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11-0061 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 胸部一般外科 006-8555 北海道 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 成田 吉明

11-0601 北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 060-8648 北海道 札幌市北区北14条西5丁目 加賀 基知三

11-0602 札幌医科大学附属病院 呼吸器外科 060-8543 北海道 札幌市中央区南1条西16丁目291 渡辺 敦

11-0603 市立札幌病院 呼吸器外科 060-8604 北海道 札幌市中央区北11条西13丁目1-1 櫻庭　幹

11-0781 旭川医科大学病院 呼吸器センター 078-8510 北海道 旭川市緑ヶ丘東2-1-1-1 北田 正博

21-0301 青森県立中央病院 呼吸器外科 030-8553 青森県 青森市東造道2-1-1 佐藤 伸之

21-0361 弘前大学医学部附属病院 胸部心臓血管外科 036-8563 青森県 弘前市本町53番地 木村 大輔

21-0201 岩手医科大学附属病院 呼吸器外科学講座 028-3695 岩手県 紫波郡矢巾町医大通2-1-1 齊藤 元

21-0202 岩手県立中央病院 呼吸器外科　 020-0066 岩手県 盛岡市上田1-4-1 大浦 裕之

21-9801 東北大学病院 呼吸器外科 980-8574 宮城県 仙台市青葉区星陵町1番1号 岡田 克典

21-9802 一般財団法人厚生会　仙台厚生病院 呼吸器外科 980-0873 宮城県 仙台市青葉区広瀬町4-15 角岡 信男

21-9831 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 呼吸器外科 983-8520 宮城県 仙台市宮城野区宮城野2丁目11番12号 羽隅 透

21-9832 東北医科薬科大学病院
外科学第2教室（呼吸器外
科）

983-8512 宮城県 仙台市宮城野区福室1-12-1 田畑 俊治

21-9861 石巻赤十字病院 呼吸器外科 986-8522 宮城県 石巻市蛇田字西道下71番地 鈴木　聡

21-0101 秋田大学医学部附属病院 胸部外科 010-8543 秋田県 秋田市広面字蓮沼44-2 南谷 佳弘

21-9901 山形大学医学部附属病院 第二外科 990-9585 山形県 山形市飯田西2-2-2 塩野 知志

21-9902 山形県立中央病院 呼吸器外科 990-2292 山形県 山形市大字青柳1800 遠藤 誠

21-9981 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 呼吸器外科　 998-8501 山形県 酒田市あきほ町30番地 金内 直樹

21-9601 福島県立医科大学附属病院 呼吸器外科 960-1295 福島県 福島市光が丘1番地 鈴木 弘行

31-3002 総合病院土浦協同病院 呼吸器外科 300-0028 茨城県 土浦市おおつ野4-1-1 稲垣 雅春

31-3051 筑波大学附属病院 呼吸器外科 305-8575 茨城県 つくば市天久保2-1-1 佐藤 幸夫

31-3091 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 呼吸器外科 309-1793 茨城県 笠間市鯉淵6528 清嶋 護之

31-3211 獨協医科大学病院 呼吸器外科 321-0293 栃木県 下都賀郡壬生町北小林880 千田 雅之

31-3291 自治医科大学附属病院 呼吸器外科 329-0498 栃木県 下野市薬師寺3311-1 遠藤 俊輔

31-3712 前橋赤十字病院 呼吸器外科 371-0811 群馬県 前橋市朝倉町389-1 上吉原 光宏

31-3772 国立病院機構渋川医療センター 呼吸器外科 377-0280 群馬県 渋川市白井383 川島 修

31-3301 自治医科大学附属さいたま医療センター 呼吸器外科 330-8503 埼玉県 さいたま市大宮区天沼町1-847 坪地 宏嘉

31-3431 獨協医科大学埼玉医療センター 呼吸器外科 343-8555 埼玉県 越谷市南越谷2-1-50 松村 輔二

31-3442 春日部市立医療センター 呼吸器外科 344-8588 埼玉県 春日部市中央6-7－1 田川 公平

31-3501 埼玉医科大学国際医療センター 呼吸器外科 350-1298 埼玉県 日高市山根1397-1 坂口 浩三
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31-3502 埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科 350-8550 埼玉県 川越市鴨田1981 中山 光男

