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12-0031 社会医療法人　恵佑会札幌病院 呼吸器・乳腺外科　 003-0027 北海道 札幌市白石区本通14丁目北1番1号 加賀 基知三

12-0032 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター 呼吸器外科 003-0804 北海道 札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号 渡辺 敦

12-0071 勤医協中央病院 呼吸器外科 007-8505 北海道 札幌市東区東苗穂5条1丁目9番1号 加賀 基知三

12-0401 社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院 呼吸器外科 040-8611 北海道 函館市五稜郭町38-3 渡辺 敦

12-0411 市立函館病院 呼吸器外科　 041-8680 北海道 函館市港町1丁目10-1 渡辺 敦

12-0413 独立行政法人国立病院機構　函館病院 呼吸器外科 041-8512 北海道 函館市川原町18-16 加賀 基知三

12-0471 社会福祉法人　北海道社会事業協会小樽病院 外科・呼吸器外科　 047-8510 北海道 小樽市住ノ江1丁目6番15号 加賀 基知三

12-0501 社会医療法人　製鉄記念室蘭病院 呼吸器外科 050-0076 北海道 室蘭市知利別町1丁目45番地 加賀 基知三

12-0511 市立室蘭総合病院 呼吸器外科 051-8512 北海道 室蘭市山手町3丁目8-1 渡辺 敦

12-0531 医療法人王子総合病院 外科・呼吸器外科 053-8506 北海道 苫小牧市若草町3丁目4番8号 加賀 基知三

12-0605 JR札幌病院 血管呼吸器外科　 060-0033 北海道 札幌市中央区北3条東1丁目 渡辺 敦

12-0606 JA北海道厚生連札幌厚生病院 外科 060-0033 北海道 札幌市中央区北3条東8丁目5番 加賀 基知三

12-0607 社会医療法人　北海道恵愛会　札幌南三条病院 呼吸器外科 060-0063 北海道 札幌市中央区南3条西6丁目4-2 加賀 基知三

12-0608 国家公務員共済組合連合会斗南病院 呼吸器乳腺外科 060-0004 北海道 札幌市中央区北4条西7丁目3-8 加賀 基知三

12-0609 NTT東日本札幌病院 呼吸器外科 060-0061 北海道 札幌市中央区南1条西15丁目 加賀 基知三

12-0622 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 外科 062-8618 北海道 札幌市豊平区中の島1条8丁目3-18 加賀 基知三

12-0632 独立行政法人　国立病院機構　北海道医療センター 呼吸器外科 063-0005 北海道 札幌市西区山の手5条7丁目1番1号 加賀 基知三

12-0641 社会医療法人鳩仁会　札幌中央病院 呼吸器外科 064-0809 北海道 札幌市中央区南9条西10丁目1-50 渡辺 敦

12-0681 独立行政法人　労働者健康安全機構　北海道中央労災病院 外科 068-0004 北海道 岩見沢市四条東16丁目5番地 加賀 基知三

12-0701 市立旭川病院 外科 070-8610 北海道 旭川市金星町1丁目1番65号 加賀 基知三

 12-0702 旭川赤十字病院 呼吸器外科 070-8530 北海道 旭川市曙1条1丁目1番1号 加賀 基知三

12-0703 独立行政法人国立病院機構　旭川医療センター 外科 070-8644 北海道 旭川市花咲町7丁目4048番地 北田 正博

12-0731 砂川市立病院 呼吸器外科 073-0196 北海道 砂川市西4条北3丁目1番1号 渡辺 敦

12-0801 国立病院機構帯広病院 呼吸器外科 080-8518 北海道 帯広市西18条北2丁目 渡辺 敦

12-0802 帯広厚生病院 外科 080-0016 北海道 帯広市西14条南10丁目1番地 加賀 基知三

12-0851 市立釧路総合病院 外科 085-0822 北海道 釧路市春湖台1-12 加賀 基知三

12-0901 北見赤十字病院 外科 090-8666 北海道 北見市北6条東2丁目1番地 加賀 基知三

32-3592 所沢明生病院 呼吸器外科 359-1145 埼玉県 所沢市山口5095 橋本　博史

22-0311 八戸市立市民病院 呼吸器外科 031-8555 青森県 八戸市田向三丁目1番1号 南谷 佳弘

 22-0312 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院 外科 031-8551 青森県 八戸市大字白銀町字南ケ丘1番地 木村 大輔
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22-0231 岩手県立胆沢病院 呼吸器外科 023-0864 岩手県 奥州市水沢字龍ヶ馬場61番地 岡田 克典

22-9811 宮城県立がんセンター 呼吸器外科 981-1293 宮城県 名取市愛島塩手字野田山47-1 岡田 克典

22-9812 独立行政法人　労働者健康安全機構　東北労災病院 呼吸器外科 981-8563 宮城県 仙台市青葉区台原4丁目3-21 岡田 克典

22-9892 大崎市民病院 呼吸器外科 989-6183 宮城県 大崎市古川穂波三丁目8番1号 岡田 克典

22-0103 秋田赤十字病院 呼吸器外科 010-1495 秋田県 秋田市上北手猿田字苗代沢222-1 南谷 佳弘

22-0111 秋田厚生医療センター 呼吸器・乳腺外科 011-0948 秋田県 秋田市飯島西袋1-1-1 南谷 佳弘

22-0131 平鹿総合病院 外科 013-8610 秋田県 横手市前郷字八ツ口3番1 南谷 佳弘

22-0141 大曲厚生医療センター 呼吸器外科 014-0027 秋田県 大仙市大曲通町8-65 南谷 佳弘

22-0151 由利組合総合病院 外科 015-8511 秋田県 由利本荘市川口字家後38番地 南谷 佳弘

22-0171 大館市立総合病院 呼吸器外科 017-8550 秋田県 大館市豊町３の１ 南谷 佳弘

22-9922 公立置賜総合病院 呼吸器外科 992-0601 山形県 東置賜郡川西町大字西大塚2000番地 大泉 弘幸

22-9961 山形県立新庄病院 外科・乳腺外科 996-0025 山形県 新庄市若葉町12-55 南谷 佳弘

22-9602 福島赤十字病院 呼吸器外科 960-8530 福島県 福島市八島町7-7 鈴木 弘行

22-9603 一般財団法人　大原記念財団　大原綜合病院 呼吸器外科 960-8611 福島県 福島市上町6番１号 鈴木　弘行

22-9612 白河厚生総合病院 呼吸器外科 961-0005 福島県 白河市豊地上弥次郎2-1 鈴木 弘行

22-9631 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 呼吸器外科 963-8558 福島県 郡山市西ノ内2丁目5番20号 岡田 克典

22-9632 一般財団法人慈山会医学研究所　付属　坪井病院 呼吸器外科 963-0197 福島県 郡山市安積町長久保一丁目10番地13 大泉 弘幸

22-9633 一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院 呼吸器外科 963-8563 福島県 郡山市八山田7丁目115番地 鈴木 弘行

22-9651 竹田綜合病院 呼吸器外科 965-8585 福島県 会津若松市山鹿町3番27号 鈴木 弘行

22-9653 一般財団法人温知会会津中央病院 呼吸器科 965-8611 福島県 会津若松市鶴賀町1-1 臼田 実男

22-9692 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 呼吸器外科 969-3492 福島県 会津若松市河東町谷沢字前田21-2 鈴木 弘行

22-9731 いわき市医療センター 呼吸器外科 973-8555 福島県 福島県いわき市内郷御厩町久世原16 鈴木 弘行

22-9732 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 呼吸器外科 973-8403 福島県 いわき市内郷綴町沼尻3番地 田中 文啓

