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課題名：急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎の全国調査（二次調査） 

 

 

１．研究の対象 

 

2016 年 1 年間に急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎で全国の診療科を受診した方 

 

２．研究期間 

  

 2018 年 1 月（倫理委員会承認後）～2027 年 9 月 

 

３．研究目的 

 

2016年 1年間の全国の診療施設における急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎の診療の実

態を明らかにすることを目的としています。 

 

４．研究方法 

 

これまでの急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎の全国調査は厚生労働科学研究費補助金

難治性疾患等克服研究事業難治性膵疾患に関する調査研究班により実施されてきました

が、今回の調査より、日本膵臓学会（理事長：岡崎和一）が主導して行うこととなり、東

北大学大学院医学系研究科消化器病態学教授正宗淳が調査の実務を担当することになりま

した。 

 調査対象は2016年1月1日から2016年12月31日までに、急性膵炎、慢性膵炎、または自己

免疫性膵炎で全国の医療機関を受療した患者です。一次調査は、東北大学大学院医学系研

究科倫理委員会の承認を受け、層化無作為抽出法で選定された診療科を対象に実施中で

す。一次調査で患者ありと回答が得られた診療科に二次調査を依頼します。 

 調査はwebベースで行われ、対象施設毎にログインIDとログインパスワードを設定し、

対象施設の担当医師がログインの上回答します。収集された調査票の内容は統計学的に解

析され、調査結果は学会や論文等で発表されます。調査票は匿名化され、氏名、イニシャ

ル、生年月日、カルテ番号等の個人を特定しうる情報は収集しません。 



 

 

 

５．研究に用いる試料・情報の種類 

 

 カルテに記載された情報をもとに、性別、年齢、診断、検査結果、治療内容、転帰等の

情報を収集します。調査票への記入は各診療科の担当医が行います。研究事務局で収集

する調査票は匿名化されており、氏名、イニシャル、生年月日、カルテ番号等の個人を

特定しうる情報は収集しません。 

 

６．外部への試料・情報の提供 

 

該当なし 

 

７．研究組織 

 

本学単独研究です。 

一次調査は、9 に示す機関を対象としています。このうち対象患者ありと回答のあった機

関を対象に二次調査を行います。 

 

８．お問い合わせ先 

 

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、

研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理

人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出

ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。 

 

  照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

  研究責任者  

東北大学大学院医学系研究科消化器病態学・教授・正宗淳 

〒980-8574 仙台市青葉区星陵町 1-1 

電話 022-717-7171 

 

 

◆個人情報の利用目的の通知に関する問い合わせ先 

保有個人情報の利用目的の通知に関するお問い合わせ先：「８．お問い合わせ先」 



 

 

※注意事項 

以下に該当する場合にはお応えできないことがあります。 

＜人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 第 6章第 16の 1(3)＞ 

①利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に対して通知することにより、研

究対象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

②利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に対して通知することにより、当

該研究機関の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

 

◆個人情報の開示等に関する手続 

本学が保有する個人情報のうち、本人の情報について、開示、訂正及び利用停止を請求

することができます。 

  保有個人情報とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報です。 

1) 診療情報に関する保有個人情報については、東北大学病院事務部医事課が相談窓口と

なります。詳しくは、下記ホームページ「配布物 患者さまの個人情報に関するお知ら

せ」をご覧ください。（※手数料が必要です。） 

【東北大学病院個人情報保護方針】 

http://www.hosp.tohoku.ac.jp/privacy.html 

2) 1)以外の保有する個人情報については、所定の請求用紙に必要事項を記入し情報公開

室受付窓口に提出するか又は郵送願います。詳しくは請求手続きのホームページをご覧く

ださい。（※手数料が必要です。） 

【東北大学情報公開室】

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kokai/disclosure/index.html 

※注意事項 

以下に該当する場合には全部若しくは一部についてお応えできないことがあります。 

＜人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 第 6章第 16の 2(1)＞ 

①研究対象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場

合 

②研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

③法令に違反することとなる場合 

 

 

9. 調査対象医療機関および責任者（順不同、敬称略） 

 

※ 下記は一次調査対象医療機関です。このうち一次調査で対象症例ありと回答のあった機

関を対象に二次調査を実施します。 

 

http://www.hosp.tohoku.ac.jp/pc/img/saito/01.pdf
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/pc/img/saito/01.pdf
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/privacy.html
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kokai/disclosure/index.html


 

 

病院名 管理者 

旭川医科大学病院 平田 哲 

北海道大学病院 寳金 清博 

札幌医科大学附属病院 山下 敏彦 

国立大学法人弘前大学医学部附属病院 福田 眞作 

岩手医科大学附属病院 杉山 徹 

岩手医科大学附属花巻温泉病院 一戸 貞文 

東北大学病院 八重樫 伸生 

学校法人東北医科薬科大学 若林病院 佐藤 譲 

東北福祉大学 せんだんホスピタル 浅野 弘毅 

東北医科薬科大学病院 近藤 丘 

秋田大学医学部附属病院 羽渕 友則 

山形大学医学部附属病院 根本 健二 

福島県立医科大学附属病院 齋藤 清 

福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 鈴木 啓二 

筑波大学附属病院 松村 明 

東京医科大学茨城医療センター 小林 正貴 

自治医科大学附属病院 佐田 尚宏 

獨協医科大学病院 平石 秀幸 

国際医療福祉大学病院 桃井 真里子 

獨協医科大学日光医療センター 原澤 寛 

国際医療福祉大学 塩谷病院 福井 康之 

群馬大学医学部附属病院 田村 遵一 

北里大学メディカルセンター 広瀬 隆一 

埼玉医科大学総合医療センター 堤 晴彦 

埼玉医科大学病院 金澤 實 

自治医科大学附属 さいたま医療センター 百村 伸一 

順天堂大学医学部附属 順天堂越谷病院 新井 平伊 

獨協医科大学越谷病院 林 雅敏 

埼玉医科大学国際医療センター 小山 勇 

千葉大学医学部附属病院 山本 修一 

順天堂大学医学部附属浦安病院 吉田 幸洋 

帝京大学ちば総合医療センター 和田 佑一 

東京歯科大学市川総合病院 西田 次郎 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 東條 克能 



 

 

東邦大学医療センター佐倉病院 長尾 建樹 

日本医科大学千葉北総病院 清野 精彦 

東京女子医科大学八千代医療センター 新井田 達雄 

東京医科歯科大学医学部附属病院 大川 淳 

東京大学医科学研究所附属病院 小澤 敬也 

東京大学医学部附属病院 齋藤 延人 

北里大学 北里研究所病院 土本 寛二 

聖路加国際病院 福井 次矢 

杏林大学医学部付属病院 岩下 光利 

慶應義塾大学病院 竹内 勤 

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 天野 篤 

昭和大学病院 板橋 家頭夫 

昭和大学附属烏山病院 岩波 明 

昭和大学江東豊洲病院 新井 一成 

日本大学病院 長岡 正宏 

帝京大学医学部附属病院 坂本 哲也 

東海大学医学部付属東京病院 赤石 誠 

東京医科大学八王子医療センター 池田 幸穗 

東京医科大学病院 土田 明彦 

東京慈恵会医科大学附属第三病院 中村 敬 

東京慈恵会医科大学附属病院 丸毛 啓史 

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 伊藤 洋 

東京女子医科大学病院 田邉 一成 

東京女子医科大学東医療センター 上野 恵子 

東邦大学医療センター 大橋病院 長谷 弘記 

東邦大学医療センター 大森病院 小原 明 

日本医科大学多摩永山病院 吉田 寛 

日本医科大学付属病院 坂本 篤裕 

日本大学医学部附属板橋病院 平山 篤志 

順天堂東京江東高齢者医療センター 津田 裕士 

東海大学医学部付属八王子病院 渡辺 勲史 

国際医療福祉大学三田病院 宮崎 勝 

順天堂大学医学部附属 練馬病院 児島 邦明 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 井上 登美夫 

横浜市立大学附属病院 相原 道子 



 

 

北里大学東病院 宮岡 等 

北里大学病院 海野 信也 

昭和大学藤が丘病院 高橋 寛 

聖マリアンナ医科大学病院 尾崎 承一 

聖マリアンナ医科大学東横病院 宮島 伸宣 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 田口 芳雄 

帝京大学医学部附属溝口病院 冲永 惠津子 

東海大学医学部付属病院 飯田 政弘 

東海大学医学部付属大磯病院 島田 英雄 

日本医科大学武蔵小杉病院 田島 廣之 

昭和大学横浜市北部病院 世良田 和幸 

新潟大学医歯学総合病院 鈴木 榮一 

富山大学附属病院 塚田 一博 

金沢大学附属病院 蒲田 敏文 

金沢医科大学病院 松本 忠美 

福井大学医学部附属病院 腰地 孝昭 

山梨大学医学部附属病院 藤井 秀樹 

信州大学医学部附属病院 本郷 一博 

岐阜大学医学部附属病院 小倉 真治 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 大橋 宏重 

浜松医科大学医学部附属病院 今野 弘之 

順天堂大学医学部附属静岡病院 三橋 直樹 

国際医療福祉大学熱海病院 佐藤 哲夫 

名古屋大学医学部附属病院 石黒 直樹 

名古屋市立大学病院 城 卓志 

愛知医科大学病院 羽生田 正行 

藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 井澤 英夫 

藤田保健衛生大学病院 湯澤 由紀夫 

三重大学医学部附属病院 伊藤 正明 

藤田保健衛生大学 七栗記念病院 園田 茂 

滋賀医科大学医学部附属病院 松末 吉隆 

京都大学医学部附属病院 稲垣 暢也 

京都府立医科大学附属病院 吉村 了勇 

京都府立医科大学附属北部医療センター 中川 正法 

明治国際医療大学附属病院 苗村 建慈 



 

 

大阪大学医学部附属病院 野口 眞三郎 

大阪市立大学医学部附属病院 平川 弘聖 

学校法人大阪医科大学三島南病院 後藤 研三 

大阪医科大学附属病院 黒岩 敏彦 

関西医科大学総合医療センター 岩坂 壽二 

関西医科大学香里病院 高山 康夫 

近畿大学医学部附属病院 奥野 清隆 

近畿大学医学部堺病院 竹村 司 

関西医科大学附属病院 澤田 敏 

神戸大学医学部附属病院 藤澤 正人 

兵庫医科大学病院 難波 光義 

兵庫医科大学ささやま医療センター 太城 力良 

奈良県立医科大学附属病院 古家 仁 

近畿大学医学部奈良病院 井上 雅智 

和歌山県立医科大学附属病院 吉田 宗人 

和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 川上 守 

鳥取大学医学部附属病院 清水 英治 

島根大学医学部附属病院 井川 幹夫 

岡山大学病院 槇野 博史 

学校法人川崎学園 川崎医科大学附属川崎病院 角田 司 

学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院 園尾 博司 

広島大学病院 平川 勝洋 

山口大学医学部附属病院 田口 敏彦 

徳島大学病院 永廣 信治 

香川大学医学部附属病院 横見瀬 裕保 

愛媛大学医学部附属病院 三浦 裕正 

高知大学医学部附属病院 横山 彰仁 

九州大学病院 石橋 達朗 

久留米大学病院 坂本 照夫 

久留米大学医療センター 廣松 雄治 

産業医科大学病院 佐多 竹良 

福岡大学病院 井上 亨 

福岡大学筑紫病院 向野 利寛 

学校法人産業医科大学 若松病院 鈴木 秀明 

佐賀大学医学部附属病院 森田 茂樹 



 