31-3591 防衛医科大学校病院 呼吸器外科 359-8513 埼玉県 所沢市並木3-2 橋本 博史

31-3601 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器外科 360-0197 埼玉県 熊谷市板井1696 池谷 朋彦

31-3621 埼玉県立がんセンター 胸部外科 362-0806 埼玉県 北足立郡伊奈町小室780 平田 知己

31-2601 千葉大学医学部附属病院 呼吸器外科 260-8677 千葉県 千葉市中央区亥鼻1-8-1 吉野 一郎

31-2771 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 277-8577 千葉県 柏市柏の葉6-5-1 坪井 正博

31-2772 東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科 277-8567 千葉県 柏市柏下163-１ 秋葉 直志

41-1011 社会福祉法人　三井記念病院 呼吸器外科 101-8643 東京都 千代田区神田和泉町1番地 前田　純一

41-1021 東京逓信病院 呼吸器外科 102-8798 東京都 千代田区富士見2-14-23 中原 和樹

41-1041 国立がん研究センター中央病院 呼吸器外科 104-0045 東京都 中央区築地5-1-1 渡辺 俊一

41-1042 学校法人聖路加国際大学　聖路加国際病院 呼吸器外科 104-8560 東京都 中央区明石町9-1 板東 徹

41-1051 東京慈恵会医科大学附属病院 呼吸器外科 105-8461 東京都 港区西新橋3-25-8 大塚 崇

41-1052 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 呼吸器センター外科 105-8470 東京都 港区虎ノ門2-2-2 藤森 賢

41-1131 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科　 113-8655 東京都 文京区本郷7-3-1 中島 淳

41-1132 東京医科歯科大学病院 呼吸器外科 113-8519 東京都 文京区湯島1-5-45 大久保 憲一

41-1133 順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器外科 113-8431 東京都 文京区本郷3-1-3 鈴木 健司

41-1134 日本医科大学付属病院 呼吸器外科 113-8603 東京都 文京区千駄木1-1-5 臼田 実男

41-1135 がん・感染症センター　都立駒込病院 呼吸器外科 113-8677 東京都 文京区本駒込3-18-22 堀尾 裕俊

41-1161 東京女子医科大学附属足立医療センター 呼吸器外科 123-8558 東京都 足立区江北4-33-1 前　昌宏

41-1421 昭和大学病院 呼吸器外科 142-8666 東京都 品川区旗の台1-5-8 武井 秀史

41-1431 東邦大学医療センター大森病院 呼吸器センター外科 143-8541 東京都 大田区大森西6-11-1 伊豫田 明

41-1601 慶應義塾大学病院 呼吸器外科 160-8582 東京都 新宿区信濃町35番地 淺村 尚生

41-1602 東京医科大学病院 呼吸器甲状腺外科 160-0023 東京都 新宿区西新宿6-7-1 池田 徳彦

41-1621 東京女子医科大学病院 呼吸器外科 162-8666 東京都 新宿区河田町8-1 神崎 正人

41-1701 公益財団法人　がん研究会有明病院 呼吸器センター外科 135-8550 東京都 江東区有明3丁目8番31号 文 敏景

41-1731 日本大学医学部附属板橋病院 呼吸器外科学分野 173-8610 東京都 板橋区大谷口上町30-1 櫻井 裕幸

41-1732 帝京大学医学部附属病院 外科学講座 173-8605 東京都 板橋区加賀2-11-1 坂尾 幸則

41-1741 板橋中央総合病院 呼吸器外科 174-0051 東京都 板橋区小豆沢2丁目12-7 小林 零

41-1811 杏林大学医学部付属病院 呼吸器外科 181-8611 東京都 三鷹市新川6-20-2 安樂 真樹

41-1921 東海大学医学部付属八王子病院 呼吸器外科 192-0032 東京都 八王子市石川町1838 山田　俊介

41-1931 東京医科大学八王子医療センター 呼吸器外科 193-0998 東京都 八王子市館町1163 梶原直央
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41-2041 独立行政法人国立病院機構東京病院 呼吸器外科 204-8585 東京都 清瀬市竹丘3-1-1 深見 武史