32-3001 東京医科大学茨城医療センター 呼吸器外科 300-0395 茨城県 稲敷郡阿見町中央3-20-1 池田 徳彦

32-3003 医療法人筑波記念会　筑波記念病院 呼吸器外科　 300-2622 茨城県 つくば市要1187-299 佐藤 幸夫

32-3052
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

呼吸器外科 305-8558 茨城県 つくば市天久保1丁目3番地1 佐藤 幸夫

32-3063 友愛記念病院 呼吸器外科 306-0232 茨城県 古河市東牛谷707 滝沢 宏光

32-3101 茨城県厚生連　総合病院水戸協同病院 呼吸器外科 310-0015 茨城県 水戸市宮町3-2-7 佐藤 幸夫

32-3111 社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 呼吸器外科 311-4198 茨城県 水戸市双葉台3-3-10 佐藤 幸夫
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32-3113 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター 外科 311-3193 茨城県 東茨城郡茨城町桜の郷280番地 佐藤 幸夫

32-3121 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 外科 312-0057 茨城県 ひたちなか市石川町20-1 佐藤 幸夫

32-3171 日立製作所日立総合病院 呼吸器外科 317-0077 茨城県 日立市城南町2-1-1 市村 秀夫

32-3191 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 呼吸器外科 319-1113 茨城県 那珂郡東海村照沼825 佐藤 幸夫

32-3201 栃木県立がんセンター 呼吸器外科 320-0834 栃木県 宇都宮市陽南4-9-13 千田 雅之

32-3202 社会医療法人中山会宇都宮記念病院 呼吸器外科 320-0811 栃木県 宇都宮市大通り1丁目3番16号 鈴木 健司

32-3212 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 呼吸器外科 321-0974 栃木県 宇都宮市竹林町911-1 淺村 尚生

32-3213 独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 胸部外科 321-0143 栃木県 宇都宮市南高砂町11-17 遠藤 俊輔

32-3261 足利赤十字病院 呼吸器外科 326-0843 栃木県 足利市五十部町284-1 淺村 尚生

32-3271 佐野厚生総合病院 呼吸器外科 327-8511 栃木県 佐野市堀米町1728番地 遠藤 俊輔

32-3292 国際医療福祉大学病院 呼吸器外科 329-2763 栃木県 那須塩原市井口537-3 遠藤 俊輔

32-3293 国立病院機構宇都宮病院 呼吸器外科 329-1193 栃木県 宇都宮市下岡本町2160 坂口 浩三

32-3701 独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター 呼吸器外科 370-0829 群馬県 高崎市高松町36 上吉原 光宏

32-3711 群馬大学医学部附属病院 呼吸器外科 371-8511 群馬県 前橋市昭和町3丁目39番15号 上吉原 光宏

32-3721 伊勢崎市民病院 外科 372-0817 群馬県 伊勢崎市連取本町12-1 川島 修

32-3741 公立館林厚生病院 呼吸器外科 374-8533 群馬県 館林市成島町262番地の1 川島 修

32-3751 公立藤岡総合病院 外科 375-8503 群馬県 藤岡市中栗須813番地1 上吉原 光宏

32-3771 群馬県立がんセンター 呼吸器外科 373-8550 群馬県 太田市高林西町617-1 上吉原　光宏

32-3781 利根保健生活協同組合　利根中央病院 外科 378-0012 群馬県 沼田市沼須町910-1 上吉原 光宏

32-3311 埼玉協同病院 外科 333-0831 埼玉県 川口市木曾呂1317 池谷 朋彦

32-3321 埼玉県済生会川口総合病院 呼吸器外科 332-8558 埼玉県 川口市西川口5-11-5 鈴木　健司

32-3331 川口市立医療センター 呼吸器外科 333-0833 埼玉県 川口市西新井宿180 櫻井 裕幸

32-3351 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 呼吸器外科 335-0023 埼玉県 戸田市本町1-19-3 池田 徳彦

32-3361 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 外科　呼吸器外科 330-0074 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4-9-3 淺村 尚生

32-3362 さいたま市立病院 呼吸器外科 336-8522 埼玉県 さいたま市緑区三室2460番地 淺村 尚生

32-3381 さいたま赤十字病院 呼吸器外科 330-8553 埼玉県 さいたま市中央区新都心1-5 遠藤 俊輔

32-3461 新久喜総合病院 呼吸器外科 346-8530 埼玉県 久喜市上早見418-1 田中 文啓

32-3481 羽生総合病院 外科 348-8505 埼玉県 羽生市大字下岩瀬446番地 坂尾　幸則

32-3491 埼玉県済生会加須病院 呼吸器外科 347-0101 埼玉県 加須市高柳1680番地 神崎 正人
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32-3511 国立病院機構埼玉病院 呼吸器外科 351-0102 埼玉県 和光市諏訪2-1 坂口 浩三

32-3521 医療法人社団武蔵野会　新座志木中央総合病院 呼吸器外科 352-0001 埼玉県 新座市東北1丁目7番2号 池田 徳彦

32-3593 所沢中央病院 呼吸器外科 359-0037 埼玉県 所沢市くすのき台3-18-1 近藤 晴彦

32-3622 上尾中央総合病院 呼吸器外科 362-8588 埼玉県 上尾市柏座1-10-10 池田 徳彦

32-3661 深谷赤十字病院 呼吸器外科 366-0052 埼玉県 深谷市上柴町西５丁目８−１ 池谷 朋彦

32-2602 千葉県がんセンター 呼吸器外科 260-8717 千葉県 千葉市中央区仁戸名町666-2 吉野 一郎

32-2604 国立病院機構千葉医療センター 呼吸器外科 260-8606 千葉県 千葉市中央区椿森4-1-2 吉野 一郎

32-2701 日本医科大学千葉北総病院 呼吸器外科 270-1694 千葉県 印西市鎌苅1715 臼田 実男

32-2703 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 呼吸器外科 270-0034 千葉県 松戸市新松戸1-380 川野 亮二

32-2704 医療法人 沖縄徳洲会 千葉西総合病院 呼吸器外科 270-2251 千葉県 松戸市金ケ作107-1 鈴木 弘行

32-2705 医療法人社団誠馨会　新東京病院 呼吸器外科 270-2232 千葉県 松戸市和名ヶ谷1271 藤森 賢

32-2711 松戸市立総合医療センター 呼吸器外科 270-2296 千葉県 松戸市千駄堀993番地の1 吉野 一郎

32-2721 国際医療福祉大学市川病院 呼吸器甲状腺外科 272-0827 千葉県 市川市国府台6-1-14 池田 徳彦

32-2722 東京歯科大学市川総合病院 呼吸器外科 272-8513 千葉県 市川市菅野5-11-13 淺村 尚生

32-2731 船橋市立医療センター 呼吸器外科 273-8588 千葉県 船橋市金杉1-21-1 池田 徳彦

32-2751 恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 呼吸器外科 275-8580 千葉県 習志野市泉町1丁目1-1 吉野 一郎

32-2761 東京女子医科大学八千代医療センター 呼吸器外科 276-8524 千葉県 八千代市大和田新田477-96 吉野 一郎

32-2781 小張総合病院 呼吸器外科 278-8501 千葉県 野田市横内29-1 鈴木 健司

32-2791 順天堂大学医学部附属浦安病院 呼吸器外科 279-0021 千葉県 浦安市富岡2-1-1 鈴木 健司

32-2851 聖隷佐倉市民病院 呼吸器外科 285-8765 千葉県 佐倉市江原台2-36-2 臼田 実男

32-2852 東邦大学医療センター佐倉病院 外科 285-8741 千葉県 佐倉市下志津564-1 伊豫田 明

32-2861 成田赤十字病院 呼吸器外科 286-8523 千葉県 成田市飯田町90-1 吉野 一郎

32-2862 国際医療福祉大学成田病院 呼吸器外科 286-8520 千葉県 成田市畑ヶ田852 吉野　一郎

32-2891 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 呼吸器外科 289-2511 千葉県 旭市イ-1326 中島 淳