 

長崎大学病院 増﨑 英明 

熊本大学医学部附属病院 水田 博志 

大分大学医学部附属病院 津村 弘 

九州大学病院別府病院 堀内 孝彦 

宮崎大学医学部附属病院 鮫島 浩 

鹿児島大学病院 熊本 一朗 

琉球大学医学部附属病院 藤田 次郎 

国立病院機構 北海道医療センター 菊地 誠志 

市立釧路総合病院 高平 真 

市立札幌病院 関 利盛 

砂川市立病院 小熊 豊 

名寄市立総合病院 和泉 裕一 

市立函館病院 木村 純 

旭川赤十字病院 牧野 憲一 

北見赤十字病院 吉田 茂夫 

ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院 菊池 英明 

医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 田中 繁道 

弘前大学医学部附属病院 福田 眞作 

青森県立中央病院 吉田 茂昭 

八戸市立市民病院 三浦 一章 

岩手県立大船渡病院 伊藤 達朗 

岩手県立久慈病院 吉田 徹 

国立病院機構 仙台医療センター 田所 慶一 

仙台市立病院 亀山 元信 

大崎市民病院 並木 健二 

石巻赤十字病院 金田 巌 

みやぎ県南中核病院 内藤 広郎 

秋田赤十字病院 小棚木 均 

山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 島貫 隆夫 

山形県立中央病院 後藤 敏和 

公立置賜総合病院 渋間 久 

いわき市立 総合磐城共立病院 新谷 史明 

一般財団法人温知会 会津中央病院 武市 和之 

一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 新保 卓郎 

国立病院機構 水戸医療センター 山口 高史 



 

 

水戸済生会総合病院 村田 実 

ＪＡ茨城厚生連 茨城西南医療センター病院 亀﨑 髙夫 

ＪＡ茨城厚生連 総合病院 土浦協同病院 家坂 義人 

公益財団法人筑波メディカルセンター病院 軸屋 智昭 

日立総合病院 奥村 稔 

足利赤十字病院 小松本 悟 

那須赤十字病院 北島 敏光 

済生会 宇都宮病院 小林 健二 

国立病院機構 高崎総合医療センター 石原 弘 

前橋赤十字病院 中野 実 

富士重工業健康保険組合 太田記念病院 佐藤 吉壮 

防衛医科大学校病院 長谷 和生 

川口市立医療センター 栃木 武一 

さいたま赤十字病院 加藤 泰一 

深谷赤十字病院 伊藤 博 

千葉県救急医療センター 小林 繁樹 

総合病院国保 旭中央病院 田中 信孝 

国保直営総合病院 君津中央病院 海保 隆 

船橋市立医療センター 高原 善治 

国保 松戸市立病院 烏谷 博英 

成田赤十字病院 加藤 誠 

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 亀田 信介 

東千葉メディカルセンター 平澤 博之 

国立国際医療研究センター病院 大西 真 

国立病院機構 災害医療センター 高里 良男 

国立病院機構 東京医療センター 武田 純三 

東京都立広尾病院 江川 直人 

東京都立多摩総合医療センター 近藤 泰児 

東京都立墨東病院 梅北 信孝 

青梅市立総合病院 原 義人 

公立昭和病院 上西 紀夫 

日本赤十字社医療センター 幕内 雅敏 

武蔵野赤十字病院 丸山 洋 

東京都済生会中央病院 髙木 誠 

横須賀市立うわまち病院 沼田 裕一 



 

 

国立病院機構 横浜医療センター 平原 史樹 

横浜労災病院 梅村 敏 

小田原市立病院 白須 和裕 

川崎市立川崎病院 成松 芳明 

藤沢市民病院 仲野 明 

横浜市立市民病院 石原 淳 

ＫＫＲ横須賀共済病院 長堀 薫 

ＫＫＲ横浜南共済病院 蜂谷 將史 

医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 塩野 正喜 

横浜市立みなと赤十字病院 四宮 謙一 

済生会 横浜市東部病院 三角 隆彦 

新潟県立新発田病院 塚田 芳久 

新潟県立中央病院 長谷川 正樹 

新潟市民病院 片柳 憲雄 

長岡赤十字病院 川嶋 禎之 

新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 内山 聖 

富山県立中央病院 野田 八嗣 

ＪＡ富山厚生連 高岡病院 北川 清秀 

石川県立中央病院 山田 哲司 

公立能登総合病院 上木 修 

福井県立病院 村北 和広 

杉田玄白記念 公立小浜病院 吉田 治義 

山梨県立中央病院 土屋 幸治 

飯田市立病院 金子 源吾 

伊那中央行政組合 伊那中央病院 川合 博 

諏訪赤十字病院 大和 眞史 

長野赤十字病院 吉岡 二郎 

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 相澤 孝夫 

佐久総合病院佐久医療センター 渡邊 仁 

岐阜県総合医療センター 滝谷 博志 

岐阜県立多治見病院 原田 明生 

大垣市民病院 金岡 祐次 

高山赤十字病院 棚橋 忍 

ＪＡ岐阜厚生連 中濃厚生病院 鷹津 久登 

静岡県立総合病院 田中 一成 



 

 

磐田市立総合病院 北村 宏 

中東遠総合医療センター 名倉 英一 

浜松医療センター 小林 隆夫 

沼津市立病院 後藤 信昭 

静岡赤十字病院 磯部 潔 

静岡済生会総合病院 石山 純三 

総合病院 聖隷浜松病院 鳥居 裕一 

総合病院 聖隷三方原病院 荻野 和功 

国立病院機構 名古屋医療センター 直江 知樹 

一宮市立市民病院 松浦 昭雄 

岡崎市民病院 木村 次郎 

春日井市民病院 渡邊 有三 

小牧市民病院 谷口 健次 

公立陶生病院 酒井 和好 

豊橋市民病院 岡村 正造 

半田市立半田病院 石田 義博 

名古屋第一赤十字病院 宮田 完志 

名古屋第二赤十字病院 石川 清 

ＪＡ愛知厚生連 海南病院 山本 直人 

ＪＡ愛知厚生連 豊田厚生病院 川口 鎮 

ＪＡ愛知厚生連 安城更生病院 浦田 士郎 

ＪＣＨＯ 中京病院 絹川 常郎 

名古屋掖済会病院 加藤 林也 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 井本 正己 

社会医療法人大雄会総合 大雄会病院 今井 秀 

トヨタ記念病院 岩瀬 三紀 

ＪＡ愛知厚生連 江南厚生病院 齊藤 二三夫 

三重県立総合医療センター 高瀬 幸次郎 

市立四日市病院 一宮 惠 

伊勢赤十字病院 楠田 司 

近江八幡市立総合医療センター 宮下 浩明 

大津赤十字病院 石川 浩三 

長浜赤十字病院 濱上 洋 

済生会 滋賀県病院 三木 恒治 

国立病院機構 京都医療センター 中村 孝志 



 

 

市立福知山市民病院 香川 惠造 

京都第一赤十字病院 依田 建吾 

京都第二赤十字病院 日下部 虎夫 

医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 末吉 敦 

医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 二宮 清 

国立病院機構 大阪医療センター 是恒 之宏 

大阪府立急性期・総合医療センター 吉岡 敏治 

りんくう総合医療センター 八木原 俊克 

大阪市立総合医療センター 瀧藤 伸英 

堺市立総合医療センター 金万 和志 

大阪赤十字病院 隠岐 尚吾 

一般財団法人大阪府警察協会 大阪警察病院 越智 隆弘 

大阪府三島救命救急センター 秋元 寛 

済生会 千里病院 木内 利明 

医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 東上 震一 

関西医科大学総合医療センター 岩坂 壽二 

大阪府立 中河内救命救急センター 塩野 茂 

兵庫県立 尼崎総合医療センター 藤原 久義 

兵庫県立 淡路医療センター 小山 隆司 

兵庫県立 加古川医療センター 小川 恭弘 

兵庫県立西宮病院 河田 純男 

兵庫県立 姫路循環器病センター 向原 伸彦 

神戸市立医療センター中央市民病院 坂田 隆造 

公立豊岡病院 但馬救命救急センター 曲渕 達雄 

社会医療法人製鉄記念広畑病院 橘 史朗 

兵庫県災害医療センター 中山 伸一 

奈良県総合医療センター 上田 裕一 

国立病院機構 南和歌山医療センター 中井 國雄 

日本赤十字社和歌山医療センター 百井 亨 

鳥取県立中央病院 池口 正英 

国立病院機構 浜田医療センター 石黒 眞吾 

島根県立中央病院 菊池 清 

松江赤十字病院 秦 公平 

総合病院 岡山赤十字病院 忠田 正樹 

倉敷中央病院 小笠原 敬三 

一般財団法人津山慈風会 津山中央病院 藤木 茂篤 



 

 

国立病院機構 呉医療センター 谷山 清己 

県立広島病院 木矢 克造 

広島市立広島市民病院 荒木 康之 

福山市民病院 高倉 範尚 

ＪＡ広島厚生連 尾道総合病院 杉田 孝 

ＪＡ広島厚生連 ＪＡ廣島総合病院 藤本 吉範 

国立病院機構 岩国医療センター 竹内 仁司 

国立病院機構 関門医療センター 林 弘人 

山口県立総合医療センター 前川 剛志 

ＪＣＨＯ 徳山中央病院 井上 裕二 

徳島県立中央病院 永井 雅巳 

徳島県立三好病院 住友 正幸 

徳島赤十字病院 日浅 芳一 

香川県立中央病院 太田 吉夫 

三豊総合病院 安東 正晴 

愛媛県立中央病院 西村 誠明 

愛媛県立新居浜病院 酒井 堅 

宇和島市立宇和島病院 梶原 伸介 

高知赤十字病院 濱口 伸正 

社会医療法人近森会 近森病院 近森 正幸 

高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 吉川 清志 

国立病院機構 九州医療センター 村中 光 

国立病院機構 福岡東医療センター 上野 道雄 

北九州市立 八幡病院 市川 光太郎 

福岡県済生会福岡総合病院 岡留 健一郎 

北九州総合病院 永田 直幹 

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 島 弘志 

麻生 飯塚病院 増本 陽秀 

国立病院機構 嬉野医療センター 河部 庸次郎 

佐賀県医療センター好生館 樗木 等 

唐津赤十字病院 志田原 哲 

国立病院機構 長崎医療センター 江﨑 宏典 

佐世保市総合医療センター 澄川 耕二 

国立病院機構 熊本医療センター 河野 文夫 

熊本赤十字病院 一二三 倫郎 

済生会 熊本病院 副島 秀久 



 