41-2042 公益財団法人結核予防会複十字病院 呼吸器外科 204-8522 東京都 清瀬市松山3-1-24 白石 裕治

31-2101 川崎市立川崎病院 呼吸器外科 210-0013 神奈川県 川崎市川崎区新川通12-1 澤藤 誠

31-2161 聖マリアンナ医科大学 呼吸器外科 216-8511 神奈川県 川崎市宮前区菅生2-16-1 佐治 久

31-2221 独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院 呼吸器外科 222-0036 神奈川県 横浜市港北区小机町3211 山本 健嗣

31-2241 昭和大学横浜市北部病院 呼吸器センター 224-8503 神奈川県 横浜市都築区茅ヶ崎中央35-1 北見 明彦

31-2281 学校法人　北里研究所　北里大学病院 呼吸器外科 252-0375 神奈川県 相模原市南区北里1-15-1 佐藤 之俊

31-2321 横浜市立大学附属市民総合医療センター 呼吸器病センター外科 232-0024 神奈川県 横浜市南区浦舟町4-57 禹 哲漢

31-2361 横浜市立大学附属病院 呼吸器外科 236-0004 神奈川県 横浜市金沢区福浦3-9 石川 善啓

31-2362 神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器外科 236-0051 神奈川県 横浜市金沢区富岡東6-16-1 荒井 宏雅

31-2401 横浜市立市民病院 呼吸器外科 240-8555 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区岡沢町56 吉津 晃

31-2411 神奈川県立がんセンター 呼吸器外科 241-8515 神奈川県 横浜市旭区中尾2-3-2 伊藤 宏之

31-2471 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 呼吸器外科 247-8581 神奈川県 横浜市栄区桂町132番地 原 祐郁

31-2472 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 呼吸器外科 247-8533 神奈川県 鎌倉市岡本1370-1 深井 隆太

31-2571 独立行政法人　国立病院機構神奈川病院 呼吸器外科 257-8585 神奈川県 秦野市落合666-1 橋詰 寿律

31-2591 東海大学医学部付属病院 呼吸器外科 259-1193 神奈川県 伊勢原市下糟屋143 岩崎 正之

31-9501 国立病院機構西新潟中央病院 呼吸器外科 950-2085 新潟県 新潟市西区真砂1-14-1 渡辺 健寛

31-9511 新潟大学医歯学総合病院 呼吸器外科 951-8510 新潟県 新潟市中央区旭町通1-757 土田 正則

31-9512 新潟県立がんセンター新潟病院 呼吸器外科 951-8566 新潟県 新潟市中央区川岸町2-15-3 青木 正

51-9201 金沢大学附属病院 呼吸器外科 920-8641 石川県 金沢市宝町13-1 松本 勲

51-9202 金沢医科大学 呼吸器外科学 920-0265 石川県 河北郡内灘町大学1-1 浦本 秀隆

51-9101 福井大学　医学部　附属病院 呼吸器外科 910-1193 福井県 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 佐々木 正人

31-4091 山梨大学医学部附属病院 第二外科 409-3898 山梨県 中央市下河東1110 松原 寛知

51-3901 信州大学医学部附属病院 呼吸器外科 390-8621 長野県 松本市旭3-1-1 清水 公裕

51-3921 諏訪赤十字病院 呼吸器外科 392-8510 長野県 諏訪市湖岸通り5-11-50 吉田 和夫

51-5001 岐阜大学医学部附属病院 呼吸器外科 501-1194 岐阜県 岐阜市柳戸1-1 岩田 尚

51-5002 国立病院機構長良医療センター 呼吸器外科 502-8558 岐阜県 岐阜市長良1300-7 藤永 卓司

51-5031 大垣市民病院 呼吸器外科 503-8502 岐阜県 大垣市南頬町4-86 重光 希公生

51-4112 静岡県立静岡がんセンター 呼吸器外科 411-8777 静岡県 駿東郡長泉町下長窪1007番地 大出 泰久

51-4201 地方独立行政法人　静岡市立静岡病院 呼吸器外科 420-8630 静岡県 静岡市葵区追手町10番93号 土屋　恭子

51-4261 藤枝市立総合病院 呼吸器外科 426-8677 静岡県 藤枝市駿河台4丁目1番11号 江間 俊哉
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51-4301 聖隷浜松病院 呼吸器外科 430-8558 静岡県 浜松市中区住吉2-12-12 中村 徹