32-2901 独立行政法人労働者健康安全機構　千葉労災病院 呼吸器外科 290-0003 千葉県 市原市辰巳台東2-16 吉野 一郎

32-2902 医療法人　鎗田病院 呼吸器外科 290-0056 千葉県 市原市五井899 吉野 一郎

32-2921 国保直営総合病院君津中央病院 呼吸器外科 292-8535 千葉県 木更津市桜井1010 吉野 一郎

32-2961 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 呼吸器外科 296-8602 千葉県 鴨川市東町929 鈴木 健司

42-1071 医療法人財団順和会 山王病院 呼吸器センター 107-0052 東京都 港区赤坂8-10-16 池田 徳彦

42-1081 東京都済生会中央病院 呼吸器外科 108-0073 東京都 港区三田一丁目4-17 淺村 尚生
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42-1082 国際医療福祉大学三田病院 呼吸器外科 108-8329 東京都 港区三田1-4-3 池田 徳彦

42-1083 学校法人　北里研究所　北里大学北里研究所病院 呼吸器外科 108-8642 東京都 港区白金5-9-1 佐藤 之俊

42-1102 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 呼吸器外科 110-8645 東京都 台東区東上野2-23-16 淺村 尚生

42-1251 東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター 外科 125-8506 東京都 葛飾区青戸6丁目41番2号 大塚 崇

42-1301 東京都立墨東病院 呼吸器外科 130-8575 東京都 墨田区江東橋4-23-15 池谷 朋彦

42-1341 日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院 呼吸器外科 134-0086 東京都 江戸川区臨海町1-4-2 臼田 実男

42-1361 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 呼吸器外科 136-0075 東京都 江東区新砂3-3-20 鈴木 健司

42-1401 医療法人社団東京巨樹の会　東京品川病院 呼吸器外科 140-8522 東京都 品川区東大井6-3-22 田中 文啓

42-1411 ＮＴＴ東日本関東病院 呼吸器外科 141-8625 東京都 品川区東五反田5-9-22 中島 淳

42-1432 日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院 呼吸器外科 143-8527 東京都 大田区中央四丁目30番1号 岩崎 正之

42-1433 独立行政法人　労働者健康安全機構　東京労災病院 呼吸器外科 143-0013 東京都 大田区大森南4-13-21 伊豫田 明

42-1501 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院 外科 150-0013 東京都 渋谷区恵比寿2-34-10 松原 寛知

42-1502 日本赤十字社医療センター 呼吸器外科 150-8935 東京都 渋谷区広尾4丁目1番22号 中島 淳

42-1511 ＪＲ東京総合病院 呼吸器外科 151-8528 東京都 渋谷区代々木2-1-3 中島 淳

42-1521 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 呼吸器外科 152-8902 東京都 目黒区東が丘2-5-1 淺村 尚生

42-1531 東邦大学医療センター大橋病院 外科 153-8515 東京都 目黒区大橋2-22-36 伊豫田 明

42-1533 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 呼吸器外科 153-8934 東京都 目黒区中目黒2丁目3番8号 大久保 憲一

42-1541 自衛隊中央病院　呼吸器外科 呼吸器外科 154-8532 東京都 世田谷区池尻1-2-24 橋本 博史

42-1581 公益財団法人日産厚生会　玉川病院 呼吸器外科 158-0095 東京都 世田谷区瀬田4-8-1 吉野 一郎

42-1582 公立学校共済組合関東中央病院 呼吸器外科 158-8531 東京都 世田谷区上用賀6-25-1 池田 徳彦

42-1623 国立国際医療研究センター病院 呼吸器外科 162-8655 東京都 新宿区戸山1-21-1 松原 寛知

42-1651 総合東京病院 呼吸器外科 165-8906 東京都 東京都中野区江古田3-15-2 岩田 尚

42-1691 JCHO東京山手メディカルセンター 呼吸器外科 169-0073 東京都 新宿区百人町3-22-1 松原 寛知

42-1702 東京都立大塚病院 外科　 170-8476 東京都 豊島区南大塚2-8-1 堀尾 裕俊

42-1734 地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター 呼吸器外科 173-0015 東京都 板橋区栄町35番2号 中島 淳

42-1771 順天堂大学医学部附属練馬病院 呼吸器外科 177-8521 東京都 練馬区高野台3-1-10 鈴木 健司

 42-1791 公益社団法人　地域医療振興協会　練馬光が丘病院 呼吸器外科 179-0072 東京都 練馬区光が丘2-11-1 遠藤 俊輔

 42-1801 武蔵野赤十字病院 呼吸器外科 180-0023 東京都 武蔵野市境南町1-26-1 大久保 憲一

42-1831 東京都立多摩総合医療センター 呼吸器外科 183-8524 東京都 府中市武蔵台2-8-29 神崎 正人
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42-1832 東京都立小児総合医療センター 外科 183-8651 東京都 府中市武蔵台2-8-29 堀尾　裕俊

42-1871 公立昭和病院 呼吸器外科 187-8510 東京都 小平市花小金井8-1-1 鈴木 健司

42-1901 独立行政法人　国立病院機構　災害医療センター 呼吸器外科 190-0014 東京都 立川市緑町3256番地 松原 寛知

42-1902 国家公務員共済組合連合会　立川病院 呼吸器外科 190-8531 東京都 立川市錦町4-2-22 淺村 尚生

42-1903 健生会立川相互病院 呼吸器外科 190-0014 東京都 立川市緑町4-1 文 敏景

42-1971 公立阿伎留医療センター 呼吸器外科 197-0834 東京都 あきる野市引田78-1 近藤 晴彦

42-1981 青梅市立総合病院 呼吸器外科 198-0042 東京都 青梅市東青梅4丁目16-5 大久保 憲一

42-2011 東京慈恵会医科大学附属第三病院 外科 201-8601 東京都 狛江市和泉本町4-11-1 大塚 崇

42-2061 日本医科大学多摩永山病院 呼吸器外科 206-8512 東京都 多摩市永山1-7-1 臼田 実男

32-2102 医療法人社団葵会　AOI国際病院 呼吸器外科 210-0822 神奈川県 川崎市川崎区田町 2-9-1 伊豫田 明

32-2111 日本医科大学武蔵小杉病院 呼吸器外科 211-8533 神奈川県 川崎市中原区小杉町1-396 臼田 実男

32-2113 独立行政法人労働者健康福祉機構　関東労災病院 呼吸器外科 211-8510 神奈川県 川崎市中原区木月住吉町1-1 山本 健嗣

32-2121 社会医療法人財団　石心会　川崎幸病院 呼吸器外科 212-0014 神奈川県 川崎市幸区大宮町31番27 中島 淳

32-2131 帝京大学医学部附属溝口病院 外科 213-8507 神奈川県 川崎市高津区二子5-1-1 川村 雅文

32-2151 新百合ヶ丘総合病院 呼吸器外科 215-0026 神奈川県 川崎市麻生区古沢都古255 岩田 尚

32-2201 けいゆう病院 外科 220-8521 神奈川県 横浜市西区みなとみらい3-7-3 岩崎 正之

32-2211
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東部
病院

呼吸器外科 230-8765 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉3-6-1 淺村 尚生

32-2282 独立行政法人国立病院機構　相模原病院 呼吸器外科 252-0392 神奈川県 相模原市南区桜台18-1 佐藤 之俊

32-2291 相模原協同病院 呼吸器外科 252-5188 神奈川県 相模原市緑区橋本2-8-18 淺村 尚生

32-2311 横浜市立みなと赤十字病院 呼吸器外科 231-8682 神奈川県 横浜市中区新山下3-12-1 大久保 憲一

32-2341 社会福祉法人恩賜財団　済生会横浜市南部病院 呼吸器外科 234-0054 神奈川県 横浜市港南区港南台3丁目2番10号 禹 哲漢

32-2363 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 呼吸器外科 236-0037 神奈川県 横浜市金沢区六浦東1-21-1 山本 健嗣

