
従来型研修施設

病院名 住所 電話番号 担当者名 担当者メールアドレス

社会医療法人北斗　北斗病院 北海道帯広市稲田町基線7番地5 0155-48-8000 石田直樹 ishida@hokuto7.or.jp

医療法人五輪橋整形外科病院 北海道札幌市南区川沿2条1丁目2-56 011-571-2001 広瀬和哉

医療法人知仁会八木整形外科病院 北海道札幌市西区西野三条5丁目1-35 011-663-3100 八木知徳 yagi@yagi-hosp.jp

医療法人社団いとう整形外科病院 北海道札幌市中央区南2条西10丁目 011-241-5461 伊藤宇一

社会医療法人社団母恋日鋼記念病院 北海道室蘭市新富町1-5-13 0143-24-1331 contact@nikko-kinen.or.jp

医療法人社団三慈会釧路三慈会病院 北海道釧路市幣舞町4-30 0154-41-2299 医局 ikyoku@sanjikai.net

社会医療法人社団三草会クラーク病院 北海道札幌市東区本町2条4丁目8-20 011-782-6160

医療法人社団蘭友会札幌里塚病院 北海道札幌市清田区美しが丘1条6丁目1-5 011-883-1200 鴇田文男 ftokita@hotmail.com

北海道中央労災病院 北海道岩見沢市4条東16丁目5 0126-22-1300

函館おおむら整形外科病院 北海道函館市石川町125番1 0138-47-3300

医療法人徳洲会山形徳洲会病院 山形市清住町2-3-51 023-647-3434 伊藤恵理 ikyoku.yamagata@tokushukai.jp

東北医科薬科大学病院 宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1 022-259-1221 石塚正人 masato-i@fa2.so-net.ne.jp

医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 宮城県仙台市泉区七北田字駕籠沢15 022-372-1110 前野明菜 hisho201@sendai.tokushukai.or.jp

福島第一病院 福島市北沢又字成出16-2 024-557-5111 千葉勝実 ikyoku@daiichihosp.jp

公益財団法人仁泉会北福島医療センター 福島県伊達市箱崎字東23-1 024-551-0551 宇佐見佳代子 h-ikyoku@jinsenkai.or.jp

桑野協立病院 福島県郡山市島二丁目9-18 024-933-5422

医療法人明信会今泉西病院 福島県郡山市朝日2-18-8 024-934-1515

財団法人小千谷総合病院 新潟県小千谷市本町1-13-33 0258-83-3600 星野正 oj-hospi@crocus.ocn.ne.jp

医療法人愛仁会亀田第一病院 新潟市江南区西町2-5-22 025-382-3111 枝並明男 jinji@ijn.or.jp

練馬総合病院 東京都練馬区旭丘1-24-1 03-5988-2200 岡本安修 yokamoto@nerima-hosp.or.jp

公益社団法人地域医療振興協会
練馬光が丘病院 東京都練馬区光が丘2-11-1 03-3979-3611 徳重潤一 jyunichito@jadecom.jp

一橋病院 東京都小平市学園西町1-2-25 042-343-1311 村木稔

一般財団法人平和協会駒沢病院 東京都世田谷区駒沢2-2-15 03-3424-2515 吉川泰弘 yshryoshikawa@yahoo.co.jp

医療法人社団明芳会高島平中央総合病院 東京都板橋区高島平1-73-1 03-3936-7451 事務長　町田直也 machida.naoya@ims.gr.jp

医療法人社団松井病院 東京都大田区池上2-7-10 03-3752-1111 山崎賢 matsui_hp@tmg.or.jp

医療法人社団慶泉会町田慶泉病院 東京都町田市小川1546-2 042-795-1668 上野正喜 masaki.ueno00@gmail.com

医療法人社団藤﨑病院 東京都江東区南砂1-25-11 03-3648-2111 相談担当室 info@fujisaki-hp.com

医療法人茨城愛心会古河病院 茨城県古河市鴻巣1555 0280-48-0283 高見由里子 ikyoku@kogasp.jp

村立東海病院 茨城県那珂郡東海村村松2081-2 029-282-2188 豊田実 risaboo2002@yahoo.co.jp

栃木県医師会塩原温泉病院 栃木県那須塩原市塩原1333 0287-32-4111 李俊熈 leejoonhee614@gmail.com

一般財団法人榛名荘 榛名荘病院 群馬県高崎市中室田町5989 027-374-1135 笛木敬介 k-fueki@harunaso.or.jp
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医療法人向英会高田整形外科病院 埼玉県新座市野火止6-5-20 048-478-5222 髙田研 takadaseikei@sand.ocn.ne.jp