51-4311 浜松医科大学医学部附属病院 外科学第一講座 431-3192 静岡県 浜松市東区半田山1-20-1 船井 和仁

51-4331 聖隷三方原病院　呼吸器センター外科 呼吸器センター外科 433-8558 静岡県 浜松市北区三方原町3453 棚橋 雅幸

51-4411 豊橋市民病院 呼吸器外科 441-8570 愛知県 豊橋市青竹町字八間西50番地 成田 久仁夫

51-4461 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 呼吸器外科 446-8602 愛知県 安城市安城町東広畔28番地 藤永 一弥

51-4481 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 呼吸器外科 448-8505 愛知県 刈谷市住吉町5-15 山田 健

51-4531 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 呼吸器外科　 453-8511 愛知県 名古屋市中村区道下町3-35 森 正一

51-4641 愛知県がんセンター 呼吸器外科 464-8681 愛知県 名古屋市千種区鹿子殿1-1 黒田 浩章

51-4661 名古屋大学医学部附属病院 呼吸器外科 466-8550 愛知県 名古屋市昭和区鶴舞町65 芳川 豊史

51-4662 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 呼吸器外科 466-8650 愛知県 名古屋市昭和区妙見町2番地の9 吉岡 洋

51-4671 名古屋市立大学病院 呼吸器外科 467-8601 愛知県 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 奥田 勝裕

51-4701 藤田医科大学病院 呼吸器外科 470-1192 愛知県 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 星川 康

51-4712 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院 呼吸器外科 470-0396 愛知県 豊田市浄水町伊保原500-1 平松 義規

51-4801 愛知医科大学病院 呼吸器外科 480-1195 愛知県 長久手市岩作雁又1-1 福井 高幸

51-4851 小牧市民病院 呼吸器外科　 485-8520 愛知県 小牧市常普請一丁目20番地 谷口 哲郎

51-5132 鈴鹿中央総合病院 呼吸器センター　外科 513-8630 三重県 鈴鹿市安塚町山之花1275-53 深井 一郎

51-5141 三重大学医学部附属病院 呼吸器外科 514-8507 三重県 津市江戸橋2-174 高尾 仁二

61-5201 滋賀医科大学附属病院 呼吸器外科 520-2192 滋賀県 大津市瀬田月輪町 花岡 淳

61-5271 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター 呼吸器外科 527-8505 滋賀県 東近江市五智町255番地 井上 修平

61-6021 京都府立医科大学附属病院　呼吸器外科 呼吸器外科 602-8566 京都府
京都市上京区河原町通広小路上る梶井町
465

井上 匡美

61-6061 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 606-8507 京都府 京都市左京区聖護院川原町54 伊達 洋至

61-6121 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 呼吸器外科 612-8555 京都府 京都市伏見区深草向畑町1-1 澤井 聡

61-6151 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 呼吸器センター　呼吸器外科 615-8256 京都府 京都市西京区山田平尾町17番地 青山 晃博

61-5301 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 呼吸器外科 530-8480 大阪府 大阪市北区扇町2丁目4番20号 黄 政龍

61-5303 大阪府済生会中津病院 呼吸器外科 530-0012 大阪府 大阪市北区芝田2丁目10番39号 内野 和哉

61-5341 大阪市立総合医療センター 呼吸器外科 534-0021 大阪府 大阪市都島区都島本通2-13-22 高濱 誠

61-5371 大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 呼吸器外科 541-8567 大阪府 大阪市中央区大手前3丁目1-69 岡見 次郎

61-5431 大阪赤十字病院 呼吸器外科 543-8555 大阪府 大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30 園部 誠

61-5432 大阪警察病院 呼吸器外科 543-0035 大阪府 大阪市天王寺区北山町10-31 坂巻 靖

61-5452 大阪公立大学医学部附属病院 呼吸器外科 545-8585 大阪府 大阪市阿倍野区旭町1-4-3 西山 典利
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61-5601 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター 呼吸器外科 560-8552 大阪府 豊中市刀根山5-1-1 竹内 幸康