32-2381 国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院 呼吸器外科 238-8558 神奈川県 横須賀市米が浜通1-16 荒井 宏雅

32-2382 横須賀市立うわまち病院 呼吸器外科 238-8567 神奈川県 横須賀市上町2-36 禹 哲漢

32-2403 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院 呼吸器外科 240-8521 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区岩井町215 佐藤 之俊

32-2412 横浜旭中央総合病院 呼吸器外科 241-0801 神奈川県 横浜市旭区若葉台4-20-1 北見 明彦

32-2431 海老名総合病院 呼吸器外科 243-0433 神奈川県 海老名市河原口1320 岩崎 正之

 32-2432 社会医療法人社団三思会　東名厚木病院 呼吸器外科 243-8571 神奈川県 厚木市船子232番地 松原 寛知

32-2433 厚木市立病院 外科 243-8588 神奈川県 厚木市水引1-16-36 大塚 崇
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32-2442 大和市立病院 呼吸器外科 242-8602 神奈川県 大和市深見西8-3-6 岩崎 正之

32-2452 国立病院機構横浜医療センター 呼吸器外科 245-8575 神奈川県 横浜市戸塚区原宿3-60-2 山本 健嗣

32-2473 大船中央病院 呼吸器病センター 247-0056 神奈川県 鎌倉市大船6-2-24 北見 明彦

32-2501 小田原市立病院 呼吸器外科 250-8558 神奈川県 小田原市久野46番地 岩崎 正之

32-2511 藤沢市民病院 呼吸器外科 251-8550 神奈川県 藤沢市藤沢2-6-1 山本 健嗣

32-2531 茅ヶ崎市立病院 呼吸器外科 253-0042 神奈川県 茅ケ崎市本村5丁目15-1 中島 淳

32-2532 医療法人社団康心会　湘南東部総合病院 呼吸器外科 253-0083 神奈川県 茅ヶ崎市西久保500 神崎 正人

32-2541 平塚市民病院 呼吸器外科 254-0065 神奈川県 平塚市南原1-19-1 岩崎 正之

32-2542 国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院 外科 254-8502 神奈川県 平塚市追分9-11 山本 健嗣

32-9401 長岡赤十字病院 呼吸器外科 940-2085 新潟県 長岡市千秋2丁目297-1 土田 正則

32-9402 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 呼吸器外科 940-0861 新潟県 長岡市川崎町2041 近藤 晴彦

32-9431 新潟県立中央病院 呼吸器外科　 943-0192 新潟県 上越市新南町205 土田 正則

32-9491 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 呼吸器外科 949-7302 新潟県 南魚沼市浦佐4132 土田 正則

32-9571 新潟県立新発田病院 呼吸器外科 957-8588 新潟県 新発田市本町1-2-8 土田 正則

52-9302 富山県立中央病院 呼吸器外科 930-8550 富山県 富山市西長江2-2-78 松本 勲

52-9303 富山赤十字病院 呼吸器外科 930-0859 富山県 富山市牛島本町2-1-58 松本 勲

52-9321 公立学校共済組合　北陸中央病院 外科 932-8503 富山県 小矢部市野寺123 松本 勲

52-9331 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 胸部外科 933-8555 富山県 高岡市永楽町5番10号 松本 勲

52-9203 石川県立中央病院 呼吸器外科 920-8530 石川県 金沢市鞍月東2-1 松本 勲

52-9204 石川県済生会金沢病院 外科 920-0353 石川県 金沢市赤土町二13-6 松本 勲

52-9205 国立病院機構金沢医療センター 呼吸器外科 920-8650 石川県 金沢市下石引町1-1 松本 勲

52-9213 国家公務員共済組合連合会　北陸病院 外科 921-8035 石川県 金沢市泉が丘2丁目13-43 松本 勲

52-9231 国民健康保険　小松市民病院 外科 923-8560 石川県 小松市向本折町ホ60 松本 勲

52-9102 福井県立病院 外科 910-8526 福井県 福井市四ツ井2-8-1 松本 勲

52-9181 福井赤十字病院 呼吸器外科 918-8501 福井県 福井市月見2丁目4番1号 伊達 洋至

52-9182 福井県済生会病院 呼吸器外科 918-8503 福井県 福井市和田中町舟橋7-1 松本 勲

32-4001 市立甲府病院 呼吸器外科 400-0832 山梨県 甲府市増坪町366番地 松原 寛知

32-4002 山梨県立中央病院 呼吸器外科 400-8506 山梨県 甲府市富士見1-1-1 淺村 尚生

32-3821 長野県立信州医療センター 呼吸器外科 382-8577 長野県 須坂市須坂1332番地 堀尾 裕俊

52-3801 長野赤十字病院 呼吸器外科 380-8582 長野県 長野市若里五丁目22番1号 清水 公裕
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52-3811 地方独立行政法人　長野市民病院 呼吸器外科 381-8551 長野県 長野市大字富竹1333-1 清水 公裕

52-3844
長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院　佐久医療セン
ター

呼吸器外科 385-0051 長野県 佐久市中込3400－28 佐藤 之俊

52-3861 独立行政法人国立病院機構　信州上田医療センター 呼吸器外科 386-0022 長野県 上田市緑が丘1-27-21 清水 公裕

52-3881 JA長野厚生連　南長野医療センター　篠ノ井総合病院 呼吸器外科 388-8004 長野県 長野市篠ノ井会666-1 清水 公裕

52-3902 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 呼吸器外科 390-8510 長野県 松本市本庄2-5-1 清水 公裕

52-3951 飯田市立病院 呼吸器外科 395-8502 長野県 飯田市八幡町438番地 清水 公裕

52-3991 独立行政法人国立病院機構　まつもと医療センター 呼吸器外科 399-8701 長野県 松本市村井町南2-20-30 清水 公裕

52-3992 昭和伊南総合病院 外科 399-4117 長野県 駒ヶ根市赤穂3230番地 清水 公裕

52-3993 伊那中央病院 呼吸器外科 396-8555 長野県 伊那市小四郎久保1313-1 清水 公裕

52-3994 JA長野厚生連　北アルプス医療センターあづみ病院 呼吸器外科 399-8695 長野県 北安曇郡池田町大字池田3207-1 清水 公裕

52-5003 地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター 呼吸器外科 500-8717 岐阜県 岐阜市野一色4丁目6番1号 岩田 尚

52-5004 岐阜市民病院 呼吸器外科 500-8513 岐阜県 岐阜市鹿島町7丁目1番地 岩田 尚

52-5011 松波総合病院 呼吸器外科 501-6062 岐阜県 羽島郡笠松町田代185-1 奥田 勝裕

52-5012 JA岐阜厚生連　中濃厚生病院 呼吸器外科 501-3802 岐阜県 関市若草通5丁目1番地 岩田 尚

52-5071 岐阜県立多治見病院 呼吸器外科 507-8522 岐阜県 多治見市前畑町5丁目161 芳川 豊史

52-4101 順天堂大学医学部附属静岡病院 呼吸器外科 410-2295 静岡県 伊豆の国市長岡1129番地 鈴木 健司

52-4102 沼津市立病院 呼吸器外科 410-0302 静岡県 沼津市東椎路字春の木550 岩崎 正之

52-4103 聖隷沼津病院 呼吸器外科 410-8555 静岡県 沼津市本字松下七反田902-6 岩崎 正之

52-4131 国際医療福祉大学熱海病院 呼吸器外科 413-0012 静岡県 熱海市東海岸町13-1 吉野 一郎

52-4182 富士宮市立病院 外科　 418-0076 静岡県 富士宮市錦町3-1 船井 和仁

52-4202 静岡県立総合病院 呼吸器外科 420-8527 静岡県 静岡市葵区北安東4丁目27番1号 岡田 克典

52-4203 静岡赤十字病院 呼吸器外科 420-0853 静岡県 静岡市葵区追手町8番2号 岡田 克典

52-4241 静岡市立清水病院 呼吸器外科 424-8636 静岡県 静岡市清水区宮加三1231 岩崎 正之

52-4251 焼津市立総合病院 外科 425-8505 静岡県 焼津市道原1000 船井 和仁

52-4271 市立島田市民病院 呼吸器外科 427-8502 静岡県 島田市野田1200番地の5 伊達 洋至

52-4321 浜松医療センター 呼吸器外科 432-8580 静岡県 浜松市中区富塚町328 船井 和仁

52-4361 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 呼吸器外科 436-8555 静岡県 掛川市菖蒲ヶ池1番地の1 芳川 豊史