 

大分県立病院 井上 敏郎 

ＫＫＲ新別府病院 中村 夏樹 

一般社団法人大分市医師会立アルメイダ病院 杉村 忠彦 

宮崎県立 延岡病院 栁邊 安秀 

宮崎県立 宮崎病院 菊池 郁夫 

鹿児島県立 大島病院 眞田 純一 

鹿児島市立病院 坪内 博仁 

沖縄県立 中部病院 本竹 秀光 

南部医療センター・こども医療センター 佐久本 薫 

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 棚田 文雄 

国立病院機構 北海道がんセンター 近藤 啓史 

釧路労災病院 野々村 克也 

市立旭川病院 子野日 政昭 

市立室蘭総合病院 金戸 宏行 

ＪＡ北海道厚生連 旭川厚生病院 森 逹也 

ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院 狩野 吉康 

医療法人愛全会 愛全病院 島崎 孝志 

医療法人渓仁会 札幌西円山病院 浦 信行 

社会医療法人函館博栄会 函館渡辺病院 増岡 昭生 

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 橋本 友幸 

青森市民病院 遠藤 正章 

岩手県立中央病院 望月 泉 

東北労災病院 佐藤 克己 

医療法人財団明理会 西仙台病院 鈴木 知信 

ＪＡ秋田厚生連 平鹿総合病院 平山 克 

ＪＡ秋田厚生連 由利組合総合病院 菊地 顕次 

鶴岡市立荘内病院 三科 武 

山形市立病院済生館 平川 秀紀 

一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 本田 雅人 

茨城県立中央病院 吉川 裕之 

ＪＡ佐野厚生連 佐野厚生総合病院 奥澤 星二郎 

医療法人報徳会 宇都宮病院 藤井 忠治 

桐生厚生総合病院 丸田 栄 

医療法人社団山崎会 サンピエール病院 山崎 學 

国立病院機構 東埼玉病院 川井 充 

埼玉県立がんセンター 坂本 裕彦 



 

 

さいたま市立病院 窪地 淳 

医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 徳永 英吉 

社会医療法人壮幸会 行田総合病院 小島 達自 

丸木記念福祉メディカルセンター 丸木 多恵子 

医療法人鳳生会 成田病院 藤崎 壽路 

社会医療法人社団木下会 千葉西総合病院 三角 和雄 

国立成育医療研究センター 賀藤 均 

国立がん研究センター中央病院 西田 俊明 

国立病院機構 東京病院 大田 健 

荏原病院 久保田 憲 

東京都立大塚病院 瀧川 逸朗 

東京都立駒込病院 鳶巣 賢一 

東京都健康長寿医療センター 井藤 英喜 

東京都立松沢病院 齋藤 正彦 

ＪＣＨＯ 東京新宿メディカルセンター 関根 信夫 

ＫＫＲ立川病院 三田村 秀雄 

ＫＫＲ虎の門病院 大内 尉義 

公益財団法人がん研究会 有明病院 山口 俊晴 

東京武蔵野病院 原 尚之 

医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 新見 能成 

医療法人社団永生会 永生病院 飯田 達能 

医療法人社団じうんどう 慈雲堂病院 田邉 英一 

医療法人財団明理会 鶴川サナトリウム病院 小田切 統二 

医療法人社団翠会 成増厚生病院 中村 満 

医療法人社団碧水会 長谷川病院 吉永 陽子 

ＮＴＴ東日本 関東病院 亀山 周二 

東京都立小児総合医療センター 本田 雅敬 

関東労災病院 佐藤 譲 

済生会 横浜市南部病院 今田 敏夫 

医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院 鈴木 龍太 

医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院 山中 太郎 

ＪＡ新潟厚生連 長岡中央綜合病院 吉川 明 

市立砺波総合病院 伊東 正太郎 

富山市立富山市民病院 泉 良平 

国立病院機構 金沢医療センター 鵜浦 雅志 

医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 大西 寛明 



 

 

福井赤十字病院 野口 正人 

岐阜市民病院 冨田 栄一 

社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 松波 和寿 

静岡市立静岡病院 宮下 正 

市立島田市民病院 服部 隆一 

藤枝市立総合病院 毛利 博 

富士市立中央病院 小野寺 昭一 

静岡県立静岡がんセンター 玉井 直 

国立病院機構 東名古屋病院 今井 常夫 

中部労災病院 加藤 文彦 

愛知県がんセンター中央病院 丹羽 康正 

名古屋市立西部医療センター 鈴木 悟 

豊川市民病院 西田 勉 

医療法人香流会 紘仁病院 内藤 明久 

医療法人資生会 八事病院 河野 親夫 

松阪厚生病院 齋藤 純一 

滋賀県立成人病センター 宮地 良樹 

市立長浜病院 神田 雄史 

社会医療法人誠光会 草津総合病院 平野 正満 

京都市立病院 森本 泰介 

医療法人栄仁会 宇治おうばく病院 三木 秀樹 

医療法人医仁会 武田総合病院 森田 陸司 

社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 野口 雅滋 

国立病院機構 刀根山病院 佐古田 三郎 

大阪労災病院 田内 潤 

大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター 松浦 成昭 

市立豊中病院 堂野 恵三 

東大阪市立総合病院 西蔦 準一 

済生会 吹田病院 黒川 正夫 

済生会 中津病院 川嶋 成乃亮 

ＪＣＨＯ 大阪病院 山崎 芳郎 

ＪＣＨＯ 星ヶ丘医療センター 松本 昌泰 

公益財団法人浅香山病院 太田 勝康 

公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 藤井 信吾 

医療法人恒昭会 藍野病院 杉野 正一 

医療法人恒昭会 青葉丘病院 小山 郁夫 



 

 

医療法人錦秀会 阪和第二泉北病院 守口 篤 

淀川キリスト教病院 渡邊 直也 

国立病院機構 兵庫中央病院 里中 和廣 

関西労災病院 林 紀夫 

豊岡病院 曲渕 達雄 

姫路赤十字病院 佐藤 四三 

公益財団法人天理よろづ相談所病院 太田 茂 

医療法人鴻池会 秋津鴻池病院 平井 基陽 

国立病院機構 鳥取医療センター 下田 光太郎 

国立病院機構 岡山医療センター 佐藤 利雄 

岡山済生会総合病院 山本 和秀 

広島市立安佐市民病院 平林 直樹 

広島赤十字・原爆病院 古川 善也 

医療法人光輝会 光輝病院 岡村 進介 

四国こどもとおとなの医療センター 中川 義信 

高松赤十字病院 網谷 良一 

松山赤十字病院 横田 英介 

医療法人新松田会 愛宕病院 内海 善夫 

北九州市立医療センター 豊島 里志 

福岡赤十字病院 寺坂 禮治 

ＪＣＨＯ 九州病院 多治見 司 

公益財団法人健和会 大手町病院 西中 徳治 

北九州古賀病院 中村 純 

医療法人社団高邦会 高木病院 岩坂 剛 

社会医療法人原土井病院 小柳 左門 

医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 海江田 令次 

一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 永田 泉 

国立病院機構 肥前精神医療センター 杠 岳文 

医療法人財団友朋会 嬉野温泉病院 中川 龍治 

長崎みなとメディカルセンター市民病院 兼松 隆之 

国立病院機構 熊本再春荘病院 米村 憲輔 

熊本市立 熊本市民病院 高田 明 

医療法人桜十字 桜十字病院 倉津 純一 

国立病院機構 別府医療センター 酒井 浩徳 

岩見沢市立総合病院 小倉 滋明 

総合病院 釧路赤十字病院 二瓶 和喜 



 

 

ＫＫＲ札幌医療センター 赤坂 嘉宣 

勤医協中央病院 田村 裕昭 

医療法人王子総合病院 大岩 均 

社会医療法人医仁会 中村記念病院 中村 博彦 

社会医療法人母恋 日鋼記念病院 柳谷 晶仁 

社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 中田 智明 

青森労災病院 玉澤 直樹 

つがる西北五広域連合 つがる総合病院 高杉 滝夫 

一部事務組合下北医療センター むつ総合病院 橋爪 正 

八戸赤十字病院 瀬尾 喜久雄 

岩手県立中部病院 遠藤 秀彦 

盛岡赤十字病院 松田 壯正 

気仙沼市立病院 安海 清 

仙台赤十字病院 桃野 哲 

ＪＣＨＯ 仙台病院 田熊 淑男 

一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 長南 明道 

地方独立行政法人 市立秋田総合病院 伊藤 誠司 

大館市立総合病院 舘岡 博 

ＪＡ秋田厚生連 秋田厚生医療センター 阿部 栄二 

ＪＡ秋田厚生連 大曲厚生医療センター 小野地 章一 

ＪＡ秋田厚生連 能代厚生医療センター 近田 龍一郎 

社会医療法人明和会 中通総合病院 鈴木 敏文 

山形県立新庄病院 八戸 茂美 

済生会 山形済生病院 濱崎 允 

福島労災病院 渡辺 毅 

ＪＡ福島厚生連 白河厚生総合病院 前原 和平 

一般財団法人太田綜合病院附属 太田熱海病院 太田 宏 

一般財団法人大原綜合病院 佐藤 勝彦 

総合南東北病院 寺西 寧 

公益財団法人星総合病院 野水 整 

国立病院機構 茨城東病院 斉藤 武文 

水戸赤十字病院 満川 元一 

ＪＡとりで総合医療センター 新谷 周三 

ＪＡ茨城厚生連 総合病院 水戸協同病院 渡邊 宗章 

医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院 亀岡 信悟 

医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 長澤 俊郎 



 

 

