
施設番号 施設名 都道府県 指導医

01-01 札幌医科大学附属病院 01北海道 金　相年

01-03 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 01北海道 髙田 達郎

01-04 社会医療法人医仁会 中村記念病院 01北海道 荻野 達也

01-05 函館新都市病院 01北海道 原口 浩一

01-06 社会医療法人医翔会　札幌白石記念病院 01北海道 野村 達史

01-08 社会医療法人北斗　北斗病院 01北海道 西尾 明正

01-09 函館脳神経外科病院 01北海道 山崎 貴明

01-12 北海道大学病院 01北海道 長内 俊也

01-13 社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 01北海道 片岡 丈人

01-16 大川原脳神経外科病院 01北海道 大川原 舞

01-17 社会医療法人　柏葉会　柏葉脳神経外科病院 01北海道 牛越　聡

01-18 社会医療法人医仁会 中村記念南病院 01北海道 遠藤 英樹

02-01 弘前大学医学部附属病院 02青森 嶋村 則人

02-02 八戸市立市民病院 02青森 鈴木 一郎

03-01 岩手県立中央病院 03岩手 菅原 孝行

04-01 一般財団法人広南会　広南病院 04宮城 松本 康史

04-02 東北大学病院 04宮城 新妻 邦泰

04-03 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター 04宮城 江面 正幸

04-04 大崎市民病院 04宮城 吉田 昌弘

04-06 東北医科薬科大学病院 04宮城 佐藤 健一

06-01 山形市立病院　済生館 06山形 近藤　礼

07-02 竹田綜合病院 07福島 西野 和彦

07-03 福島県立医科大学附属病院 07福島 小島 隆生

07-04 日本赤十字社 福島赤十字病院 07福島 市川　剛

08-01 土浦協同病院 08茨城 芳村 雅隆

08-02 国立病院機構　水戸医療センター 08茨城 加藤 徳之

08-03 筑波大学附属病院 08茨城 松丸 祐司

08-05 石岡循環器科脳神経外科病院 08茨城 大島 幸亮

08-06 つるみ脳神経病院 08茨城 靍見 有史

08-07 医療法人桜丘会 水戸ブレインハートセンター 08茨城 佐藤 栄志

09-01 自治医科大学附属病院 09栃木 難波 克成

09-02 済生会宇都宮病院 09栃木 中務 正志

10-01 公益財団法人　老年病研究所附属病院 10群馬 内藤　功

10-02 公益財団法人脳血管研究所 附属美原記念病院 10群馬 赤路 和則

10-03 群馬大学医学部附属病院 10群馬 清水 立矢

10-05 公立藤岡総合病院 10群馬 若林 和樹

11-01 埼玉医科大学国際医療センター 11埼玉 神山 信也

11-03 獨協医科大学埼玉医療センター 11埼玉 滝川 知司

11-04 埼玉石心会病院 11埼玉 石原 正一郎

11-05 川口市立医療センター 11埼玉 古市　眞

11-06 埼玉医科大学総合医療センター 11埼玉 庄島 正明

11-07 自治医科大学附属さいたま医療センター 11埼玉 吉野 義一

11-08 上尾中央総合病院 11埼玉 清水　崇

11-09 至仁会　圏央所沢病院 11埼玉 石原 秀章

12-01 千葉県救急医療センター 12千葉 山内 利宏

12-02 千葉大学医学部附属病院 12千葉 田島 洋佑

12-03 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 12千葉 田中 美千裕

12-04 医療法人社団曙会　流山中央病院 12千葉 金澤 隆三郎

12-05 帝京大学ちば総合医療センター 12千葉 保谷 克巳

12-06 日本医科大学千葉北総病院 12千葉 小南 修史

12-08 医療法人財団 明理会 行徳総合病院 12千葉 中井 完治

12-10 千葉メディカルセンター 12千葉 淺野　剛

12-11 医療法人社団誠高会おおたかの森病院 12千葉 今岡　充



施設番号 施設名 都道府県 指導医

12-12 東京歯科大学市川総合病院 12千葉 片山 正輝