医療法人明浩会西大宮病院 埼玉県さいたま市大宮区三橋1-1173 048-640-3315 齊藤弘樹 saitou@nishiohmiya-hp.or.jp

医療法人社団和風会所沢中央病院 埼玉県所沢市北秋津753-2 04-2994-1265 新行内義博

埼玉協同病院 埼玉県川口市木曽呂1317番地 048-296-4771 市川大輔 skymet@mcp-saitama.or.jp

埼玉医療生活協同組合羽生総合病院 埼玉県羽生市大字上岩瀬551 048-562-3000 倉林 hanyuhp@fureaihosp.or.jp

医療法人藤仁会藤村病院 埼玉県上尾市仲町1-8-33 048-776-1111 杉町俊輔 sugimachi.s@to-jinkai.or.jp

医療法人社団哺育会白岡中央総合病院 埼玉県白岡市小久喜938番地12 0480-93-0661 橋本視法 minori.hashimoto@achs.jp

医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 埼玉県富士見市鶴馬1967-1 049-251-3060 穐吉真 m-akiyoshi@ims.gr.jp

埼玉医療生活協同組合羽生総合病院 埼玉県羽生市大字上岩瀬551 048-562-3000

防衛医科大学校病院 埼玉県所沢市並木3-2 04-2995-1511

医療法人社団白金会白金整形外科病院 千葉県市原市白金町1-70 0436-22-1435 長嶋政行 sirogane@sweet.ocn.ne.jp

鎌ヶ谷総合病院 千葉県鎌ヶ谷市初富929-6 047-498-8111 望月猛 mkobayashi@kamagaya-hp.jp

医療法人財団明理会行徳総合病院 千葉県市川市本行徳5525-2 047-395-1151 医局秘書　佐々木 dr.secretary2@gyo-toku.jp

医療法人社団保健会谷津保健病院 千葉県習志野市谷津4-6-16 0474-51-6000 小澤正宏

川崎協同病院 神奈川県川崎市川崎区桜本2-1-5 044-277-9633 星野俊平 s.hoshino@kawaikyo.or.jp

医療法人平和会平和病院 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台29-1 045-581-2211 田村睦弘 tamura@heiwakai.com

山近記念総合病院 神奈川県小田原市小八幡3-19-14 0465-47-7151 安間基雄

特定医療法人社団育成社佐々木病院 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-13-8 045-581-3123 堀之内達郎 tatsuroh9.3@axel.ocn.ne.jp

医療法人明徳会総合新川橋病院 神奈川県川崎市川崎区新川通1-15 044-222-2111

財団法人横浜勤労者福祉協会汐田総合病院 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-6-20 045-574-1011 佐々木正造 davinci0moon@yahoo.co.jp

医療法人徳州会湘南藤沢徳州会病院 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 0466-35-1177 具伊和之 dr_edu@ctmc.jp

医療法人互恵会大船中央病院 神奈川県鎌倉市大船6-2-24 0467-45-2111

公立学校共済組合北陸中央病院 富山県小矢部市野寺123 0766-67-1150

飯田病院 長野県飯田市大通1-15 0265-22-5150 鈴木健太郎 kens1323@gmail.com

石川勤労者医療協会城北病院 石川県金沢市京町20-3 076-251-6111 洲崎みゆき ishikensyu@jouhoku.jp

整形外科米澤病院 石川県金沢市京町1-30 076-252-3281 米澤幸平 kyon@yonezawa-hospital.jp

社団医療法人かなめ会山内ホスピタル 岐阜県岐阜市市橋3-7-22 058-276-2131 橋本孝治 jimuyama@giga.ocn.ne.jp

社会医療法人白鳳会鷲見病院 岐阜県郡上市白鳥町白鳥2-1 0575-82-3151

フジ虎ノ門整形外科病院 静岡県御殿場市川島田1067-1 0550-89-7872 小川裕 fujitora@tokai.or.jp

医療法人社団盛翔会浜松北病院 静岡県浜松市東区大瀬町1568 053-435-1111 鈴木祥仁 seisyoukai@hamamatsu-kb.or.jp

独立行政法人 地域医療機能推進機構
三島総合病院 静岡県三島市谷田字藤久保2276 055-975-3031 松山嘉彦 matsuyama@sendme.email.ne.jp
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静岡徳洲会病院 静岡県静岡市駿河区下川原南11-1 054-256-8008 鷲巣圭一 keiichi.washizu@tokushukai.jp