ホスピタル坂東 田中 勝也 

国立病院機構 栃木医療センター 長谷川 親太郎 

国立病院機構 宇都宮病院 沼尾 利郎 

芳賀赤十字病院 安田 是和 

国立病院機構 渋川医療センター 斎藤 龍生 

伊勢崎市民病院 小林 幹男 

医療法人社団三思会 東邦病院 佐野 潔 

越谷市立病院 丸木 親 

済生会 川口総合病院 原澤 茂 

医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 原田 容治 

医療法人財団明理会 春日部中央総合病院 松田 実 

医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院 増田 剛 

国立がん研究センター東病院 大津 敦 

国立国際医療研究センター国府台病院 上村 直実 

国立病院機構 下志津病院 石毛 尚起 

国立病院機構 千葉東病院 新井 公人 

国立病院機構 千葉医療センター 増田 政久 

千葉労災病院 河野 陽一 

ＪＣＨＯ 船橋中央病院 横須賀 収 

社会医療法人社団さつき会 袖ヶ浦さつき台病院 菊池 周一 

済生会 習志野病院 山森 秀夫 

社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 佐藤 愼一 

国立精神・神経医療研究センター病院 村田 美穂 

東京逓信病院 平田 恭信 

東京労災病院 寺本 明 

町田市民病院 近藤 直弥 

ＪＣＨＯ 東京山手メディカルセンター 万代 恭嗣 

公立学校共済組合 関東中央病院 新家 眞 

公益財団法人愛世会 愛誠病院 武田 義次 

永寿総合病院 湯淺 祐二 

一般財団法人自警会 東京警察病院 白井 徹郎 

社会福祉法人仁生社 江戸川病院 加藤 正二郎 

社会福祉法人多摩済生医療団 多摩済生病院 中谷 親弘 

社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念病院 土屋 正光 

社会福祉法人三井記念病院 髙本 眞一 

ＪＲ東京総合病院 小菅 智男 



 

 

豊島病院 山口 武兼 

日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 小林 滋 

医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 渡部 和巨 

国立病院機構 相模原病院 金田 悟郎 

神奈川県立がんセンター 本村 茂樹 

神奈川県立こども医療センター 康井 制洋 

茅ヶ崎市立病院 仙賀 裕 

平塚市民病院 金井 歳雄 

大和市立病院 五十嵐 俊久 

横須賀市立市民病院 久保 章 

ＪＡ神奈川厚生連 相模原協同病院 高野 靖悟 

ＫＫＲ平塚共済病院 丹羽 明博 

ＫＫＲ横浜栄共済病院 細川 治 

一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 永田 博司 

海老名総合病院 服部 智任 

医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 篠崎 伸明 

国立病院機構 西新潟中央病院 内山 政二 

新潟県立がんセンター新潟病院 佐藤 信昭 

済生会 新潟第二病院 吉田 俊明 

ＪＡ新潟厚生連 柏崎総合医療センター 藤原 正博 

立川綜合病院 岡部 正明 

ＪＡ新潟厚生連 新潟医療センター 田中 憲一 

黒部市民病院 竹田 慎一 

高岡市民病院 遠山 一喜 

富山赤十字病院 平岩 善雄 

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 山本 健 

福井県済生会病院 登谷 大修 

甲府市立甲府病院 小澤 克良 

公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院 千葉 成宏 

国立病院機構 信州上田医療センター 吉澤 要 

ＪＡ長野厚生連 篠ノ井総合病院 小池 健一 

ＪＡ長野厚生連 北信総合病院 洞 和彦 

鹿教湯病院 田幸 健司 

社会医療法人栗山会 飯田病院 原 重樹 

国立病院機構 長良医療センター 水津 博 



 

 

社会医療法人厚生会 木沢記念病院 北島 康雄 

静岡てんかん・神経医療センター 井上 有史 

国立病院機構 静岡医療センター 梅本 琢也 

静岡市立清水病院 藤井 浩治 

榛原総合病院組合 榛原総合病院 森田 信敏 

焼津市立総合病院 関 常司 

ＪＡ静岡厚生連 遠州病院 水上 泰延 

コミュニティーホスピタル甲賀病院 甲賀 美智子 

医療法人沖縄徳洲会 静岡徳洲会病院 山之上 弘樹 

公立西知多総合病院 浅野 昌彦 

津島市民病院 松崎 安孝 

西尾市民病院 禰宜田 政隆 

名古屋市立東部医療センター 田中 宏紀 

社会医療法人宏潤会 大同病院 小谷 勝祥 

社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院 長谷川 真司 

社会医療法人財団新和会 八千代病院 彌政 晋輔 

みなと医療生活協同組合 協立総合病院 森谷 光夫 

社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 上林 弘和 

国立病院機構 三重中央医療センター 森本 保 

済生会 松阪総合病院 諸岡 芳人 

ＪＡ三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 森 拓也 

ＪＡ三重厚生連 松阪中央総合病院 三田 孝行 

大津市民病院 片岡 慶正 

公立甲賀病院 清水 和也 

彦根市立病院 金子 隆昭 

医療法人医誠会 神崎中央病院 有吉 秀男 

国立病院機構 舞鶴医療センター 法里 高 

国立病院機構 南京都病院 宮野前 健 

公立南丹病院 辰巳 哲也 

公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 吉中 丈志 

社会医療法人岡本病院財団 京都岡本記念病院 土井 修 

国立病院機構 大阪南医療センター 斉藤 正伸 

大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 太田 三徳 

岸和田市民病院 小切 匡史 

市立吹田市民病院 黒島 俊夫 



 

 

高槻赤十字病院 田嶌 政郎 

済生会 泉尾病院 唐川 正洋 

済生会 野江病院 三嶋 理晃 

ＫＫＲ大手前病院 大口 善郎 

一般財団法人住友病院 松澤 佑次 

社会医療法人愛仁会 高槻病院 内藤 嘉之 

社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 亀山 雅男 

社会医療法人景岳会 南大阪病院 柿本 祥太郎 

医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 原田 博雅 

社会福祉法人大阪暁明館病院 坂 宗久 

枚方総合発達医療センター 緒方 絢 

関西電力病院 清野 裕 

医療法人協和会 千里中央病院 笠原 彰紀 

国立病院機構 姫路医療センター 和田 康雄 

兵庫県立がんセンター 足立 秀治 

市立伊丹病院 中田 精三 

宝塚市立病院 妙中 信之 

公立八鹿病院 谷風 三郎 

ＪＣＨＯ 神戸中央病院 大友 敏行 

公立学校共済組合 近畿中央病院 有田 憲生 

西神戸医療センター 深谷 隆 

医療法人協和会 協立温泉病院 藤岡 秀樹 

医療法人協和会 第二協立病院 福田 能啓 

北播磨総合医療センター 横野 浩一 

国保 日高総合病院 曽和 正憲 

鳥取赤十字病院 西土井 英昭 

松江市立病院 紀川 純三 

国立病院機構 南岡山医療センター 宗田 良 

岡山市立市民病院 松本 健五 

国立病院機構 広島西医療センター 奥谷 卓也 

国立病院機構 賀茂精神医療センター 坂尾 良一 

国立病院機構 東広島医療センター 竹崎 英一 

国立病院機構 福山医療センター 岩垣 博巳 

中国労災病院 榎野 新 

ＫＫＲ呉共済病院 村上 恒二 



 

 

下関市立市民病院 田中 雅夫 

綜合病院 山口赤十字病院 名西 史夫 

医療法人社団宇部興産中央病院 武藤 正彦 

香川労災病院 多田 慎也 

高松市民病院 和田 大助 

社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院 鎌野 周平 

国立病院機構 愛媛医療センター 岩田 猛 

国立病院機構 四国がんセンター 栗田 啓 

一般財団法人永頼会 松山市民病院 山本 祐司 

国立病院機構 高知病院 大串 文隆 

国立病院機構 大牟田病院 藤井 直樹 

国立病院機構 九州がんセンター 藤 也寸志 

国立病院機構 小倉医療センター 澄井 俊彦 

九州労災病院 土師 正文 

福岡県済生会八幡総合病院 北村 昌之 

ＫＫＲ浜の町病院 一宮 仁 

社会医療法人財団白十字会 白十字病院 城崎 洋 

社会医療法人製鉄記念八幡病院 土橋 卓也 

ＫＫＲ佐世保共済病院 木寺 義郎 

熊本労災病院 工藤 惇三 

国民健康保険 水俣市立総合医療センター 丸山 英樹 

医療法人社団寿量会 熊本機能病院 中島 英親 

潤和会記念病院 岩村 威志 

国立病院機構 南九州病院 廣津 泰寛 

公益財団法人昭和会 今給黎総合病院 昇 卓夫 

那覇市立病院 屋良 朝雄 

国立病院機構 函館病院 加藤 元嗣 

北海道中央労災病院 宮本 顯二 

江別市立病院 梶井 直文 

公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 山並 秀章 

小樽市立病院 近藤 吉宏 

苫小牧市立病院 松岡 伸一 

留萌市立病院 高橋 文彦 

ＪＡ北海道厚生連 網走厚生病院 藤永 明 

ＪＣＨＯ 北海道病院 河田 哲也 



 

 

ＮＴＴ東日本札幌病院 小池 隆夫 

ＪＲ札幌病院 安藤 利昭 

医療法人福和会 札幌立花病院 立花 肇 

医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 奥山 淳 

医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 清水 洋三 

社会医療法人製鉄記念室蘭病院 前田 征洋 

社会福祉法人北海道社会事業協会 帯広病院 阿部 厚憲 

国立病院機構 青森病院 和賀 忍 

十和田市立中央病院 松野 正紀 

岩手県立胆沢病院 勝又 宇一郎 

岩手県立磐井病院 加藤 博孝 

宮城県立がんセンター 小野寺 博義 

公立刈田綜合病院 大橋 洋一 

ＫＫＲ東北公済病院 岡村 州博 

公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 内藤 孝 

仙台オープン病院 土屋 誉 

医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院 佐野 憲 

栗原市立栗原中央病院 中鉢 誠司 

ＪＡ秋田厚生連 雄勝中央病院 中村 正明 

国立病院機構 山形病院 熱海 裕之 

北村山公立病院 大塚 茂 

医療法人篠田好生会 篠田総合病院 篠田 昭男 

国立病院機構 福島病院 氏家 二郎 

公立岩瀬病院 三浦 純一 

綜合病院 福島赤十字病院 渡部 洋一 

公益財団法人湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 金澤 正晴 

一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 原田 繁 

社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院 竹島 徹 

茨城県民生活協同組合 友愛記念病院 加藤 奨一 

ひたちなか総合病院 永井 庸次 

地方独立行政法人 新小山市民病院 島田 和幸 

ＪＡ上都賀厚生連 上都賀総合病院 十川 康弘 

社会医療法人博愛会 菅間記念病院 鈴木 正徳 

とちぎメディカルセンターしもつが 村野 俊一 

群馬県立がんセンター 鹿沼 達哉 



 

 