12-13 医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院 12千葉 孫　宰賢

12-14 成田富里徳洲会病院 12千葉 宮本 倫行

12-15 船橋市立医療センター 12千葉 新美　淳

13-01 順天堂大学医学部附属順天堂医院 13東京 大石 英則

13-02 東京慈恵会医科大学附属病院 13東京 石橋 敏寛

13-03 東邦大学医療センター大橋病院 13東京 岩渕　聡

13-04 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 13東京 鶴田 和太郎

13-05 武蔵野赤十字病院 13東京 佐藤 洋平

13-06 杏林大学医学部付属病院 13東京 天野 達雄

13-07 東京医科大学病院 13東京 橋本 孝朗

13-08 東京警察病院 13東京 佐藤 博明

13-09 東京大学医学部附属病院 13東京 小泉 聡

13-10 聖路加国際病院 13東京 新見 康成

13-11 東京女子医科大学病院 13東京 石川 達也

13-13 東京医科歯科大学医学部附属病院 13東京 壽美田 一貴

13-14 JCHO東京新宿メディカルセンター 13東京 飯島　明

13-15 独立行政法人労働者健康福祉機構　東京労災病院 13東京 加藤 宏一

13-16 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 13東京 重田 恵吾

13-17 東邦大学医療センター大森病院 13東京 近藤 康介

13-18 慶應義塾大学病院 13東京 秋山 武紀

13-21 日本赤十字社医療センター 13東京 入江 是明

13-22 森山記念病院 13東京 朝来野 佳三

13-23 大森赤十字病院 13東京 荒川 秀樹

13-24 イムス東京葛飾総合病院 13東京 渡辺 大介

13-25 昭和大学江東豊洲病院 13東京 神谷 雄己

13-26 東京都立多摩総合医療センター 13東京 太田 貴裕

13-28 昭和大学病院 13東京 奥村 浩隆

13-29 青梅市立総合病院 13東京 戸根  修

13-30 東京医科大学八王子医療センター 13東京 弦切 純也

13-31 日本医科大学付属病院 13東京 鈴木 健太郎

13-32 東京都立広尾病院 13東京 吉田 賢作

13-33 日本医科大学病院多摩永山病院 13東京 金子 純也

13-34 国立国際医療研究センター病院 13東京 井上 雅人

13-35 東京都健康長寿医療センター 13東京 上野 俊昭

13-36 日本大学医学部附属板橋病院 13東京 須磨  健

13-37 医療法人社団直和会 平成立石病院 13東京 鈴木 雅規

14-01 学校法人北里研究所 北里大学病院 14神奈川 山本 大輔

14-03 湘南鎌倉総合病院 14神奈川 森　貴久

14-04 聖マリアンナ医科大学東横病院 14神奈川 植田 敏浩

14-05 石心会川崎幸病院 14神奈川 壺井 祥史

14-09 東海大学医学部付属病院 14神奈川 キッティポン スィーワッタナクン

14-11 横浜新都市脳神経外科病院 14神奈川 森本 将史

14-13 昭和大学藤が丘病院 14神奈川 津本 智幸

14-14 聖マリアンナ医科大学病院 14神奈川 伊藤 英道

14-15 医療法人財団報徳会 西湘病院 14神奈川 竹内 昌孝

14-16 聖隷横浜病院 14神奈川 鈴木 祥生

14-17 横浜市立大学附属病院 14神奈川 清水 信行

14-18 横浜栄共済病院 14神奈川 森 健太郎

14-19 横浜市立市民病院 14神奈川 増尾  修

14-20 新百合ヶ丘総合病院 14神奈川 藤本 道生

14-21 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 14神奈川 小野寺 英孝

14-22 脳神経外科東横浜病院 14神奈川 郭　樟吾

14-23 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 14神奈川 中居 康展
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14-24 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 14神奈川 根本　繁