61-5651 大阪大学医学部附属病院 呼吸器外科 565-0871 大阪府 吹田市山田丘2-15 新谷 康

61-5691 大阪医科大学附属病院 呼吸器外科 569-8686 大阪府 高槻市大学町2番7号 花岡 伸治

61-5701 関西医科大学附属病院 呼吸器外科 573-1191 大阪府 枚方市新町2丁目3番1号 村川 知弘

61-5791 医療法人藤井会　石切生喜病院 呼吸器外科 579-8026 大阪府 東大阪市弥生町18番28号 西田 達

61-5831
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

呼吸器外科 583-8588 大阪府 羽曳野市はびきの3-7-1 門田 嘉久

61-5891 近畿大学病院 呼吸器外科 589-8511 大阪府 大阪狭山市大野東377-2 津谷 康大

61-5911 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター 外科 591-8555 大阪府 堺市北区長曽根町1180番地 尹 亨彦

61-6501 神戸大学医学部附属病院 呼吸器外科 650-0017 兵庫県 神戸市中央区楠町7丁目5-2 眞庭 謙昌

61-6502 神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器外科 650-0047 兵庫県 神戸市中央区港島南町2-1-1 高橋 豊

61-6511 神戸市立西神戸医療センター 呼吸器外科 651-2273 兵庫県 神戸市西区糀台5丁目7番地1 大政 貢

61-6513 神鋼記念病院 呼吸器外科 651-0072 兵庫県 神戸市中央区脇浜町1-4-47 桝屋　大輝

61-6601 兵庫県立尼崎総合医療センター 呼吸器外科 660-8550 兵庫県 尼崎市東難波町二丁目17番77号 阪井 宏彰

61-6602 関西労災病院 呼吸器外科 660-8511 兵庫県 尼崎市稲葉荘3丁目1番69号 岩田 隆

61-6632 兵庫医科大学病院 呼吸器外科 663-8501 兵庫県 西宮市武庫川町1-1 長谷川 誠紀

61-6703 独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター
呼吸器センター部　呼吸器外
科

670-8520 兵庫県 姫路市本町68番地 長井 信二郎

61-6731 兵庫県立がんセンター 呼吸器外科 673-0021 兵庫県 明石市北王子町13-70 西尾 渉

61-6321 公益財団法人　天理よろづ相談所病院 呼吸器外科 632-8552 奈良県 天理市三島町200番地 中川 達雄

61-6341 奈良県立医科大学附属病院 呼吸器外科 634-8522 奈良県 橿原市四条町840番地 澤端 章好

61-6401 日本赤十字社和歌山医療センター 呼吸器外科 640-8558 和歌山県 和歌山市小松原通四丁目20番地 石川　将史

61-6411 和歌山県立医科大学附属病院 第1外科 641-8509 和歌山県 和歌山市紀三井寺811-1 平井 慶充

71-6831 鳥取大学医学部附属病院 呼吸器外科 683-8504 鳥取県 米子市西町36-1 中村 廣繁

71-6932 島根大学医学部附属病院 呼吸器外科 693-8501 島根県 出雲市塩冶町89-1 岸本 晃司

71-7001 岡山大学病院 呼吸器外科 700-8558 岡山県 岡山市北区鹿田町2-5-1 豊岡 伸一

71-7011 川崎医科大学附属病院 呼吸器外科 701-0192 岡山県 倉敷市松島577 中田 昌男

71-7101 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 呼吸器外科 710-8602 岡山県 倉敷市美和1丁目1番1号 小林 正嗣

71-7302 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 呼吸器外科 730-8518 広島県 広島市中区基町7-33 松浦 求樹

71-7341 広島大学病院 呼吸器外科 734-8551 広島県 広島市南区霞1-2-3 岡田 守人

71-7371 呉医療センター・中国がんセンター 呼吸器外科 737-0023 広島県 呉市青山町3-1 三村 剛史
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71-7391 独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター 呼吸器外科 739-0041 広島県 東広島市西条町寺家513 原田　洋明

71-7401 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 胸部外科 740-8510 山口県 岩国市愛宕町1-1-1 片岡 和彦