52-4381 磐田市立総合病院 呼吸器外科 438-8550 静岡県 磐田市大久保512番地3 船井 和仁

52-4421 豊川市民病院 呼吸器外科 442-8561 愛知県 豊川市八幡町野路23番地 奥田 勝裕

8/16



専門研修連携施設 2023/3/1 更新

認定番号 施設名 所属科名 郵便番号 都道府県 住所
専門研修

カリキュラム
統括責任者

52-4441 岡崎市民病院 呼吸器外科 444-8553 愛知県 岡崎市高隆寺町字五所合3番地1 芳川 豊史

52-4443 藤田医科大学岡崎医療センター 呼吸器外科 444-0827 愛知県 岡崎市針崎町字五反田１番地 星川 康

52-4521 はるひ呼吸器病院 呼吸器外科 452-0962 愛知県 清須市春日流8番地1 星川 康

52-4541 名古屋掖済会病院 外科 454-0854 愛知県 名古屋市中川区松年町4-66 芳川 豊史

52-4551 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院 呼吸器外科 455-8530 愛知県 名古屋市港区港明1丁目10-6 田中 文啓

52-4571 社会医療法人宏潤会　大同病院 呼吸器・心臓血管外科 457-8511 愛知県 名古屋市南区白水町9 星川 康

52-4572 地域医療機能推進機構　中京病院 呼吸器外科 457-8510 愛知県 名古屋市南区三条1-1-10 芳川 豊史

52-4601 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 外科（呼吸器） 460-0001 愛知県 名古屋市中区三の丸4丁目1番1号 芳川 豊史

52-4621 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 呼吸器外科 462-8508 愛知県 名古屋市北区平手町1丁目1番地の1 奥田 勝裕

52-4642 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 呼吸器外科 464-0071 愛知県 名古屋市千種区若水1-2-23 奥田 勝裕

52-4681 名古屋記念病院 胸部外科 468-8520 愛知県 名古屋市天白区平針4-305 奥田 勝裕

52-4711 トヨタ記念病院 呼吸器外科 471-8513 愛知県 豊田市平和町1-1 奥田 勝裕

52-4751 半田市立半田病院 外科 475-8599 愛知県 半田市東洋町2丁目29番地 芳川 豊史

52-4831 JA愛知厚生連　江南厚生病院 外科 483-8704 愛知県 江南市高屋町大松原137番地 芳川 豊史

52-4871 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 呼吸器外科 487-0016 愛知県 春日井市高蔵寺町北2-52 奥田 勝裕

52-4891 公立陶生病院 呼吸器外科 489-8642 愛知県 瀬戸市西追分町160番地 芳川 豊史

52-4912 一宮市立市民病院 呼吸器外科 491-8558 愛知県 一宮市文京2丁目2番22号 芳川 豊史

52-4913 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院 呼吸器外科 491-8551 愛知県 一宮市桜一丁目9番9号 福井 高幸

52-4914 社会医療法人　杏嶺会　一宮西病院 呼吸器外科 494-0001 愛知県 一宮市開明字平1番地 光冨 徹哉

52-5101 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター 呼吸器外科 510-8561 三重県 四日市市大字日永5450-132 高尾 仁二

52-5102 市立四日市病院 呼吸器外科 510-8567 三重県 四日市市芝田二丁目2-37 芳川 豊史

52-5111 桑名市総合医療センター 心臓血管外科 511-0061 三重県 桑名市寿町3丁目11番地 高尾 仁二

52-5142 三重中央医療センター 呼吸器外科 514-1101 三重県 津市久居明神町2158-5 高尾 仁二

52-5151 三重県厚生農業協同組合連合会　松阪中央総合病院 胸部外科　 515-8566 三重県 松阪市川井町字小望102 高尾 仁二

52-5152 松阪市民病院 呼吸器外科 515-8544 三重県 松阪市殿町1550番地 高尾 仁二

52-5161 伊勢赤十字病院 呼吸器外科 516-8512 三重県 伊勢市船江1丁目471番2 高尾 仁二

52-5162 市立伊勢総合病院 呼吸器外科 516-0014 三重県 伊勢市楠部町3038番地 高尾 仁二

62-5202 大津赤十字病院 呼吸器外科 520-8511 滋賀県 大津市長等1丁目1-35 伊達 洋至

62-5204 市立大津市民病院 呼吸器外科 520-0804 滋賀県 大津市本宮二丁目9-9 井上 匡美

62-5221 彦根市立病院 呼吸器外科 522-8539 滋賀県 彦根市八坂町1882番地 伊達 洋至
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62-5241 滋賀県立総合病院 呼吸器外科 524-8524 滋賀県 守山市守山五丁目4番30号 伊達 洋至

62-5251 草津総合病院 呼吸器外科 525-8585 滋賀県 草津市矢橋町1660 花岡 淳

62-5261 市立長浜病院 呼吸器外科 526-8580 滋賀県 長浜市大戌亥町313 伊達 洋至

62-5281 公立甲賀病院 呼吸器外科 528-0074 滋賀県 甲賀市水口町松尾1256 花岡 淳

62-6011 医療法人　医仁会　武田総合病院 呼吸器外科 601-1495 京都府 京都市伏見区石田森南町28-1 花岡 淳

62-6022 京都第二赤十字病院 呼吸器外科 602-8026 京都府 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355番地の5井上 匡美

62-6041 地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 呼吸器外科 604-8845 京都府 京都市中京区壬生東高田町1-2 伊達 洋至

62-6051 京都第一赤十字病院 呼吸器外科 605-0981 京都府 京都市東山区本町15-749 井上 匡美

62-6071 洛和会音羽病院 呼吸器外科 607-8062 京都府 京都市山科区音羽珍事町2 花岡 淳

62-6101 国立病院機構　南京都病院 呼吸器外科 610-0113 京都府 城陽市中芦原11 花岡 淳

62-6111 宇治徳洲会病院 呼吸器外科 611-0041 京都府 宇治市槇島町石橋145番地 井上 匡美

62-6131 京都岡本記念病院 呼吸器外科 613-0034 京都府 久世郡久御山町佐山西ノ口100番地 伊達 洋至

62-6152 三菱京都病院 呼吸器外科 615-8087 京都府 京都市西京区桂御所町1番地 花岡 淳

62-6191 京都山城総合医療センター 呼吸器外科 619-0214 京都府 木津川市木津駅前一丁目27 井上 匡美

62-6231 綾部市立病院 呼吸器外科 623-0011 京都府 綾部市青野町大塚20番地の1 井上 匡美

62-6292 京都中部総合医療センター 呼吸器外科 629-0197 京都府 南丹市八木町八木上野25番地 井上 匡美

62-5302 一般財団法人住友病院 呼吸器外科 530-0005 大阪府 大阪市北区中之島5丁目3番20号 眞庭 謙昌

62-5331
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

呼吸器外科 533-0024 大阪府 大阪市東淀川区柴島1-7-50 西山 典利

62-5361 恩賜財団大阪府済生会野江病院 呼吸器外科 536-0001 大阪府 大阪市城東区古市1丁目3番25号 伊達 洋至

62-5401 国家公務員共済組合連合会　大手前病院 呼吸器外科 540-0008 大阪府 大阪市中央区大手前1-5-34 新谷 康

62-5402 独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター 呼吸器外科 540-0006 大阪府 大阪市中央区法円坂2-1-14 新谷 康

