
【2023年度受入可能研修施設一覧】

整理番号 都道府県 施設名 住所

#1 北海道 旭川医科大学病院 北海道 旭川市 緑が丘東二条１－１－１

#4 北海道 北海道大学病院 北海道 札幌市北区 北１４条西５丁目

#5 青森県 弘前大学医学部附属病院 青森県 弘前市 本町５３

#7 宮城県 東北大学病院 宮城県 仙台市青葉区 星陵町１－１

#8 秋田県 秋田大学医学部附属病院 秋田県 秋田市 広面蓮沼４４－２

#9 山形県 山形大学医学部附属病院 山形県 山形市 飯田西２－２－２

#10 福島県 太田西ノ内病院 福島県 郡山市 西ノ内2丁目5番20号

#11 福島県 福島県立医科大学附属病院 福島県 福島市 光が丘１番地

#12 茨城県 東京医科大学茨城医療センター 茨城県 稲敷郡阿見町 中央３－２０－１

#13 茨城県 日立総合病院 茨城県 日立市 城南町２－１－１

#14 栃木県 自治医科大学附属病院 栃木県 下野市 薬師寺３３１１－１

#15 栃木県 獨協医科大学病院 栃木県 下都賀郡壬生町 北小林８８０

#16 群馬県 桐生厚生総合病院 群馬県 桐生市 織姫町６－３

#18 埼玉県 埼玉メディカルセンター 埼玉県 さいたま市浦和区 北浦和４－９－３

#21 埼玉県 獨協医科大学　埼玉医療センター 埼玉県 越谷市 南越谷２－１－５０

#22 埼玉県 防衛医科大学校病院 埼玉県 所沢市 並木３－２

#23 千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 浦安市 富岡２－１－１

#24 千葉県 千葉県がんセンター 千葉県 千葉市中央区 仁戸名町６６６－２

#25 千葉県 千葉大学医学部附属病院 千葉県 千葉市中央区 亥鼻１－８－１

#26 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 千葉県 柏市 柏下１６３－１

#27 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 佐倉市 下志津５６４－１

#28 東京都 虎の門病院 東京都 港区 虎ノ門２－２－２

#29 東京都 国立がん研究センター中央病院 東京都 中央区 築地５－１－１

#32 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 文京区 本郷３－１－３

#33 東京都 昭和大学病院 東京都 品川区 旗の台１－５－８

#34 東京都 帝京大学医学部附属病院 東京都 板橋区 加賀 ２丁目１１－１

#35 東京都 東京医科歯科大学病院 東京都 文京区 湯島１－５－４５

#36 東京都 東京医科大学　八王子医療センター 東京都 八王子市 館町1163番地

#37 東京都 東京医科大学病院 東京都 新宿区 西新宿６－７－１

#40 東京都 東京女子医科大学病院 東京都 新宿区 河田町８－１

#41 東京都 東京大学医学部附属病院 東京都 文京区 本郷７－３－１

#42 東京都 東邦大学医療センター大森病院 東京都 大田区 大森西６－１１－１

#43 東京都 日本大学医学部附属 板橋病院 東京都 板橋区 大谷口上町３０－１

#45 神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 横浜市南区 浦舟町4-57

#46 神奈川県 横浜市立大学附属病院 神奈川県 横浜市金沢区 福浦３－９

#47 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 川崎市宮前区 菅生２－１６－１

#48 神奈川県 東海大学医学部付属病院 神奈川県 伊勢原市 下糟屋１４３

#49 神奈川県 北里大学病院 神奈川県 相模原市 南区北里１－１５－１

#51 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 新潟市中央区 旭町通１番町７５４番地

#52 富山県 富山大学附属病院 富山県 富山市 杉谷２６３０

#53 石川県 金沢大学附属病院 石川県 金沢市 宝町１３－１

#55 福井県 福井赤十字病院 福井県 福井市 月見２－４－１

#57 山梨県 山梨大学医学部附属病院 山梨県 中央市 下河東１１１０

#58 長野県 信州大学医学部附属病院 長野県 松本市 旭３－１－１

#60 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 岐阜市 柳戸１－１

※希望施設を選択し受験申請書「様式 1」に希望研修施設を記入してください。第３希望まで必ず記入してください。
　 振り分けの都合により、希望とは別の施設で研修を受けて頂く場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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#63 静岡県 静岡済生会総合病院 静岡県 静岡市駿河区 小鹿１－１－１

