竜操整形　竜操整形外科病院

社会医療法人全仁会　倉敷平成病院

岡山大学病院

地方独立行政法人玉野医療センター　玉野市民

病院

岡山県

医療法人社団うすい会　高陽ニュータウン病院

医療法人社団おると会　浜脇整形外科病院

医療法人社団一陽会　原田病院

医療法人社団啓卯会　村上記念病院

出雲市民病院

松江記念病院

松江市立病院

総合病院　松江生協病院

医療法人財団公仁会　鹿島病院

社会医療法人昌林会　安来第一病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　和歌山県済

生会　和歌山病院

独立行政法人　労働者健康安全機構　和歌山労

災病院

独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療セン

ター

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

和歌山中央医療生活協同組合　和歌山生協病院

鳥取県

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷

中央病院

高梁市国民健康保険成羽病院

社会医療法人　緑壮会　金田病院

社会医療法人鴻仁会　岡山中央病院

社会医療法人水和会　水島中央病院

瀬戸内市立　瀬戸内市民病院

川崎医科大学附属病院

倉敷市立市民病院

倉敷成人病センター

岡山済生会総合病院

岡山市立市民病院

岡山赤十字病院

公益財団法人操風会　岡山旭東病院

社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院

奈良県立医科大学附属病院

平成記念病院

医療法人健和会　奈良東病院

医療法人岡谷会　おかたに病院

市立奈良病院

兵庫医科大学ささやま医療センター

鳥取県立厚生病院

鳥取県立中央病院

鳥取市立病院

鳥取赤十字病院

鳥取大学医学部附属病院

鳥取医療生活協同組合　鳥取生協病院

島根県

社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷淡路病院

社会医療法人社団正峰会　大山記念病院

医療法人社団英明会　大西脳神経外科病院

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

奈良県

医療法人鴻池会　秋津鴻池病院

医療法人新生会　総合病院高の原中央病院

社会医療法人平和会　吉田病院

宝塚市立病院

北播磨総合医療センター

公益社団法人　甲南会　甲南医療センター

社会医療法人寿栄会　ありまこうげんホスピタ

ル

地方独立行政法人神戸市民病院機構　神戸市立

医療センター西市民病院

公立学校共済組合　近畿中央病院

川西市立総合医療センター

医療法人協和会　協立記念病院

医療法人回生会　宝塚病院

兵庫県立リハビリテーション中央病院

兵庫県立西宮病院

兵庫県立尼崎総合医療センター

社会医療法人仁厚会　藤井政雄記念病院

社会医療法人松本快生会　西奈良中央病院 医療法人　和風会　中島病院 医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院
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医療法人財団尚温会　伊予病院