62-5451 大阪鉄道病院 呼吸器外科 545-0053 大阪府 大阪市阿倍野区松崎町1丁目2-22 井上 匡美

62-5461 東住吉森本病院 外科 546-0014 大阪府 大阪市東住吉区鷹合3丁目2番66号 西山 典利

62-5501 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 呼吸器外科 550-0006 大阪府 大阪市西区江之子島2丁目1－54 新谷 康

62-5531 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 外科 553-0003 大阪府 大阪市福島区福島4-2-78 新谷 康

62-5532 関西電力病院 呼吸器外科 553-0003 大阪府 大阪市福島区福島2-1-7 伊達 洋至

62-5581 大阪急性期・総合医療センター 呼吸器外科 558-8558 大阪府 大阪市住吉区万代東3-1-56 新谷 康

62-5602 市立豊中病院 外科 560-8565 大阪府 豊中市柴原町4-14-1 新谷 康

62-5622 箕面市立病院 外科 562-0014 大阪府 箕面市萱野5-7-1 新谷 康
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62-5631 市立池田病院 呼吸器外科 563-8510 大阪府 池田市城南3-1-18 新谷 康

62-5641 地方独立行政法人　市立吹田市民病院 外科 564-8567 大阪府 吹田市岸部新町5-7 新谷 康

62-5642 大阪府済生会吹田病院 呼吸器外科 564-0013 大阪府 吹田市川園町1-2 井上 匡美

62-5652 吹田徳洲会病院 呼吸器外科 565-0814 大阪府 吹田市千里丘西21-1 新谷 康

62-5692 高槻赤十字病院 呼吸器外科 569-1096 大阪府 高槻市阿武野1-1-1 伊達 洋至

62-5693 社会医療法人　仙養会　北摂総合病院 呼吸器外科 569-8585 大阪府 高槻市北柳川町6-24 花岡 伸治

62-5694 高槻病院 呼吸器外科 569-1192 大阪府 高槻市古曽部町1丁目3番13号 眞庭 謙昌

62-5702 守口敬仁会病院 呼吸器外科 570-0021 大阪府 守口市八雲東町2丁目47番12号 新谷 康

62-5703 松下記念病院 外科 570-8540 大阪府 守口市外島町5番55号 井上 匡美

62-5704 関西医科大学総合医療センター 呼吸器外科 570-8507 大阪府 守口市文園町10番15号 村川 知弘

62-5731 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 呼吸器外科 573-8511 大阪府 枚方市星丘4-8-1 新谷 康

62-5732 市立ひらかた病院 呼吸器外科 573-1013 大阪府 枚方市禁野本町2丁目14番1号 花岡 伸治

62-5781 地方独立行政法人　市立東大阪医療センター 呼吸器外科 578-8588 大阪府 東大阪市西岩田3丁目4番5号 新谷 康

62-5811 八尾徳洲会総合病院 呼吸器外科 581-0011 大阪府 八尾市若草町1番17号 花岡 伸治

62-5812 八尾市立病院 呼吸器外科 581-0069 大阪府 八尾市龍華町1-3-1 新谷 康

62-5902 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 呼吸器外科 593-8304 大阪府 堺市西区家原寺町1丁目1番1号 新谷 康

62-5941 和泉市立総合医療センター 呼吸器外科 594-0073 大阪府 和泉市和気町4丁目5-1 光冨 徹哉

62-5961 市立岸和田市民病院 呼吸器外科 596-8501 大阪府 岸和田市額原町1001番地 伊達 洋至

62-5962 岸和田徳洲会病院 外科 596-0042 大阪府 岸和田市加守町4-27-1 岡見 次郎

62-5981 りんくう総合医療センター 呼吸器外科 598-8577 大阪府 泉佐野市りんくう往来北2-23 新谷 康

62-5991 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院 呼吸器外科 599-8247 大阪府 堺市中区東山500-3 西山 典利

62-6503 神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター 呼吸器外科 650-0047 兵庫県 神戸市中央区港島南町1-5-1 眞庭 謙昌

62-6512 神戸赤十字病院 呼吸器外科 651-0073 兵庫県 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番1号 眞庭 謙昌

62-6515 済生会兵庫県病院 呼吸器外科 651-1302 兵庫県 神戸市北区藤原台中町5-1-1 眞庭 謙昌

62-6531 神戸市立医療センター西市民病院 呼吸器外科 653-0013 兵庫県 神戸市長田区一番町2丁目4番地 豊岡 伸一

62-6561 兵庫県立淡路医療センター 呼吸器外科 656-0021 兵庫県 洲本市塩屋1丁目1-137 眞庭 謙昌

62-6631 西宮市立中央病院 呼吸器外科 663-8014 兵庫県 西宮市林田町8番24号 新谷 康

62-6633 明和病院 呼吸器外科 663-8186 兵庫県 西宮市上鳴尾町4-31 横見瀬 裕保

62-6641 公立学校共済組合近畿中央病院 外科 664-8533 兵庫県 伊丹市車塚3-1 新谷 康

62-6642 市立伊丹病院 呼吸器外科 664-8540 兵庫県 伊丹市昆陽池1-100 長谷川 誠紀
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62-6651 宝塚市立病院 呼吸器外科 665-0827 兵庫県 宝塚市小浜4-5-1 新谷 康

62-6681 公立豊岡病院組合豊岡病院 呼吸器・心臓血管外科 668-8501 兵庫県 豊岡市戸牧1094番地 高尾 仁二

62-6701 姫路赤十字病院 呼吸器外科 670-8540 兵庫県 姫路市下手野1丁目12番1号 豊岡 伸一

62-6741 明石医療センター 呼吸器外科 674-0063 兵庫県 明石市大久保町八木743-33 眞庭 謙昌

62-6752 北播磨総合医療センター 呼吸器外科 675-1392 兵庫県 小野市市場町926-250 眞庭 謙昌

 62-6753 加古川中央市民病院 呼吸器外科 675-8611 兵庫県 加古川市加古川町本町439番地 眞庭 謙昌

62-6781 赤穂中央病院 呼吸器外科 678-0241 兵庫県 赤穂市惣門町52-6 豊岡 伸一

62-6301 近畿大学奈良病院 呼吸器外科 630-0293 奈良県 生駒市乙田町1248-1 新谷 康

62-6302 市立奈良病院 呼吸器外科 630-8305 奈良県 奈良市東紀寺町1丁目50番1号 井上 匡美

62-6313 奈良県総合医療センター 呼吸器外科 630-8581 奈良県 奈良市七条西町2丁目897-5 澤端 章好

62-6441 独立行政法人　国立病院機構　和歌山病院 外科 644-0044 和歌山県 日高郡美浜町大字和田1138 平井 慶充

62-6463 国立病院機構　南和歌山医療センター 胸部・心臓血管外科 646-8558 和歌山県 田辺市たきない町27-1 平井 慶充

62-6492 公立那賀病院 乳腺・呼吸器外科 649-6414 和歌山県 紀の川市打田1282 平井 慶充

72-6803 鳥取市立病院 外科 680-8501 鳥取県 鳥取市的場1-1 豊岡 伸一

72-6804 鳥取県立中央病院 呼吸器乳腺内分泌外科 680-0901 鳥取県 鳥取市江津730 中村 廣繁

72-6821 鳥取県立厚生病院 胸部外科 682-0804 鳥取県 倉吉市東昭和町150 中村 廣繁

72-6832 国立病院機構米子医療センター 胸部・乳腺外科 683-0006 鳥取県 米子市車尾4丁目17-1 中村 廣繁

72-6901 国立病院機構松江医療センター 呼吸器外科 690-8556 島根県 松江市上乃木5-8-31 中村 廣繁

72-6903 松江赤十字病院 呼吸器外科 690-8506 島根県 松江市母衣町200 中村 廣繁

72-6931 島根県立中央病院 呼吸器外科 693-8555 島根県 出雲市姫原4丁目1-1 伊達 洋至

72-6971 国立病院機構　浜田医療センター 呼吸器外科 697-8511 島根県 浜田市浅井町777-12 中村 廣繁

72-7002 岡山赤十字病院 呼吸器外科 700-8607 岡山県 岡山市北区青江2-1-1 豊岡 伸一

72-7003 岡山済生会総合病院 外科 700-8511 岡山県 岡山市北区国体町2番25号 豊岡 伸一

72-7004 川崎医科大学総合医療センター 外科 700-8505 岡山県 岡山市北区中山下2-6-1 中田 昌男

72-7005 岡山市立市民病院 外科 700-8557 岡山県 岡山市北区北長瀬表町3-20-1 豊岡 伸一

72-7012 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 呼吸器外科 701-1192 岡山県 岡山市北区田益1711-1 豊岡 伸一