#64 静岡県 静岡市立静岡病院 静岡県 静岡市葵区 追手町１０－９３

#66 静岡県 磐田市立総合病院 静岡県 磐田市 大久保５１２－３

#67 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 浜松市東区 半田山１－２０－１

#68 愛知県 愛知医科大学病院 愛知県 長久手市 岩作雁又1-1

#70 愛知県 春日井市民病院 愛知県 春日井市 鷹来町１－１－１

#73 愛知県 豊橋市民病院 愛知県 豊橋市 青竹町字八間西５０

#76 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 名古屋市昭和区 鶴舞町６５

#78 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 大津市 瀬田月輪町

#81 京都府 京都第二赤十字病院 京都府 京都市上京区 釜座通丸太町上ル春帯町３５５－５

#83 大阪府 関西医科大学総合医療センター 大阪府 守口市 文園町１０－１５

#84 大阪府 関西医科大学附属病院 大阪府 枚方市 新町２－３－１

#85 大阪府 近畿大学病院 大阪府 大阪狭山市 大野東３７７－２

#86 大阪府 大阪医科薬科大学病院 大阪府 高槻市 大学町２－７

#87 大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府 大阪市阿倍野区 旭町１－５－７

#88 大阪府 大阪赤十字病院 大阪府 大阪市天王寺区 筆ケ崎町５－３０

#89 大阪府 大阪大学医学部附属病院 大阪府 吹田市 山田丘２－１５

#90 大阪府 南大阪病院 大阪府 大阪市住之江区 東加賀屋１－１８－１８

#91 兵庫県 加古川中央市民病院 兵庫県 加古川市 加古川町本町４３９番地

#92 兵庫県 関西ろうさい病院 兵庫県 尼崎市 稲葉荘３－１－６９

#93 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 兵庫県 神戸市中央区 楠町７－５－２

#94 兵庫県 兵庫医科大学病院 兵庫県 西宮市 武庫川町１－１

#95 奈良県 天理よろづ相談所病院 奈良県 天理市 三島町２００

#96 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 橿原市 四条町８４０

#97 鳥取県 山陰労災病院 鳥取県 米子市 皆生新田１－８－１

#98 島根県 島根大学医学部附属病院 島根県 出雲市 塩冶町８９－１

#99 岡山県 岡山済生会総合病院 岡山県 岡山市 北区国体町２－２５

#100 岡山県 岡山大学病院 岡山県 岡山市北区 鹿田町２－５－１

#101 岡山県 川崎医科大学附属病院 岡山県 倉敷市 松島５７７

#102 岡山県 倉敷中央病院 岡山県 倉敷市 美和１－１－１

#103 広島県 広島大学病院 広島県 広島市南区 霞１－２－３

#104 山口県 山口大学医学部附属病院 山口県 宇部市 南小串1-1-1

#105 徳島県 徳島大学病院 徳島県 徳島市 蔵本町２－５０－１

#107 愛媛県 愛媛県立中央病院 愛媛県 松山市 春日町８３

#108 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県 東温市 志津川４５４

#109 高知県 高知医療センター 高知県 高知市 池２１２５番地１

#110 高知県 高知大学医学部附属病院 高知県 南国市 岡豊町小蓮１８５－１

#111 福岡県 久留米大学病院 福岡県 久留米市 旭町６７

#112 福岡県 九州大学病院 福岡県 福岡市東区 馬出３－１－１

#114 福岡県 産業医科大学病院 福岡県 北九州市八幡西区 医生ケ丘 １番１号

#115 福岡県 聖マリア病院 福岡県 久留米市 津福本町４２２

#118 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 佐賀市 鍋島町５－１－１

#119 長崎県 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 長崎市 新地町６－３９

#120 長崎県 長崎医療センター 長崎県 大村市 久原２－１００１－１

#121 長崎県 長崎大学病院 長崎県 長崎市 坂本１－７－１

#122 熊本県 熊本赤十字病院 熊本県 熊本市東区 長嶺南２－１－１

#123 熊本県 熊本大学病院 熊本県 熊本市中央区 本荘１－１－１

#125 大分県 大分県立病院 大分県 大分市 大字豊饒二丁目8番1号

#126 大分県 大分大学医学部附属病院 大分県 由布市 挾間町医大ケ丘１－１

#127 大分県 鶴見病院 大分県 別府市 大字鶴見４３３３

#130 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県 宮崎市 清武町木原５２００

#131 鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島県 鹿児島市 桜ヶ丘８－３５－１

#133 沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 島尻郡南風原町 字新川１１８番地の１

#134 沖縄県 琉球大学病院 沖縄県 中頭郡西原町 字上原２０７