邑楽館林医療事務組合 館林厚生病院 新井 昌史 

公立富岡総合病院 佐藤 尚文 

済生会 前橋病院 西田 保二 

ＪＣＨＯ 群馬中央病院 田代 雅彦 

医療法人鶴谷会 鶴谷病院 鶴谷 英樹 

国立病院機構 埼玉病院 関塚 永一 

国立病院機構 西埼玉中央病院 成宮 学 

春日部市立病院 小谷 昭夫 

草加市立病院 高元 俊彦 

小川赤十字病院 森本 義博 

済生会 栗橋病院 遠藤 康弘 

新久喜総合病院 植松 武史 

ＪＣＨＯ 埼玉メディカルセンター 細田 洋一郎 

医療法人社団武蔵野会 朝霞台中央総合病院 村田 順 

医療法人秀和会 秀和総合病院 五関 謹秀 

医療法人財団明理会 イムス富士見総合病院 鈴木 義隆 

医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院 林 淳慈 

医療法人顕正会 蓮田病院 前島 静顯 

彩の国東大宮メディカルセンター 坂本 嗣郎 

社会医療法人さいたま市民医療センター 井野 隆史 

銚子市立病院 武内 克介 

地方独立行政法人 さんむ医療センター 篠原 靖志 

医療法人社団圭春会 小張総合病院 二宮 浩樹 

医療法人社団翠明会 山王病院 谷嶋 つね 

医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 塩田 吉宣 

医療法人財団明理会 行徳総合病院 田中 岳史 

医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院 松尾 亮太 

医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院 加納 宣康 

医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院 西田 勝則 

千葉市立青葉病院 山本 恭平 

東京ベイ･浦安市川医療センター 神山 潤 

医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター 景山 雄介 

国立病院機構 村山医療センター 朝妻 孝仁 

自衛隊中央病院 千先 康二 

大久保病院 桜田 春水 



 

 

多摩北部医療センター 上田 哲郎 

公立阿伎留医療センター 荒川 泰行 

日野市立病院 井上 宗信 

大森赤十字病院 中瀬 浩史 

ＫＫＲ東京共済病院 久保田 俊郎 

総合病院 厚生中央病院 櫻井 道雄 

公立福生病院 松山 健 

一般社団法人至誠会 至誠会第二病院 川畠 弘子 

公益財団法人日産厚生会 玉川病院 中嶋 昭 

東部地域病院 丸山 俊秀 

一般財団法人博慈会 博慈会記念総合病院 岡田 憲明 

公益財団法人結核予防会 複十字病院 後藤 元 

社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 清水 利夫 

社会医療法人社団健生会 立川相互病院 草島 健二 

医療法人社団大成会 長汐病院 保富 俊宏 

練馬光が丘病院 川上 正舒 

東芝病院 新井 雅裕 

医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 金丸 峯雄 

医療法人財団健貢会 総合東京病院 渡邉 貞義 

厚木市立病院 山本 裕康 

川崎市立井田病院 増田 純一 

秦野赤十字病院 高木 繁治 

ＫＫＲ虎の門病院分院 熊田 博光 

座間総合病院 渡 潤 

社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 笹栗 志朗 

医療法人社団緑成会 横浜総合病院 平元 周 

医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院 小川 健二 

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 工藤 一大 

川崎市立多摩病院 鈴木 通博 

医療法人社団三成会 新百合ケ丘総合病院 笹沼 仁一 

国立病院機構 新潟病院 富沢 修一 

ＪＡ新潟厚生連 上越総合病院 外山 譲二 

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 宮崎 滋 

新潟医療生活協同組合 木戸病院 津田 隆志 

富山労災病院 木谷 隆一 



 

 

加賀市医療センター 小橋 一功 

金沢市立病院 高田 重男 

公立松任石川中央病院 卜部 健 

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 佐久間 寛 

市立敦賀病院 米島 學 

国民健康保険 富士吉田市立病院 樫本 温 

佐久市立国保 浅間総合病院 村島 隆太郎 

諏訪中央病院組合立 諏訪中央病院 濵口 實 

長野市民病院 池田 宇一 

安曇野赤十字病院 中野 武 

ＪＡ長野厚生連 佐久総合病院 伊澤 敏 

長野医療生活協同組合 長野中央病院 山本 博昭 

総合病院 中津川市民病院 安藤 秀男 

岐阜赤十字病院 中村 重徳 

ＪＡ岐阜厚生連 岐北厚生病院 斉藤 公志郎 

ＪＡ岐阜厚生連 久美愛厚生病院 堀 明洋 

公立学校共済組合 東海中央病院 坂本 純一 

医療法人社団誠広会 岐阜中央病院 近藤 博昭 

浜松労災病院 有井 滋樹 

富士宮市立病院 米村 克彦 

浜松赤十字病院 奥田 康一 

医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院 鈴木 一也 

国立長寿医療研究センター 原田 敦 

国立病院機構 豊橋医療センター 市原 透 

稲沢市民病院 加藤 健司 

碧南市民病院 梶田 正文 

ＪＡ愛知厚生連 渥美病院 長谷 智 

ＪＡ愛知厚生連 稲沢厚生病院 眞下 啓二 

ＫＫＲ名城病院 伊藤 隆之 

名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 細井 延行 

医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 前田 徹 

南医療生活協同組合 総合病院南生協病院 長江 浩幸 

三重県立志摩病院 片山 繁 

市立伊勢総合病院 藤本 昌雄 

社会医療法人畿内会 岡波総合病院 猪木 達 



 

 

桑名東医療センター 岡田 喜克 

ＪＣＨＯ 滋賀病院 来見 良誠 

国立病院機構 東近江総合医療センター 井上 修平 

京都山城総合医療センター 中井 一郎 

ＪＣＨＯ 京都鞍馬口医療センター 能見 伸八郎 

ＫＫＲ舞鶴共済病院 布施 春樹 

公益財団法人丹後中央病院 西島 直城 

医療法人啓信会 京都きづ川病院 中川 雅生 

社会福祉法人京都社会事業財団 西陣病院 伊谷 賢次 

医療法人財団康生会 武田病院 内藤 和世 

市立池田病院 今井 康陽 

和泉市立病院 村上 城子 

富田林病院 星合 昊 

箕面市立病院 田村 信司 

八尾市立病院 星田 四朗 

済生会 茨木病院 立田 浩 

ＫＫＲ枚方公済病院 野原 隆司 

公益財団法人日本生命済生会 附属日生病院 笠山 宗正 

医療法人藤井会 石切生喜病院 山本 久美夫 

医療法人医誠会 医誠会病院 丸川 征四郎 

社会医療法人協和会 加納総合病院 加納 繁照 

医療法人河内友紘会 河内総合病院 高田 俊明 

医療法人孟仁会 摂南総合病院 山路 孟 

社会医療法人きつこう会 多根総合病院 丹羽 英記 

医療法人寿会 富永病院 富永 紳介 

社会医療法人ペガサス 馬場記念病院 馬場 武彦 

医療法人宝生会 ＰＬ病院 橋本 清保 

医療法人橘会 東住吉森本病院 田中 宏 

社会医療法人生長会 府中病院 竹内 一浩 

社会医療法人同仁会 耳原総合病院 奥村 伸二 

大阪回生病院 久富 義郎 

ＮＴＴ西日本大阪病院 前田 恵治 

大阪鉄道病院 上田 祐二 

社会医療法人医真会 八尾総合病院 松村 吉庸 

国立病院機構 神戸医療センター  森田 瑞穂 



 

 

神戸労災病院 鷲見 正敏 

明石市立市民病院 阪倉 長平  

赤穂市民病院 小野 成樹 

加古川西市民病院 大西 祥男 

三田市民病院 木西 實 

神戸市立医療センター西市民病院 山本 満雄 

西脇市立西脇病院 岩井 正秀 

神戸赤十字病院 田原 真也 

一般財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院 濵辺 豊 

医療法人沖縄徳洲会 神戸徳洲会病院 曽根田 純一 

姫路聖マリア病院 若林 隆信 

神戸掖済会病院 島津 敬 

国立病院機構 奈良医療センター 星田 徹 

奈良県西和医療センター 川口 正一郎 

大和高田市立病院 砂川 晶生 

済生会 中和病院 今川 敦史 

市立奈良病院 西尾 博至 

国立病院機構 和歌山病院 南方 良章 

和歌山労災病院 南條 輝志男 

紀南病院 赤木 秀治 

新宮市立医療センター 三木 一仁 

橋本市民病院 山本 勝廣 

山陰労災病院 大野 耕策 

鳥取県立厚生病院 井藤 久雄 

鳥取市立病院 清水 健治 

国立病院機構 松江医療センター 中島 健二 

済生会 江津総合病院 中澤 芳夫 

松江保健生活協同組合 総合病院松江生協病院 高濱 顕弘 

岡山労災病院 森島 恒雄 

岡山医療生活協同組合 総合病院岡山協立病院 高橋 淳 

尾道市立市民病院 突沖 満則 

市立三次中央病院 中西 敏夫 

総合病院 庄原赤十字病院 中島 浩一郎 

済生会 広島病院 隅井 浩治 

特定医療法人あかね会 土谷総合病院 土谷 治子 



 

 

山口労災病院 坂部 武史 

済生会 山口総合病院 城甲 啓治 

ＪＡ山口厚生連 周東総合病院 馬場 良和 

ＪＣＨＯ 下関医療センター 佐々木 功典 

国立病院機構 徳島病院 田中 信一郎 

国立病院機構 東徳島医療センター 木村 秀 

徳島市民病院 三宅 秀則 

ＪＡ徳島厚生連 阿南共栄病院 東 博之 

徳島県鳴門病院 荒瀬 誠治 

国立病院機構 高松医療センター 細川 等 

ＪＡ香川厚生連 屋島総合病院 安藤 健夫 

愛媛県立今治病院 藤田 学 

西条市立周桑病院 雁木 淳一 

市立八幡浜総合病院 上村 重喜 

医療法人住友別子病院 鈴木 誠祐 

医療法人沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院 池田 佳広 

高知県立幡多けんみん病院 橘 壽人 

国立病院機構 福岡病院 岩永 知秋 

大牟田市立病院 野口 和典 

公立八女総合病院 小野 典之 

公立学校共済組合 九州中央病院 飯田 三雄 

田川病院 田中 裕穂 

公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院 豊田 文俊 

医療法人原三信病院 平 祐二 

医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 田山 慶一郎 

一般社団法人朝倉医師会病院 上野 隆登 

長崎労災病院 福崎 誠 

長崎県五島中央病院 村瀬 邦彦 

日本赤十字社 長崎原爆病院 平野 明喜 

ＪＣＨＯ 諫早総合病院 長郷 国彦 

公立玉名中央病院 中野 哲雄 

ＫＫＲ熊本中央病院 濱田 泰之 

国立病院機構 大分医療センター 室 豊吉 

大分赤十字病院 本廣 昭 

国立病院機構 都城医療センター 井口 厚司 



 

 