共立蒲原総合病院 静岡県富士市中之郷2500-1 0545-81-2211 西ヶ谷和之 nishigaya@kanbarahp.com

名古屋市立緑市民病院 愛知県名古屋市緑区潮見が丘1-77 052-892-1331 服部明典 midori@hosp.midori.nagoya.jp

社会医療法人大雄会総合大雄会病院 愛知県一宮市桜1-9-9 0586-72-1211 唐澤善幸 y.karasa@gmail.com

常滑市民病院 愛知県常滑市飛香台3-3-3 0569-35-3170 石井信和 nobuchin141@gmail.com

社会医療法人財団新和会八千代病院 愛知県安城市住吉町2-2-7 0566-97-8111 與田正樹

医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院 滋賀県草津市東矢倉3-34-52 077-567-3610 事務部長　前田浩一 mail@oumi-kusatsu-hp.jp

仁生会甲南病院 滋賀県甲賀市甲南町葛木958 0748-86-3131

医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 滋賀県大津市真野5-1-29 077-573-4321 横井賢司 k-yokoi@boh.or.jp

独立行政法人国立病院機構宇多野病院 京都市右京区鳴滝音戸山町8 075-461-5121 清水基行 motor@unh.hosp.go.jp

医療法人寿尚会洛陽病院 京都市左京区岩倉上蔵町143 075-781-7151 山本昌孝 rakuyohp@sweet.ocn.ne.jp

医療法人健康会総合病院京都南病院 京都市下京区西七条南中野町8 075-312-7361

医療法人美杉会佐藤病院 大阪府枚方市養父東町65-1 072-850-8711 白井久也 shirai@misugikai.jp

医療法人啓信会中之島いわき病院 大阪市福島区福島3-2-9 06-6458-3151 徳田順子 ikyoku@nih.or.jp

原田病院 大阪市中央区島之内2-17-15 06-6211-1006 成川功一 knari@df7.so-net.ne.jp

医療法人厚生医学会厚生会第一病院 大阪府八尾市西木の本1-63 072-992-7055 菰田東雄 komoda@kousei.or.jp

医療法人徳洲会野崎徳洲会病院 大阪府大東市谷川2-10-50 072-874-1641 倉内 nozarinken@tokushukai.jp

松原徳洲会病院 大阪府松原市天美東7-13-26 072-334-3400 北西正光 kitanishi3@nifty.com

大阪府立中河内救命救急センター 大阪府東大阪市西岩田3-4-13 06-6785-6166 岸本正文 mdmkishi@db3.so-net.ne.jp

市立ひらかた病院 大阪府枚方市禁野本町2-14-1 072-847-2821 飛田高志

医療法人有光会サトウ病院 大阪市城東区東中浜1-2-23 06-6961-3191

医療法人交詢医会大阪リハビリテーション病院 大阪府阪南市自然田940 072-473-2000

医療法人蒼龍会井上病院 大阪府吹田市江の木町16-17 06-6385-8651

尼崎医療生協病院 兵庫県尼崎市南武庫之荘12丁目16-1 06-6436-1701 大澤芳清 ohsawa.yos@amagasaki.coop

公立八鹿病院 兵庫県養父市八鹿町八鹿1878-1 079-662-5555 元津康彦 y-motozu@hosp.yoka.hyogo.jp

特定医療法人三栄会 ツカザキ病院 兵庫県姫路市網干区和久68-1 079-272-8570　 久保田篤史 kubota@tsukazaki-hp.jp

顕修会すずらん病院 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2-21-5 078-591-6776 安井慎二 yasui_sinji@suzuran-hospital.com