72-7021 岡山労災病院 外科 702-8055 岡山県 岡山市南区築港緑町1-10-25 豊岡 伸一

72-7081 津山中央病院 外科 708-0841 岡山県 津山市川崎1756 豊岡 伸一

72-7201 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター 呼吸器外科 720-8520 広島県 福山市沖野上町4丁目14-17 豊岡 伸一

72-7211 福山市民病院 呼吸器外科 721-8511 広島県 福山市蔵王町5-23-1 豊岡 伸一
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72-7212 公立学校共済組合中国中央病院 呼吸器外科 720-0001 広島県 福山市御幸町大字上岩成148-13 豊岡 伸一

72-7213 医療法人　達磨会　井上病院 呼吸器外科 721-0974 広島県 福山市東深津町3丁目23-46 豊岡 伸一

72-7221 広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院 呼吸器外科 722-8508 広島県 尾道市平原1-10-23 岡田 守人

72-7222 尾道市立市民病院 外科 722-8503 広島県 尾道市新高山3丁目1170-177 豊岡 伸一

72-7231 三原市医師会病院 外科 723-0051 広島県 三原市宮浦1-15-1 岡田 守人

 72-7281 市立三次中央病院 外科 728-8502 広島県 三次市東酒屋町10531番地 岡田 守人

72-7301 広島赤十字･原爆病院 外科 730-8619 広島県 広島市中区千田町1-9-6 山﨑 宏司

72-7303 国家公務員共済組合連合会　吉島病院 呼吸器外科 730-0822 広島県 広島市中区吉島東3丁目2番33号 岡田 守人

72-7311 地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立安佐市民病院 呼吸器外科 731-0293 広島県 広島市安佐北区可部南2-1-1 岡田 守人

72-7342 県立広島病院 呼吸器外科 734-8530 広島県 広島市南区宇品神田1-5-54 岡田 守人

72-7372 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 呼吸器外科 737-8505 広島県 呉市西中央2-3-28 豊岡 伸一

72-7373 中国労災病院 外科 737-0193 広島県 呉市広多賀谷1-5-1 岡田 守人

72-7381 広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院 呼吸器外科 738-8503 広島県 廿日市市地御前1-3-3 岡田 守人

72-7392 ヒロシマ平松病院 呼吸器外科 732-0816 広島県 広島市南区比治山本町11-27 岡田 守人

72-7451 地域医療機能推進機構　徳山中央病院 外科 745-8522 山口県 周南市孝田町1-1 田中 俊樹

72-7471 山口県立総合医療センター 外科　 747-8511 山口県 防府市大崎10077番地 田中 俊樹

72-7501 下関市立市民病院 呼吸器外科 750-8520 山口県 下関市向洋町１丁目13番１号 田中 文啓

72-7511 済生会下関総合病院 外科 759-6603 山口県 下関市安岡町8-5-1 田中 俊樹

72-7531 済生会山口総合病院 外科 753-8517 山口県 山口市緑町2-11 田中 俊樹

72-7561 山口労災病院 外科 756-0095 山口県 山陽小野田市大字小野田1315-4 田中 俊樹

72-7702 徳島県立中央病院 外科 770-8539 徳島県 徳島市蔵本町1丁目10-3 滝沢 宏光

72-7703 徳島市民病院 呼吸器外科 770-0812 徳島県 徳島市北常三島町2丁目34番地 滝沢 宏光

72-7731 徳島赤十字病院 外科 773-8502 徳島県 小松島市小松島町字井利ノ口103 滝沢 宏光

72-7602 香川県立中央病院 呼吸器外科 760-8557 香川県 高松市朝日町1-2-1 豊岡 伸一

72-7603 国家公務員共済組合連合会　高松病院 呼吸器外科 760-0018 香川県 高松市天神前4番18号 横見瀬 裕保

72-7604 高松市立みんなの病院 呼吸器外科 761-8538 香川県 高松市仏生山町甲847-1 横見瀬 裕保

72-7622 坂出市立病院 呼吸器外科 762-8550 香川県 坂出市寿町３丁目１番２号 横見瀬 裕保

72-7631 独立行政法人　労働者健康安全機構　香川労災病院 外科 763-8502 香川県 丸亀市城東町3丁目3番1号 豊岡 伸一

72-7691 三豊総合病院 外科 769-1695 香川県 観音寺市豊浜町姫浜708 豊岡 伸一
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72-7095 社会医療法人笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 胸部外科 790-0023 愛媛県 松山市末広町18-2 神崎 正人

72-7903 愛媛県立中央病院 呼吸器外科 790-0024 愛媛県 松山市春日町83 永安 武

72-7904 一般財団法人　永頼会　松山市民病院 呼吸器外科 790-0067 愛媛県 松山市大手町2-6-5 豊岡 伸一

72-7912 独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター 外科 791-0281 愛媛県 東温市横河原366 佐野 由文

72-7981 市立宇和島病院 呼吸器外科 798-8510 愛媛県 宇和島市御殿町1番1号 佐野 由文

72-7991 済生会今治病院 外科 799-1592 愛媛県 今治市喜田村7-1-6 豊岡 伸一

72-7801 高知赤十字病院 外科 780-8562 高知県 高知市秦南町一丁目4番63-11号 滝沢 宏光

81-8031 国家公務員共済組合連合会　新小倉病院 呼吸器外科 803-8505 福岡県 北九州市小倉北区金田1丁目3-1 田中 文啓

81-8103 済生会福岡総合病院 外科 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神1丁目3-46 山﨑 宏司

81-8113 独立行政法人国立病院機構　福岡病院 外科 811-1394 福岡県 福岡市南区屋形原4-39-1 山﨑 宏司

81-8114 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院 呼吸器外科 811-0213 福岡県 福岡市東区和白丘2-2-75 田中 文啓

81-8121 九州大学病院 呼吸器外科(1)､呼吸器外科(2) 812-8582 福岡県 福岡市東区馬出3-1-1 山﨑 宏司

82-8001 労働者健康安全機構　九州労災病院 外科 800-0296 福岡県 北九州市小倉南区曽根北町1-1 内山 明彦

82-8002 北九州総合病院 総合外科 802-8517 福岡県 北九州市小倉北区東城野町1-1 田中 文啓

82-8003 新小文字病院 呼吸器外科 800-0057 福岡県 北九州市門司区大里新町2-5 田中 文啓

82-8022 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 呼吸器外科 802-8555 福岡県 北九州市小倉北区浅野3-2-1 田中 文啓

82-8041 社会医療法人　共愛会　戸畑共立病院 呼吸器外科 804-0093 福岡県 北九州市戸畑区沢見2丁目5-1 大渕 俊朗

82-8051 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 呼吸器外科 805-8508 福岡県 北九州市八幡東区春の町1-1-1 山﨑 宏司