71-7551 山口大学医学部附属病院 第一外科 755-8505 山口県 宇部市南小串1-1-1 田中 俊樹

71-7552 山口宇部医療センター 呼吸器外科 755-0241 山口県 宇部市東岐波685 沖田 理貴

71-7701 徳島大学病院 呼吸器外科 770-8503 徳島県 徳島市蔵本町3-18-15 滝沢 宏光

71-7601 高松赤十字病院 胸部・乳腺外科 760-0017 香川県 高松市番町4丁目1番3号 監崎 孝一郎

71-7611 香川大学医学部附属病院 呼吸器・乳腺内分泌外科 761-0793 香川県 木田郡三木町池戸1750-1 呉 哲彦

71-7901 国立病院機構　四国がんセンター 呼吸器外科 791-0280 愛媛県 松山市南梅本町甲160 山下 素弘

71-7902 松山赤十字病院 呼吸器外科 790-8524 愛媛県 松山市文京町1番地 竹之山　光広

71-7911 愛媛大学医学部附属病院 心臓血管・呼吸器外科学 791-0295 愛媛県 東温市志津川454 佐野 由文

71-7802 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 呼吸器外科 781-8555 高知県 高知市池2125-1 岡本 卓

71-7803 独立行政法人国立病院機構 高知病院 呼吸器外科 780-8077 高知県 高知市朝倉西町1丁目2番25号 先山 正二

71-7831 高知大学医学部附属病院 呼吸器外科 783-8505 高知県 南国市岡豊町小蓮185-1 田村 昌也

81-8021 北九州市立医療センター 呼吸器外科 802-0077 福岡県 北九州市小倉北区馬借2丁目1-1 濱武 基陽

81-8061 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 外科 806-8501 福岡県 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 内山 明彦

81-8071 産業医科大学病院 呼吸器・胸部外科 807-8555 福岡県 北九州市八幡西区医生ケ丘１－１ 田中 文啓

81-8101 国立病院機構 九州医療センター 呼吸器外科　 810-8563 福岡県 福岡市中央区地行浜1-8-1 山崎 宏司

81-8112 独立行政法人国立病院機構　福岡東医療センター 呼吸器外科 811-3195 福岡県 古賀市千鳥1丁目1-1 濱武 大輔

81-8141 福岡大学病院 呼吸器乳腺内分泌小児外科 814-0180 福岡県 福岡市城南区七隈7-45-1 佐藤 寿彦

81-8201 飯塚病院 呼吸器外科 820-8505 福岡県 飯塚市芳雄町3-83 安田 学

81-8301 久留米大学病院 呼吸器外科 830-0011 福岡県 久留米市旭町67番地 光岡 正浩

81-8302 社会医療法人天神会　新古賀病院 呼吸器外科 830-8577 福岡県 久留米市天神町120番地 林 明宏

81-8303 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 呼吸器外科 830-8543 福岡県 久留米市津福本町422 大渕 俊朗

81-8491 佐賀大学医学部附属病院
胸部・心臓血管外科（呼吸器
外科）

849-8501 佐賀県 佐賀市鍋島5丁目1-1 平塚 昌文

81-8521 長崎大学病院 腫瘍外科 852-8501 長崎県 長崎市坂本1丁目7番1号 永安 武

81-8522 日本赤十字社長崎原爆病院 呼吸器外科 852-8511 長崎県 長崎市茂里町3-15 佐野 功

81-8571 佐世保市総合医療センター 呼吸器外科 857-8511 長崎県 佐世保市平瀬町9-3 中村 昭博

81-8601 熊本大学病院　呼吸器外科 呼吸器外科 860-8556 熊本県 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 鈴木 実

81-8791 大分大学医学部附属病院 呼吸器・乳腺外科 879-5593 大分県 由布市挾間町医大ヶ丘1-1 杉尾 賢二
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81-8891 宮崎大学　医学部　附属病院 呼吸器・乳腺外科 889-1692 宮崎県 宮崎市清武町木原5200 富田 雅樹

81-8901 鹿児島大学病院 呼吸器外科 890-8520 鹿児島県 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1 佐藤 雅美

81-8921 公益社団法人昭和会　いまきいれ総合病院 呼吸器外科 890-0051 鹿児島県 鹿児島市高麗町43番25号 米田 敏

81-9011 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院 外科 901-2214 沖縄県 宜野湾市我如古3丁目20番14号 饒平名 知史

81-9042 社会医療法人　敬愛会　中頭病院 呼吸器外科 904-2195 沖縄県 沖縄市字登川610番地 大田 守雄
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