医療法人社団普門会姫路田中病院 兵庫県姫路市書写717 079-267-2020 田中和具 tnkkztm@gmail.com

あんしん病院 兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-12 078-304-5252 総務課　足立 tetsuro.adachi@anshin-hospital.jp

黎明会北出病院 和歌山県御坊市湯川町財部728-4 0738-22-2188 阪田武志 sakata@reimeikai.com

済生会江津総合病院 島根県江津市江津町1016-37 0855-54-0101 総務課　和原 i-wahara@saiseikai-gotsu.jp
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財団法人操風会岡山旭東病院 岡山市中区倉田567-1 086-276-3231 土井基之 md19@kyokuto.or.jp

医療法人社団恵風会宮本整形外科病院 岡山市中区国富4-2-63 086-272-1211 出原義広 idehara@miyamoto.or.jp

山本整形外科病院 広島市南区青崎2-4-20 082-282-6161 山本健之 1959kenshinkaifamily@ezweb.ne.jp

医療法人社団宏仁会寺岡整形外科病院 広島県福山市南本庄3-1-52 084-923-0516

医療法人社団雙和会クワヤ病院 香川県高松市塩屋町1-4 087-851-5208 石田義幸 kuwaya@shikoku.ne.jp

西条市立周桑病院 愛媛県西条市壬生川131 0898-64-2630 奥田俊介 somu@shuso-hospital.jp

医療法人社団慈生会松山城東病院 愛媛県松山市松末2-19-36 089-943-7717 桑原公朗 jyoutou7717@yahoo.co.jp

医療法人慈風会白石病院 愛媛県今治市松本町1-5-9 0898-32-4135 小﨑由紀夫 ta1917@mx.dokidoki.ne.jp

医療法人防治会いずみの病院 高知市薊野北町2-10-53 088-826-5511 武井良憲 ytakei@izumno.or.jp

医療法人新松田会愛宕病院 高知市愛宕町1-1-13 088-823-3301

（医）八女発心会　姫野病院 福岡県八女郡広川町大字新代2316 0943-32-3611 姫野信吉 shinkichi@himeno.or.jp

黒崎整形外科病院 福岡県北九州市八幡西区筒井町5-29 093-631-3565 白石浩一 hirokazu580803@gmail.com

医療法人聖峰会田主丸中央病院 福岡県久留米市田主丸町大字益生田892 0943-72-1620 秘書課　中野有季子 nakano11064@seihoukai.or.jp

片井整形外科病院 福岡県糟屋郡粕屋町大隈132ｰ1 092-938-4860

社団法人巨樹の会新武雄病院 佐賀県武雄市武雄町富岡12628 0954-23-3111 竹井孝之 takei@shintakeo-hp.or.jp

社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 長崎県佐世保市大和町15 0956-33-7151

医療法人永冨 永冨記念病院 大分市大字玉沢78番地 097-548-7733 大野孝行 taka.ohno0911@gmail.com

竹田医師会病院 大分県竹田市拝田原448 0974-63-3241 西里徳重 1108tokushige@gmail.com

熊本託麻台リハビリテーション病院 熊本市中央区帯山8-2-1 096-381-5111

特定医療法人 康仁会 谷村病院 宮崎県延岡市北小路10-2 0982-33-3024 谷脇功一 tani-manager@chic.ocn.ne.jp

出水総合医療センター 鹿児島県出水市明神町520 0996-67-1611 中沢不二雄 isogabawatare2004@nifty.com

医療法人社団春陽会春陽会中央病院 鹿児島県肝属郡肝付町新富485番地 0994-65-1170 上園春仁 shunyoukai2@po.synapse.ne.jp

南洲整形外科病院 鹿児島県いちき串木野市別府3994-5 0996-32-0051 事務長
矢野伊知郎 nansyu-jimu@po11.synapse.ne.jp

医療法人誠心会ゆのもと記念病院 鹿児島県日置市東市来町湯田3614 099-274-2521 津守伸浩 ntsumori@excite.co.jp

整形外科松元病院 鹿児島県伊佐市大口里491-2 0995-22-1101 栗巣和成 chris@matsumoto-hp.net

はやしだ整形外科病院 鹿児島県日置市伊集院町下谷口2423 099-272-2121

医療法人八重瀬会同仁病院 沖縄県浦添市城間1-37-12 098-876-2212
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