82-8102 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 呼吸器外科 810-8539 福岡県 福岡市中央区長浜3丁目3番1号 内山 明彦

82-8111 国立病院機構九州がんセンター 呼吸器腫瘍科 811-1395 福岡県 福岡市南区野多目3-1-1 山﨑 宏司

82-8115 新行橋病院 呼吸器外科 824-0026 福岡県 行橋市道場寺1411 田中 文啓

82-8116 おんが病院 呼吸器外科 811-4342 福岡県 遠賀郡遠賀町大字尾崎1725番地2 山﨑 宏司

82-8142 福西会病院 呼吸器科 814-0171 福岡県 福岡市早良区野芥1-2-36 佐藤 寿彦

82-8151 公立学校共済組合　九州中央病院 外科 815-8588 福岡県 福岡市南区塩原3-23-1 山﨑 宏司

82-8152 福岡赤十字病院 外科 815-8555 福岡県 福岡市南区大楠3-1-1 内山 明彦

82-8161 福岡徳洲会病院 呼吸器外科 816-0864 福岡県 春日市須玖北４-５ 佐藤 寿彦

82-8181 福岡大学筑紫病院 外科 818-8502 福岡県 筑紫野市俗明院1丁目1-1 佐藤 寿彦

82-8182 福岡県済生会二日市病院 呼吸器外科 818-8516 福岡県 筑紫野市湯町3-13-1 佐藤 寿彦

82-8311 医療法人社団高邦会　高木病院 呼吸器外科 831-0016 福岡県 大川市酒見141-11 佐藤 寿彦
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82-8341 公立八女総合病院 外科 834-0034 福岡県 八女市高塚540-2 光岡 正浩

82-8371 独立行政法人　国立病院機構　大牟田病院 呼吸器外科 837-0911 福岡県 大牟田市橘1044-1 佐藤 寿彦

82-8604 社会保険大牟田天領病院 呼吸器外科 836-8566 福岡県 大牟田市天領町1丁目100番地 鈴木 実

82-8401 佐賀県医療センター好生館 呼吸器外科 840-8571 佐賀県 佐賀市嘉瀬町大字中原400 平塚 昌文

82-8431 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 外科 843-0393 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿甲4279-3 永安 武

82-8471 社会福祉法人　恩賜財団　済生会唐津病院 外科 847-0852 佐賀県 唐津市元旗町817番地 山﨑 宏司

82-8472 唐津赤十字病院 呼吸器外科 847-8588 佐賀県 唐津市和多田2430 内山 明彦

82-8501 長崎みなとメディカルセンター 呼吸器外科 850-8555 長崎県 長崎市新地町6番39号 永安 武

82-8523 聖フランシスコ病院 外科 852-8125 長崎県 長崎市小峰町9-20 永安 武

82-8541 独立行政法人　地域医療機能推進機構　諫早総合病院 呼吸器外科 854-8501 長崎県 諫早市永昌東町24-1 永安 武

82-8561 独立行政法人　国立病院機構　長崎医療センター 呼吸器外科 856-8562 長崎県 大村市久原2丁目1001-1 永安 武

 82-8572 佐世保中央病院 外科 857-1195 長崎県 佐世保市大和町15番地 永安 武

81-8612 済生会熊本病院 呼吸器科 861-4193 熊本県 熊本市南区近見5丁目3番1号 鈴木 実

82-8611 国立病院機構熊本再春医療センター 呼吸器外科 861-1196 熊本県 合志市須屋2659 鈴木 実

82-8613 熊本赤十字病院 呼吸器外科 861-8520 熊本県 熊本市東区長嶺南2-1-1 鈴木 実

82-8621 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 呼吸器外科 862-0965 熊本県 熊本市南区田井島1丁目5番1号 鈴木 実

82-8661 独立行政法人　労働者健康安全機構　熊本労災病院 呼吸器外科 866-8533 熊本県 八代市竹原町1670 鈴木 実

82-8681 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 外科 868-8555 熊本県 人吉市老神町35番地 鈴木 実

82-8701 大分県立病院 呼吸器外科 870-8511 大分県 大分市豊饒2丁目8番1号 永安 武

82-8703 独立行政法人国立病院機構大分医療センター 呼吸器外科 870-0263 大分県 大分市横田2丁目11-45 山﨑 宏司

82-8704 大分赤十字病院 呼吸器外科 870-0033 大分県 大分市千代町3丁目2番37号 山﨑 宏司

82-8711 中津市立中津市民病院 呼吸器外科 871-8511 大分県 中津市大字下池永173番地 山﨑 宏司

82-8741 大分県厚生連鶴見病院 呼吸器外科 874-8585 大分県 別府市大字鶴見4333 杉尾 賢二

82-8742 国立病院機構　別府医療センター 呼吸器外科 874-0011 大分県 別府市大字内竈1473番地 山﨑 宏司

82-8743 国家公務員共済組合連合会　新別府病院 呼吸器外科 874-8538 大分県 別府市大字鶴見3898番地 杉尾 賢二

82-8771 大分県済生会日田病院 外科 877-1292 大分県 日田市大字三和643番地7の7 光岡 正浩

82-8801 宮崎県立宮崎病院 外科 880-8510 宮崎県 宮崎市北高松町5-30 内山 明彦

82-8803 独立行政法人　国立病院機構　宮崎東病院 呼吸器外科 880-0911 宮崎県 宮崎市大字田吉4374-1 富田 雅樹

82-8821 宮崎県立延岡病院 呼吸器外科 882-0835 宮崎県 延岡市新小路2丁目1- 10 富田 雅樹

82-8851 独立行政法人国立病院機構　都城医療センター 呼吸器外科 885-0014 宮崎県 都城市祝吉町5033-1 佐藤 寿彦
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82-8871 宮崎県立日南病院 外科 887-0013 宮崎県 日南市木山1-9-5 富田 雅樹

82-8903 鹿児島厚生連病院 呼吸器外科 890-0062 鹿児島県 鹿児島市与次郎1丁目13番1号 佐藤 雅美

82-8922 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 呼吸器外科 892-8512 鹿児島県 鹿児島市長田町14番3号 佐藤 雅美

82-8923 鹿児島市立病院 呼吸器外科 890-8760 鹿児島県 鹿児島市上荒田37番1号 佐藤 雅美

82-8931 医療法人徳洲会　大隅鹿屋病院 胸部・心臓血管外科 893-0015 鹿児島県 鹿屋市新川町6081-1 川村 雅文

82-8991 独立行政法人　国立病院機構　南九州病院 呼吸器外科 899-5293 鹿児島県 姶良市加治木町木田1882 鈴木 実

82-8992 霧島市立医師会医療センター 呼吸器外科 899-5112 鹿児島県 霧島市隼人町松永3320番地 佐藤 雅美

82-9001 沖縄赤十字病院 呼吸器外科 902-8588 沖縄県 那覇市与儀1丁目3番1号 饒平名 知史

82-9002 沖縄協同病院 一般外科 900-8558 沖縄県 那覇市古波蔵4-10-55 遠藤 俊輔

82-9012 浦添総合病院 呼吸器外科 901-2132 沖縄県 浦添市伊祖4-16-1 滝沢 宏光

82-9013 社会医療法人友愛会　友愛医療センター 外科 901-0224 沖縄県 豊見城市字与根50番地5 饒平名 知史

82-9021 地方独立行政法人　那覇市立病院 外科 902-8511 沖縄県 那覇市古島 2-31-1 饒平名 知史

82-9031 琉球大学病院 胸部心臓血管外科 903-0215 沖縄県 中頭郡西原町字上原207 饒平名 知史

82-9041 沖縄県立中部病院 呼吸器外科 904-2293 沖縄県 うるま市字宮里281 饒平名 知史

92-9043 中部徳洲会病院 外科 901-2393 沖縄県 中頭郡北中城村字比嘉801番地 饒平名 知史
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