宮崎県立 日南病院 峯 一彦 

藤元総合病院 木原 浩一 

国立病院機構 鹿児島医療センター 花田 修一 

社会医療法人鹿児島愛心会 大隅鹿屋病院 井戸 弘毅 

医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院 本田 一郎 

公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 福永 秀敏 

国立病院機構 沖縄病院 川畑 勉 

沖縄県立 北部病院 仲間 司 

沖縄県立 八重山病院 依光 たみ枝 

社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 新垣 晃 

社会医療法人敬愛会 中頭病院 宮里 善次 

医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 赤崎 満 

深川市立病院 藤澤 真 

済生会 小樽病院 近藤 真章 

ＪＣＨＯ 札幌北辰病院 佐々木 文章 

公益社団法人函館市医師会 函館市医師会病院 本原 敏司 

社会医療法人恵佑会 札幌病院 平川 和志 

医療法人札幌山の上病院 蕨 建夫 

医療法人東札幌病院 照井 健 

医療法人北晨会 恵み野病院 貝嶋 光信 

社会福祉法人北海道社会事業協会 岩内病院 黒田 嘉和 

社会医療法人母恋 天使病院 藤井 ひとみ 

医療法人渓和会 江別病院 南田 猛 

弘前市立病院 東野 博 

三沢市立三沢病院 坂田 優 

国立病院機構 岩手病院 千田 圭二 

岩手県立宮古病院 村上 晶彦 

盛岡市立病院 加藤 章信 

特定医療法人博愛会 一関病院 佐藤 隆次 

ＪＣＨＯ 仙台南病院 朝倉 徹 

社会医療法人将道会 総合南東北病院 松島 忠夫 

仙北市立角館総合病院 西野 克寛 

市立横手病院 丹羽 誠 

公立学校共済組合 東北中央病院 田中 靖久 

公立相馬総合病院 熊川 宏美 



 

 

南相馬市立総合病院 金澤 幸夫 

済生会 福島総合病院 井上 仁 

南東北福島病院 田地野 崇宏 

医療法人辰星会 枡記念病院 太田 守 

国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 鈴木 祥司 

県西総合病院 中原 智子 

取手北相馬保健医療センター医師会病院 鈴木 武樹 

医療法人達生堂 城西病院 多田 正毅 

社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター 安本 和正 

医療法人社団善仁会 小山記念病院 田中 直見 

医療法人茨城愛心会 古河病院 福江 眞隆 

栃木県立がんセンター 清水 秀昭 

医療法人杏林会 今井病院 今井 宏彰 

一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 中川 隆雄 

医療法人社団三思会 くすの木病院 高木 均 

医療法人慶仁会 城山病院 李 雅弘 

医療法人社団ヘブロン会 大宮中央総合病院 神戸 成美 

医療法人誠壽会 上福岡総合病院 井上 達夫 

医療法人聖仁会 西部総合病院 村山 晃 

医療法人一成会 さいたま記念病院 大谷 洋一 

医療法人財団健和会 みさと健和病院 髙津 司 

医療法人社団協友会 吉川中央総合病院 水田 哲明 

千葉県立佐原病院 小林 進 

千葉市立海浜病院 寺井 勝 

ＪＣＨＯ 千葉病院 室谷 典義 

千葉中央メディカルセンター 福田 和正 

医療法人積仁会 島田総合病院 嶋田 一成 

医療法人社団愛友会 千葉愛友会記念病院 石塚 朋樹 

医療法人社団協友会 船橋総合病院 塚本 哲也 

社会医療法人社団千葉県勤医協 船橋二和病院 長谷川 純 

医療法人社団創造会 平和台病院 土井 紀弘 

社会医療法人社団木下会 鎌ケ谷総合病院 山本 穣司 

ＫＫＲ九段坂病院 中井 修 

医療法人財団荻窪病院 村井 信二 

医療法人社団苑田会 苑田第一病院 賀川 幸英 



 

 

医療法人社団東光会 西東京中央総合病院 種子田 斎 

社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 小谷 奉文 

社会福祉法人あそか会 あそか病院 松川 正明 

医療法人沖縄徳洲会 武蔵野徳洲会病院 鈴木 洋通 

ＪＣＨＯ 相模野病院 大井田 正人 

ＪＣＨＯ 横浜保土ヶ谷中央病院 後藤 英司 

医療法人愛仁会 太田総合病院 太田 史一 

医療法人五星会 菊名記念病院 中山 宏幸 

医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 小田 瑞彦 

社会福祉法人日本医療伝道会 総合病院衣笠病院 佐藤 明 

医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 山崎 謙 

新潟県立十日町病院 吉嶺 文俊 

社会医療法人桑名恵風会 桑名病院 渡邉 正人 

金沢医科大学氷見市民病院 斉藤 人志 

済生会 高岡病院 飯田 博行 

ＪＡ富山厚生連 滑川病院 南里 泰弘 

金沢赤十字病院 岩田 章 

石川県済生会金沢病院 若林 時夫 

やわたメディカルセンター 勝木 保夫 

国立病院機構 敦賀医療センター 半田 裕二 

財団医療法人中村病院 野口 善之 

国立病院機構 甲府病院 長沼 博文 

国立病院機構 東長野病院 岡本 講平 

長野県立木曽病院 井上 敦 

岡谷市民病院 平山 二郎 

飯山赤十字病院 古川 賢一 

岐阜県立下呂温泉病院 山森 積雄 

多治見市民病院 岡本 博之 

ＪＡ岐阜厚生連 東濃厚生病院 塚本 英人 

ＪＣＨＯ 可児とうのう病院 岸田 喜彦 

共立蒲原総合病院 西ケ谷 和之 

市立湖西病院 寺田 肇 

一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 伊藤 孝 

愛知県がんセンター愛知病院 齋藤 博 

常滑市民病院 中山 隆 



 

 

社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院 片岡 祐司 

小嶋病院 小嶋 洋一 

国立病院機構 三重病院 藤澤 隆夫 

伊賀市立上野総合市民病院 三木 誓雄 

尾鷲総合病院 加藤 弘幸 

桑名西医療センター 藤岡 正樹 

ＪＣＨＯ 四日市羽津医療センター 住田 安弘 

綾部市立病院 鴻巣 寛 

一般社団法人愛生会 山科病院 加藤 隆弘 

特定医療法人健康会 総合病院 京都南病院 住岡 秀史 

社会医療法人西陣健康会 堀川病院 相良 幸彦 

泉大津市立病院 西尾 順子 

市立貝塚病院 吉原 治正 

市立柏原病院 佐藤 博之 

ＪＣＨＯ 大阪みなと中央病院 森 望 

医療法人育和会 育和会記念病院 山住 俊晃 

社会医療法人寿楽会 大野記念病院 岡村 幹夫 

医療法人貴島会 貴島病院本院 貴島 秀樹 

医療法人医誠会 城東中央病院 土増 聡 

社会医療法人清恵会 清恵会病院 北岡 治子 

医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 中川 秀光 

社会医療法人若弘会 若草第一病院 山中 英治 

医療法人友紘会 彩都友紘会病院 中村 仁信 

兵庫県立こども病院 長嶋 達也 

市立川西病院 姫野 誠一 

医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 長尾 俊彦 

医療法人明仁会 明舞中央病院 山下 修一 

加古川東市民病院 大保 英文 

国保中央病院 阪井 利幸 

生駒市立病院 今村 正敏 

南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター 松本 昌美 

済生会 和歌山病院 松崎 交作 

鳥取医療生活協同組合 鳥取生協病院 齋藤 基 

益田赤十字病院 木谷 光博 

一般財団法人操風会 岡山旭東病院 土井 章弘 



 

 

医療法人平野同仁会 総合病院津山第一病院 河﨑 雄司 

総合病院 三原赤十字病院 渡辺 誠 

ＫＫＲ広島記念病院 宮本 勝也 

一般社団法人呉市医師会病院 中塚 博文 

社会医療法人社団陽正会 寺岡記念病院 武田 昌 

中電病院 河村 寛 

マツダ病院 奥平 信義 

山陽小野田市民病院 山本 智久 

光市立光総合病院 桑田 憲幸 

社会医療法人同仁会 周南記念病院 竹重 元寛 

ＪＡ徳島厚生連 阿南中央病院 澤田 誠三 

医療法人財団博仁会 キナシ大林病院 真鍋 健史 

公立学校共済組合 四国中央病院 鎌田 正晴 

社会医療法人石川記念会 ＨＩＴＯ病院 石川 賀代 

高知県立あき総合病院 前田 博教 

九州労災病院 門司メディカルセンター 蜂須賀 研二 

筑後市立病院 吉田 正 

福岡市民病院 竹中 賢治 

福岡県済生会二日市病院 間野 正衛 

社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 下河邉 正行 

社会医療法人財団池友会 新小文字病院 甲斐 秀信 

社会医療法人大成会 福岡記念病院 大塚 量 

医療法人福岡輝生会 大牟田中央病院 溝手 博義 

ＪＲ九州病院 林田 一洋 

社会医療法人財団池友会 福岡新水巻病院 藤井 茂 

飯塚市立病院 武冨 章 

国立病院機構 長崎病院 平松 公三郎 

長崎県対馬病院 川上 眞寿弘 

済生会 長崎病院 衛藤 正雄 

荒尾市民病院 大嶋 壽海 

山鹿市民医療センター 豊永 政和 

熊本地域医療センター 廣田 昌彦 

社会医療法人黎明会 宇城総合病院 江上 寛 

ＪＡ大分厚生連 鶴見病院 藤富 豊 

社会医療法人敬和会 大分岡病院 森 照明 



 

 

社会医療法人恵愛会 大分中村病院 中村 太郎 

中津市民病院 是永 大輔 

ＪＣＨＯ 宮崎江南病院 白尾 一定 

国立病院機構 指宿医療センター 田中 康博 

出水総合医療センター 瀬戸 弘 

公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 立石 繁宜 

公益社団法人鹿児島市医師会病院 園田 健 

社会医療法人天陽会 中央病院 厚地 良彦 

医療法人徳洲会 名瀬徳洲会病院 松浦 甲彰 

医療法人おもと会 大浜第一病院 大城 康一 

沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院 仲程 正哲 

広域紋別病院 及川 郁雄 

市立千歳市民病院 伊藤 昭英 

公立芽室病院 小窪 正樹 

函館赤十字病院 平田 康二 

医療法人社団我汝会 えにわ病院 菅野 大己 

社会医療法人札幌清田病院 山内 尚文 

医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院 髙橋 大賀 

医療法人静仁会 静仁会静内病院 井齋 偉矢 

医療法人社団札幌道都病院 秦 史壯 

社会医療法人仁陽会 西岡第一病院 皆川 裕樹 

社会医療法人恵佑会 恵佑会第２病院 高橋 宏明 

医療法人社団元生会 森山病院 森山 領 

イムス札幌消化器中央総合病院 丹野 誠志 

医療法人社団藤花会 江別谷藤病院 谷藤 方俊 

医療法人社団翔嶺館 十勝の杜病院 佐竹 實 

医療法人豊和会 新札幌豊和会病院 北川 真吾 

国民健康保険五戸総合病院 安藤 敏典 

公益財団法人鷹揚郷弘前病院 齋藤 久夫 

弘前中央病院 賀佐 富二彦 

医療法人北桜会 弘前メディカルセンター 高嶋 一敏 

岩手県立遠野病院 郷右近 祐司 

奥州市総合水沢病院 柏山 徹郎 

医療法人楽山会 せいてつ記念病院 加藤 哲夫 

盛岡医療生活協同組合 川久保病院 田村 茂 



 