医療法人滴水会　吉野病院

一般財団法人永頼会　松山市民病院

市立宇和島病院

医療法人つくし会　南国病院

医療法人五月会　須崎くろしお病院

医療法人高幡会　大西病院

医療法人治久会　もみのき病院

市立大洲病院

社会医療法人社団更生会　村上記念病院

社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院

松山ベテル病院

松山赤十字病院

医療法人財団慈強会　松山リハビリテーション

病院

社会福祉法人恩賜財団済生会　今治病院

独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病

院

一般財団法人積善会　十全総合病院

医療法人社団和風会　橋本病院

医療法人社団雙和会　クワヤ病院

香川医療生活協同組合　高松平和病院

香川県立中央病院

高松赤十字病院

独立行政法人労働者健康安全機構　香川労災病

院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　香川県済生

会病院

宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教修道女会

坂出聖マルチン病院

香川大学医学部附属病院

愛媛県

愛媛県立中央病院

社会医療法人北斗会　大洲中央病院

医療法人弘仁会　共立病院

高知県

医療法人　野並会　高知病院

愛媛大学医学部附属病院

医療法人愛寿会　西条愛寿会病院

徳島県立海部病院

徳島県立三好病院

徳島県立中央病院

徳島赤十字病院

山口県立総合医療センター

山陽小野田市民病院

日本赤十字社　小野田赤十字病院

徳島県

医療法人あさがお会　保岡クリニック論田病院

医療法人なぎさ会　沖の洲病院

医療法人青鳳会　美摩病院

綜合病院　山口赤十字病院

医療法人社団　和恒会　ふたば病院

独立行政法人国立病院機構　福山医療センター

社会医療法人清風会　廿日市記念病院

医療法人社団公仁会　槇殿順記念病院

医療法人社団八千代会　メリィホスピタル

山口県

医療生活協同組合健文会　宇部協立病院

医療法人協愛会　阿知須共立病院

総合病院　庄原赤十字病院

地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市

立舟入市民病院

地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立

リハビリテーション病院

地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立

広島市民病院

中国電力株式会社　中電病院

独立行政法人国立病院機構　呉医療センター

独立行政法人国立病院機構　東広島医療セン

ター

社会医療法人　養生園　TAOKAこころの医療セ

ンター

医療法人　徳寿会　鴨島病院

香川県

医療法人社団純心会　善通寺前田病院

医療法人社団　宇部興産中央病院

医療法人社団　向陽会　阿知須同仁病院

医療法人聖比留会　セントヒル病院

下関市立市民病院

光市立光総合病院

山口大学医学部附属病院

独立行政法人地域医療機能推進機構　下関医療

センター

独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央

病院

独立行政法人労働者健康安全機構　山口労災病

院

美祢市立病院

山口県済生会下関総合病院

地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立

北部医療センター安佐市民病院

独立行政法人労働者健康安全機構　中国労災病

院

尾道市立市民病院

医療法人むつみホスピタル

医療法人茜会　よしみず病院

社会医療法人松涛会　安岡病院

広島県厚生農業協同組合連合会　吉田総合病院

広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院

広島市医師会運営・安芸市民病院

広島赤十字・原爆病院

国家公務員共済組合連合会　広島記念病院

社会医療法人社団沼南会　沼隈病院

社会医療法人社団陽正会　寺岡記念病院

社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念

病院

社会医療法人里仁会　興生総合病院

医療法人社団知仁会　メープルヒル病院

医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーショ

ン病院

医療法人翠清会　翠清会梶川病院

井野口病院

県立広島病院

公立みつぎ総合病院

広島医療生活協同組合　広島共立病院

社会医療法人あいざと会　藍里病院

社会医療法人凌雲会　稲次病院

地方独立行政法人徳島県鳴門病院

徳島健康生活協同組合　徳島健生病院

11



社会医療法人財団白十字会　燿光リハビリテー

ション病院

宗像医師会病院

地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市民

病院

朝倉医師会病院

特定医療法人財団博愛会　博愛会病院

特定医療法人社団相和会　中村病院

特定医療法人東筑会　東筑病院

独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター

独立行政法人国立病院機構　九州医療センター

福岡赤十字病院

福岡大学西新病院

国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院

社会医療法人　長崎記念病院

社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院

福岡大学病院

医療法人寿芳会　芳野病院

医療法人清陵会　南ヶ丘病院

医療法人聖峰会　田主丸中央病院

医療法人同信会　福岡整形外科病院

医療法人みなみ　粕屋南病院

医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院

医療法人恵光会　原病院

医療法人光洋会　赤間病院

医療法人財団はまゆう会　新王子病院

医療法人財団華林会　村上華林堂病院

医療法人社団江頭会　さくら病院

医療法人社団新光会　不知火病院

医療法人社団誠仁会　夫婦石病院

医療法人社団誠和会　牟田病院

医療法人光仁会　西田病院

医療法人順天堂　順天堂病院

医療法人松籟会　河畔病院

医療法人整肢会　副島整形外科病院

医療法人清明会　やよいがおか鹿毛病院

佐賀大学医学部附属病院

社会医療法人祐愛会　織田病院

地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館

唐津赤十字病院

医療法人社団芳香会　唐津第一病院

長崎県

医療法人衆和会　長崎腎病院

医療法人仁寿会　南野病院

一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション

病院

公益財団法人小倉医療協会　三萩野病院

福岡大学筑紫病院

福岡県済生会二日市病院

医療法人社団正信会　水戸病院

社会医療法人天神会　新古賀病院

医療法人はるか　聖ヨハネ病院

社会医療法人　製鉄記念八幡病院

社会医療法人　天神会　古賀病院21

社会医療法人喜悦会　那珂川病院

社会医療法人共愛会　戸畑リハビリテーション

病院

社会医療法人財団池友会　新行橋病院

社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院

社会医療法人親仁会　米の山病院

社会医療法人聖ルチア会　聖ルチア病院

社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院

社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

社会医療法人大成会　福岡記念病院

医療法人　聖恵会　福岡聖恵病院

医療法人エイ・ジイ・アイ・エイチ　秋本病院

医療法人かぶとやま会　久留米リハビリテー

ション病院

医療法人シーエムエス　杉循環器科内科病院

医療法人　原三信病院

社会医療法人福西会　福西会病院

福岡歯科大学医科歯科総合病院

一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福岡県済生

会八幡総合病院

独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院

医療法人社団久英会　高良台リハビリテーショ

ン病院

筑後市立病院

社会医療法人シマダ　嶋田病院

社会医療法人共愛会　戸畑共立病院

医療法人　貝塚病院

九州大学病院

社会医療法人近森会　近森病院

社会医療法人仁生会　細木病院

公益社団法人福岡医療団　たたらリハビリテー

ション病院

公立学校共済組合九州中央病院

国家公務員共済組合連合会　浜の町病院

産業医科大学病院

医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院

医療法人白壽会　安本病院

久留米大学医学部附属医療センター

久留米大学病院

特定医療法人久会　図南病院

特定医療法人竹下会　竹下病院

特定医療法人長生会　大井田病院

医療法人社団若鮎　北島病院

医療法人尚腎会　高知高須病院

医療法人仁栄会　島津病院

医療法人創治　竹本病院

医療法人防治会　いずみの病院

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

高知県立あき総合病院

高知県立幡多けんみん病院

高知赤十字病院

高知大学医学部附属病院

福岡県 社会医療法人弘恵会　ヨコクラ病院 佐賀県
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独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター

独立行政法人国立病院機構　熊本再春医療セン

ター

独立行政法人地域医療機能推進機構　天草中央

総合病院

医療法人浩然会　指宿浩然会病院

医療法人慈風会　厚地脳神経外科病院

医療法人秋津会　徳田脳神経外科病院

クオラリハビリテーション病院あいら

球磨郡公立多良木病院

医療法人社団春日会　黒木記念病院

医療法人社団親和会　衛藤病院

社会福祉法人恩賜財団　済生会みすみ病院

特定医療法人佐藤会　弓削病院

医療法人青仁会　池田病院

医療法人美﨑会　国分中央病院

公益財団法人慈愛会　いづろ今村病院

公益財団法人慈愛会　今村総合病院

公益財団法人慈愛会　谷山病院

公益社団法人鹿児島共済会　南風病院

鹿児島厚生連病院

鹿児島市医師会病院

鹿児島市立病院

中津市立中津市民病院

独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

農協共済別府リハビリテーションセンター

豊後大野市民病院

大分記念病院

社会医療法人財団　天心堂へつぎ病院

大分大学医学部附属病院

熊本市立熊本市民病院

宮崎県立宮崎病院

医療法人十善会　県南病院

鹿児島県

宮崎県

医療法人一誠会　都城新生病院

医療法人久康会　平田東九州病院

医療法人啓仁会　城南病院

医療法人真愛会　髙宮病院

社会医療法人恒心会　恒心会おぐら病院

社会医療法人博愛会　相良病院

国家公務員共済組合連合会　新別府病院

国東市民病院

社会医療法人敬和会　大分岡病院

社会医療法人三愛会　大分三愛メディカルセン

ター

社会医療法人社団　大久保病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大分県済生

会日田病院

大分県厚生連鶴見病院

医療法人社団誠療会　成尾整形外科病院

社会医療法人愛育会福田病院

医療法人山部会　くまもと成城病院

医療法人社団熊本清仁会　菊陽台病院

社会医療法人令和会　熊本リハビリテーション

病院

特定医療法人萬生会　合志第一病院

阿蘇市病院事業　阿蘇医療センター

大分県

医療法人恵和会　白浜病院

医療法人敬親会　豊島病院

医療法人社団　中津胃腸病院

医療法人愛誠会　昭南病院

医療法人玉昌会　加治木温泉病院

医療法人玉水会　玉水会病院

医療法人恵明会　整形外科松元病院

医療法人誠和会　和田病院

医療法人和敬会　国見ヶ丘病院

一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団

潤和会記念病院

宮崎大学医学部附属病院

熊本大学病院

一般社団法人熊本市医師会　熊本地域医療セン

ター

医療法人清和会　平成とうや病院

医療法人社団鶴友会　鶴田病院

医療法人寺尾会　寺尾病院

社会福祉法人聖嬰会　イエズスの聖心病院

社会医療法人　寿量会　熊本機能病院

社会医療法人令和会　熊本整形外科病院

社会医療法人同心会　古賀総合病院

特定医療法人成仁会　くまもと成仁病院

特定医療法人萬生会　熊本第一病院

医療法人横田会　向陽台病院

医療法人再生会　くまもと心療病院

医療法人社団永寿会　天草第一病院

医療法人社団坂梨会　阿蘇温泉病院

医療法人社団如水会　嶋田病院

医療法人清和会　水前寺とうや病院

医療法人創起会　くまもと森都総合病院

医療法人博光会　御幸病院

一般社団法人天草郡市医師会立　天草地域医療

センター

特定医療法人　雄博会　千住病院

独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

独立行政法人地域医療機能推進機構　諫早総合

病院

独立行政法人労働者健康安全機構　長崎労災病

院

社会医療法人健友会　上戸町病院

社会医療法人春回会　出島病院

医療法人心々和会　サン・レモリハビリ病院

熊本県

医療法人　悠紀会病院

熊本市立植木病院

熊本赤十字病院

国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院

社会医療法人春回会　井上病院

地方独立行政法人　佐世保市総合医療センター

長崎県五島中央病院

長崎大学病院

医療法人朝日野会　朝日野総合病院
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社会医療法人緑泉会　米盛病院

出水郡医師会広域医療センター

独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療セン

ター

0

0

0

0

社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

地方独立行政法人　那覇市立病院

社会医療法人友愛会　友愛医療センター

医療法人徳洲会　南部徳洲会病院

0

0

0

0

0

公益社団法人　川内市医師会立市民病院

社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院

社会医療法人卓翔会  卓翔会記念病院

社会医療法人三愛会　三愛病院

沖縄県

医療法人タピック　沖縄リハビリテーションセ

ンター病院

沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

社会医療法人葦の会　オリブ山病院

社会医療法人敬愛会　中頭病院

国立大学法人鹿児島大学　鹿児島大学病院

医療法人玉昌会　キラメキテラスヘルスケアホ

スピタル

医療法人春風会　田上記念病院

0

0

0

0

0

0

霧島市立医師会医療センター

独立行政法人国立病院機構　南九州病院 0 0
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