 

医療法人財団明理会 イムス明理会仙台総合病院 小針 雅男 

仙台循環器病センター 内田 達郎 

宮城利府掖済会病院 宮川 英喜 

羽後町立 羽後病院 佐藤 眞 

ＪＣＨＯ 秋田病院 石岡 隆 

山形県立河北病院 多田 敏彦 

寒河江市立病院 後藤 康夫 

国立病院機構 いわき病院 関 晴朗 

医療法人社団青空会 大町病院 猪又 義光 

医療法人常磐会 いわき湯本病院 小針 正人 

医療法人辰星会 枡病院 猪狩 俊 

医療法人伸裕会 渡辺病院 渡邉 泰章 

神栖済生会病院 高﨑 秀明 

ＫＫＲ水府病院 小泉 雅典 

医療法人恒貴会 協和中央病院 中原 昇 

医療法人社団桜水会 筑波病院 星野 高伸 

医療法人慶友会 守谷慶友病院 今村 明 

多賀総合病院 堀田 総一 

南那須地区広域行政事務組合立 那須南病院 宮澤 保春 

社会医療法人中山会 宇都宮記念病院 﨑尾 秀彰 

医療法人社団亮仁会 那須中央病院 臼井 亮平 

医療法人社団福田会 福田記念病院 福田 晴美 

公立碓氷病院 唐澤 正光 

公立七日市病院 竹原 健 

医療法人社団善衆会 善衆会病院 木村 雅史 

北毛保健生活協同組合 北毛病院 橋本 真也 

群馬中央医療生活協同組合 前橋協立病院 岩森 秀樹 

医療法人新青会 川口工業総合病院 矢口 輝仁 

医療法人入間川病院 風間 浩美 

医療法人光仁会 春日部厚生病院 高柳 寛 

特定医療法人同愛会 熊谷外科病院 山崎 哲資 

医療法人社団埼玉成恵会病院 長谷川 岳弘 

医療法人三愛会 三愛会総合病院 清水 弘文 

医療法人藤和会 藤間病院 清水 謙 

医療法人橘会 飯能中央病院 峰田 喬臣 



 

 

東埼玉総合病院 三島 秀康 

社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 西田 貞之 

医療法人社団武蔵野会 ＴＭＧ宗岡中央病院 佐藤 滋 

国民健康保険 小見川総合病院 寺本 修 

社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター 水谷 正彦 

医療法人思誠会 勝田台病院 鈴木 健一 

玄々堂君津病院 池田 重雄 

医療法人社団誠高会 おおたかの森病院 松倉 聡 

社会医療法人社団菊田会 習志野第一病院 三橋 稔 

医療法人鎗田病院 鎗田 努 

キッコーマン総合病院 久保田 芳郎 

東邦鎌谷病院 高安 勤 

医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉 浜畑 幸弘 

公益財団法人結核予防会 新山手病院 江里口 正純 

医療法人社団日心会 総合病院一心病院 上川床 裕 

社会医療法人財団城南福祉医療協会 大田病院 田村 直 

医療法人伯鳳会 白鬚橋病院 大桃 丈知 

医療法人社団明芳会 新葛飾病院 吉田 成彦 

医療法人社団さくら会 世田谷中央病院 岡田 錬之介 

医療法人社団桐光会 調布病院 山田 亜矢 

社会医療法人社団慈生会 等潤病院 伊藤 雅史 

医療法人社団徳成会 八王子山王病院 井口 祐三 

医療法人社団松井病院 橘 秀昭 

昭島病院 上原 淳 

社会福祉法人児玉新生会 児玉経堂病院 中込 弘 

東京ほくと医療生活協同組合 王子生協病院 今泉 貴雄 

医療法人社団愛語会 要町病院 吉澤 孝之 

医療法人社団森と海東京 東京蒲田病院 松島 正浩 

医療法人社団悦伝会 目白第二病院 安部 学 

医療法人社団洪泳会 東京洪誠病院 金 洪宇 

社会医療法人社団正志会 花と森の東京病院 小平 祐造 

三浦市立病院 小澤 幸弘 

東芝林間病院 清水 直史 

横浜掖済会病院 長倉 靖彦 

医療法人社団総生会 麻生総合病院 菅 泰博 



 

 

特定医療法人財団慈啓会 大口東総合病院 髙橋 睦長 

医療法人社団和光会総合 川崎臨港病院 渡邊 嘉行 

特定医療法人社団鵬友会 湘南泉病院 末盛 彰一 

特定医療法人社団若林会 湘南中央病院 長田 博昭 

医療法人横浜柏堤会 戸塚共立第１病院 福島 元彦 

医療法人社団相和会 渕野辺総合病院 土屋 敦 

医療法人社団中山会 湯河原胃腸病院 遠藤 健 

社会医療法人三栄会 中央林間病院 木山 智 

医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会病院 野口 有生 

済生会 三条病院 郷 秀人 

ＪＡ新潟厚生連 けいなん総合病院 新井 英樹 

医療法人恒仁会 新潟南病院 大西 昌之 

あさひ総合病院 東山 考一 

南砺市民病院 清水 幸裕 

公立宇出津総合病院 滝川 豊 

珠洲市総合病院 浜田 秀剛 

ＫＫＲ北陸病院 飯田 茂穂 

ＪＣＨＯ 福井勝山総合病院 兜 正則 

医療法人至捷会 木村病院 木村 洋平 

公立丹南病院 伊藤 重二 

都留市立病院 保坂 稔 

ＪＣＨＯ 山梨病院 小澤 俊総 

社会医療法人加納岩 加納岩総合病院 中澤 良英 

依田窪医療福祉事務組合 国保依田窪病院 三澤 弘道 

富士見高原医療福祉センター富士見高原病院 井上 憲昭 

社会医療法人中信勤労者医療協会 松本協立病院 具志堅 進 

美濃市立美濃病院 阪本 研一 

医療法人社団誠広会 平野総合病院 高田 信幸 

市立恵那病院 細江 雅彦 

ＪＡ静岡厚生連 清水厚生病院 中田 恒 

一般財団法人恵愛会 聖隷富士病院 小里 俊幸 

下田メディカルセンター 畑田 淳一 

医療法人社団盛翔会 浜松北病院 澤田 健 

伊豆今井浜病院 小田 和弘 

ＫＫＲ東海病院 山本 英夫 



 

 

公益財団法人豊田地域医療センター 井野 晶夫 

医療法人大真会 大隈病院 真砂 敦夫 

医療法人北辰会 蒲郡厚生館病院 下郷 宏 

医療法人社団喜峰会 東海記念病院 岡山 直樹 

医療法人名南会 名南病院 小南 重人 

ＮＴＴ西日本東海病院 佐藤 泰正 

名古屋セントラル病院 中尾 昭公 

特定医療法人同心会 遠山病院 竹内 敏明 

長浜市立湖北病院 伊達 成基 

守山市民病院 野々村 和男 

特定医療法人社団御上会 野洲病院 岡田 裕作 

総合病院 日本バプテスト病院 尼川 龍一 

医療法人健幸会 むかいじま病院 大濵 史朗 

医療法人清仁会 洛西シミズ病院 石津 恒彦 

医療法人寿尚会 洛陽病院 小林 展章 

亀岡市立病院 玉井 和夫 

医療法人蒼龍会 井上病院 辻本 吉広 

医療法人敬仁会 今里胃腸病院 由井 三郎 

医療法人正和会 協和病院 高原 衍彦 

医療法人厚生医学会 厚生会第一病院 大西 俊輝 

医療法人医誠会 摂津医誠会病院 佐久良 肇 

医療法人彰療會 大正病院 福本 健治 

医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 吉田 毅 

医療法人佑成会 西大阪病院 中田 一也 

医療法人錦秀会 阪和住吉総合病院 板橋 司 

医療法人朋愛会 朋愛病院 左川 均 

医療法人同仁会 松崎病院 木村 元英 

社会医療法人弘道会 なにわ生野病院 長谷川 格 

コープおおさか病院 向井 明彦 

医療法人徳洲会 東大阪徳洲会病院 橋爪 慶人 

医療法人成和会 ほうせんか病院 岡 博子 

東和病院 糸田川 節也 

医療法人彩樹 守口敬任会病院 岡 博史 

社会医療法人純幸会 関西メディカル病院 渡邉 太郎 

市立芦屋病院 佐治 文隆 



 

 

加東市民病院 金岡 保 

ＩＨＩ 播磨病院 西川 梅雄 

社会医療法人社団正峰会 大山病院 大山 正 

医療法人財団神戸海星病院 河野 範男 

特定医療法人社団順心会 順心病院 潤井 誠司郎 

医療法人社団慈恵会 新須磨病院 澤田 勝寛 

社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院 佐々木 健陽 

医療法人社団愛明会 明石回生病院 茂田 廣守 

医療法人晋真会 ベリタス病院 辻村 知行 

神戸アドベンチスト病院 森 経春 

三菱神戸病院 佐々木 順子 

とくなが病院 徳永 金清 

東宝塚さとう病院 佐藤 尚司 

医療法人果恵会 恵王病院 杉本 利一郎 

医療法人青心会 郡山青藍病院 野中 家久 

大倭大本宮 大倭病院 松本 元嗣 

医療法人友紘会 奈良友紘会病院 林 秀雄 

海南医療センター 山田 陽一 

和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院 古田 光明 

医療法人愛晋会 中江病院 中江 聡 

済生会 境港総合病院 稲賀 潔 

出雲市立総合医療センター 杉山 章 

出雲医療生活協同組合 出雲市民病院 小松 泰介 

総合病院玉野市立玉野市民病院 三島 康男 

医療法人社団井口会総合病院 落合病院 井口 大助 

社会医療法人緑壮会 金田病院 水島 孝明 

医療法人清梁会 高梁中央病院 吉田 栄一 

医療法人社団新風会 玉島中央病院 櫻井 勝 

倉敷リバーサイド病院 島村 淳之輔 

公立世羅中央病院 末広 真一 

日立造船健康保険組合 因島総合病院 河本 紀一 

医療法人社団うすい会 高陽ニュータウン病院 八田 信朗 

医療法人社団広島厚生会 広島厚生病院 瀬良 裕邦 

広島中央保健生活協同組合 福島生協病院 田代 忠晴 

医療法人紫苑会 藤井病院 加藤 至 



 

 

周防大島町立東和病院 村上 哲朗 

ＪＡ山口厚生連 小郡第一総合病院 藤井 裕之 

防府胃腸病院 三浦 修 

つるぎ町立半田病院 沖津 修 

ＪＡ徳島厚生連 阿波病院 佐藤 登 

香川県立白鳥病院 坂東 重信 

さぬき市民病院 徳田 道昭 

坂出聖マルチン病院 見市 昇 

愛媛県立南宇和病院 鶴岡 高志 

西予市立野村病院 守田 人司 

ＪＣＨＯ 宇和島病院 渡部 昌平 

医療法人結和会 松山西病院 俊野 昭彦 

土佐市民病院 田中 肇 

ＪＡ高知厚生連 ＪＡ高知病院 谷木 利勝 

高知医療生活協同組合 高知生協病院 小野川 高弘 

福岡逓信病院 津田 泰夫 

芦屋中央病院 櫻井 俊弘 

福岡県済生会大牟田病院 稲吉 康治 

一般社団法人糸島医師会 糸島医師会病院 冨田 昌良 

公益財団法人小倉医療協会 三萩野病院 平野 忠 

門司掖済会病院 阿部 功 

医療法人愛風会 さく病院 朔 寛 

特定医療法人東筑会 東筑病院 早川 知宏 

医療法人医和基会 牧山中央病院 本村 良次 

医療法人社団水北会 水北第一病院 中村 守 

医療法人財団華林会 村上華林堂病院 司城 博志 

医療法人貝塚病院 川口 信三 

医療法人森和会 行橋中央病院 梅田 文夫 

医療法人社団高邦会 福岡山王病院 中村 元一 

ＪＣＨＯ 佐賀中部病院 浅見 昭彦 

一般社団法人巨樹の会 新武雄病院 西田 憲記 

日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 古河 隆二 

長崎掖済会病院 松尾 罣 

医療法人宏善会 諫早記念病院 山口 義彦 

医療法人厚生会 虹が丘病院 冨永 雅博 



 

 

杏林病院 奥川 信治 

国立病院機構 熊本南病院 金光 敬一郎 

ＪＣＨＯ 天草中央総合病院 竹口 東一郎 

医療法人杏和会 城南病院 内野 誠 

医療法人杉村会 杉村病院 堀内 賢二 

済生会 みすみ病院 藤岡 正導 

豊後大野市民病院 木下 忠彦 

一般社団法人宇佐市医師会 宇佐高田医師会病院 柏木 孝仁 

大分三愛メディカルセンター 森 義顕 

医療法人社団中津胃腸病院 深野 昌宏 

医療法人中津第一病院 江口 雄一郎 

小林市立病院 坪内 斉志 

医療法人社団善仁会 市民の森病院 前田 啓一 

宮崎医療生活協同組合 宮崎生協病院 遠藤 豊 

鹿児島県立 北薩病院 小寺 顕一 

医療法人七徳会 大井病院 矢野 謙二 

医療法人徳洲会 徳之島徳洲会病院 藤田 安彦 

奄美医療生活協同組合 奄美中央病院 福崎 雅彦 

社会医療法人友愛会 南部病院 城間 寛 

医療法人緑水会 宜野湾記念病院 湧上 聖 

札幌逓信病院 小笹 茂 

十勝いけだ地域医療センター 奥山 泰史 

標津町国民健康保険 標津病院 大野 髙義 

大樹町立国民健康保険病院 岩渕 敏樹 

森町国民健康保険病院 髙塩 哲也 

日高町立門別国民健康保険病院 大友 透 

医療法人社団尾谷病院 尾谷 浩 

医療法人社団耕仁会 曾我病院 渋谷 努 

医療法人社団北匠会 小樽中央病院 宮嵜 直樹 

ＪＡ北海道厚生連 摩周厚生病院 森 正光 

医療法人泰仁会 十和田第一病院 佐々木 泰二 

岩手県立大槌病院 坂下 伸夫 

社団医療法人久仁会 内丸病院 冨澤 勇貴 

大崎市民病院鹿島台分院 大庭 正敏 

丸森町国民健康保険 丸森病院 大友 正隆 



 

 

医療法人華桜会 古川星陵病院 小野 玲子 

医療法人圭尚会 金病院 金 直樹 

酒田市立八幡病院 土井 和博 

医療法人三愛会 池田記念病院 川前 恵一 

医療法人社団真仁会 大方病院 大方 善次郎 

医療法人慈仁会 川崎病院 川崎 嶺夫 

医療法人財団県南病院 塚田 篤郎 

医療法人寛正会 水海道さくら病院 廣井 信 

医療法人社団北水会 北水会記念病院 平澤 直之 

医療法人社団穂高会 佐野中央病院 山﨑 穂高 

医療法人恒和会 関口病院 関口 浩五郎 

医療法人前橋北病院 徳島 眞彦 

医療法人大久保病院 大久保 利弘 

医療法人社団草芳会 三芳野第２病院 三重野 英樹 

医療法人慈桜会 瀬戸病院 瀬戸 裕 

医療法人社団和風会 所沢中央病院 北 秀幸 

医療法人有隣会 わかくさ病院 矢吹 辰男 

医療法人愛應会 騎西クリニック病院 佐野 義明 

医療法人社団シャローム シャローム病院 鋤柄 稔 

医療法人社団琢心会 辰巳病院 鈴木 啓之 

医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院 東 仲宣 

医療法人社団貴志会 菅原病院 菅原 黎明 

医療法人社団樹々会 日吉台病院 今村 正成 

医療法人社団三友会 あけぼの病院 浜辺 正樹 

医療法人財団佐花会 大井中央病院 前田 武昭 

医療法人社団寿廣記念会 岸病院 岸 ひさ子 

医療法人社団瑞雲会 高田馬場病院 中本 譲 

医療法人社団蒼生会 高松病院 寺尾 誠心 

医療法人社団田島厚生会 舟渡病院 峰下 哲 

医療法人社団友仁会 赤坂見附前田病院 前田 京助 

東京保健生活協同組合 大泉生協病院 齋藤 文洋 

岡本病院 岡本 由美 

寺田病院 寺田 光男 

医療法人社団大隅会 森本病院 森本 泰雄 

医療法人財団桜会 あだち共生病院 中原 保太郎 



 

 

医療法人愛生会 有馬病院 大沼 秀樹 

医療法人社団則天会 逗子病院 三村 実 

医療法人財団俊陽会 古川病院 古川 健太郎 

医療法人社団正拓会 湘南太平台病院 松野 正孝 

新横浜母と子の病院 塩原 和夫 

一般財団法人上村病院 上村 斉 

富山逓信病院 高田 正信 

医療法人三田会 高岡みなみ病院 吉田 渉 

医療法人泉壽会 加納病院 中川 智和 

医療法人弘済会 宮川病院 宮川 晋爾 

東御市民病院 結城 敬 

医療法人社団公仁会 前澤病院 前澤 毅 

下呂市立金山病院 須原 貴志 

医療法人岐阜勤労者医療協会 みどり病院 松井 一樹 

公益財団法人伊豆保健医療センター 小野 憲 

東栄町国民健康保険東栄病院 丹羽 治男 

医療法人啓仁会 豊川さくら病院 竹下 洋基 

医療法人松和会 新川中央病院 安達 一眞 

医療法人横山胃腸科病院 横山 泰久 

町立南伊勢病院 宮崎 光一 

医療法人社団壽康会 吉田クリニック 吉田 壽 

京都逓信病院 吉岡 秀幸 

医療法人丹医会 園部丹医会病院 笠次 敏彦 

医療法人社団一心会 都倉病院 都倉 隆 

みのやま病院 佐藤 美和子 

医療法人藤田好生会 堺フジタ病院 角村 純一 

社会医療法人栄公会 佐野記念病院 林 成治 

医療法人庸愛会 富田町病院 小西 弘泰 

医療法人聖心会 堀病院 堀 哲明 

医療法人明生会 明生記念病院 奥田 益司 

医療法人篤靜会 谷川記念病院 谷川 允彦 

医療法人桂寿会 桂寿病院 小石 恭之 

医療法人気象会 東朋八尾病院 馬田 知明 

原田病院 原田 繁 

医療法人良秀会 高石藤井心臓血管病院 長谷川 隆生 



 

 

医療法人佑健会 木村病院 木村 嘉秀 

医療法人五葉会 城南多胡病院 中村 正基 

芦屋セントマリア病院 伊藤 直人 

大澤病院 大澤 和弘 

松原メイフラワー病院 松原 司 

北条田仲病院 田仲 紀子 

医療法人稲祥会 稲田病院 稲田 雅宏 

日野病院組合 日野病院 櫃田 豊 

医療法人財団共済会 清水病院 提嶋 正 

医療法人東浩会 石川病院 石川 泰祐 

医療法人社団操仁会 岡山第一病院 江田 泉 

医療法人松和会 松田病院 松田 穆 

医療法人創生会 渡辺胃腸科外科病院 渡辺 哲夫 

北広島町豊平病院 高山 孝弘 

医療法人辰川会 山陽病院 辰川 匡史 

医療法人明和会 北広島病院 渡 雅文 

神石高原町立病院 原田 亘 

周防大島町立橘病院 岡 隆 

医療法人社団松友会 松本外科病院 松本 良信 

医療法人社団豊関会 山﨑病院 山﨑 武伍 

医療法人有誠会 手束病院 佐藤 浩充 

医療法人社団百石病院 島﨑 安雄 

医療法人春風会 樫村病院 樫村 重樹 

医療法人陽成会 広瀬病院 水野 裕 

医療法人広仁会 広瀬病院 程野 廣茂 

大月町国民健康保険 大月病院 橋元 球一 

医療法人薫風会 毛山病院 毛山 章 

医療法人島津会 幡多病院 酉家 賢一 

医療法人香林会 香月中央病院 白石 昌之 

医療法人社団三誠会 ひまわり病院 高崎 正直 

医療法人協和病院 亀井 英也 

医療法人松風海 内藤病院 内藤 雅康 

医療法人犬塚病院 犬塚 貞孝 

医療法人敬天堂 古賀病院 古賀 義行 

長崎県上対馬病院 立花 一憲 



 

 

医療法人護州会 品川外科病院 品川 護郎 

医療法人わかば会 俵町浜野病院 濵野 裕 

医療法人社団昭成会 井病院 末松 哲 

特定医療法人杏林会 鴻江病院 鴻江 和洋 

くまもと乳腺・胃腸外科病院 村本 一浩 

医療法人恵友会 杵築中央病院 安東 孝文 

医療法人別府玄々堂 上人病院 花岡 雅秀 

医療法人清栄会 清瀬病院 日下部 隆則 

医療法人医心会 みえ記念病院 島袋 隆 

日之影町国民健康保険病院 上田 修三 

医療法人清陵会 隅病院 隅 清克 

医療法人弘征会 西浦病院 西浦 征志 

公立種子島病院 永嶋 智成 

社会医療法人愛仁会 植村病院 山下 行博 

社会医療法人鹿児島愛心会 垂水徳洲会病院 松瀨 悦朗 

医療法人南和会 白坂病院 白坂 智子 

医療法人沖縄徳洲会 与論徳洲会病院 久志 安範 

 