14-25 横浜総合病院 14神奈川 横内 哲也

15-01 立川綜合病院 15新潟 阿部 博史

15-02 新潟市民病院 15新潟 森田  健一

15-03 新潟大学医歯学総合病院 15新潟 長谷川 仁

15-04 信楽園病院 15新潟 伊藤　靖

15-05 新潟県立中央病院 15新潟 菊池 文平

15-06 長岡赤十字病院 15新潟 神保 康志

16-01 富山県済生会富山病院 16富山 久保 道也

16-02 富山大学附属病院 16富山 秋岡 直樹

16-03 日本赤十字社富山赤十字病院 16富山 津村 貢太朗

17-01 金沢大学附属病院 17石川 見崎 孝一

17-02 石川県立中央病院 17石川 内山 尚之

18-01 福井赤十字病院 18福井 早瀬  睦

18-02 福井大学医学部附属病院 18福井 磯崎　誠

19-01 山梨大学医学部附属病院 19山梨 橋本 幸治

19-02 山梨県立中央病院 19山梨 金丸 和也

20-02 国立大学法人信州大学医学部附属病院 20長野 花岡 吉亀

21-01 朝日大学病院 21岐阜 郭　泰彦

21-02 岐阜大学医学部附属病院 21岐阜 榎本 由貴子

21-03 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院 21岐阜 澤田 元史

21-04 岐阜県総合医療センター 21岐阜 山下 健太郎

22-01 掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター 22静岡 市橋 鋭一

22-03 浜松医科大学医学部附属病院 22静岡 根木 宏明

22-06 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 22静岡 新井 大輔

22-07 藤枝市立総合病院 22静岡 田中 悠二郎

23-02 名古屋大学医学部附属病院 23愛知 泉　孝嗣

23-03 藤田医科大学病院 23愛知 中原 一郎

23-04 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 23愛知 酒井 秀樹

23-07 名古屋市立大学病院 23愛知 間瀬 光人

23-08 一宮西病院 23愛知 根来　真

23-10 愛知医科大学病院 23愛知 宮地　茂

23-11 国立病院機構 名古屋医療センター 23愛知 浅井 琢美

23-12 名古屋掖済会病院 23愛知 鈴木　宰

23-13 半田市立半田病院 23愛知 田島 隼人

23-14 小牧市民病院 23愛知 内藤 丈裕

23-15 藤田医科大学 岡崎医療センター 23愛知 定藤 章代

24-01 市立四日市病院 24三重 中林 規容

24-02 三重大学医学部附属病院 24三重 当麻 直樹

24-03 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪総合病院 24三重 朝倉 文夫

24-04 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 24三重 阪井田 博司

25-02 滋賀医科大学医学部附属病院 25滋賀 辻  篤司

26-03 京都大学医学部附属病院 26京都 石井　暁

26-05 京都第一赤十字病院 26京都 今井 啓輔

26-07 医療法人財団康生会　武田病院 26京都 滝　和郎

26-09 京都府立医科大学附属病院 26京都 南都 昌孝

26-10 京都岡本記念病院 26京都 中澤 拓也

27-01 大阪市立総合医療センター 27大阪 石黒 友也

27-04 大阪医科大学附属病院 27大阪 平松  亮

27-08 国立循環器病研究センター 27大阪 佐藤　徹

27-10 大阪大学医学部附属病院 27大阪 中村　元

27-11 岸和田徳洲会病院 27大阪 松本 博之

27-12 関西医大総合医療センター 27大阪 須山 武裕

27-13 社会医療法人 協和会 加納総合病院 27大阪 中澤 和智
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27-15 国立病院機構  大阪医療センター 27大阪 藤中 俊之

27-19 大阪警察病院 27大阪 明田 秀太

27-20 近畿大学病院 27大阪 辻　潔

27-21 馬場記念病院 27大阪 前田 一史

27-22 公益財団法人唐澤記念会 大阪脳神経外科病院 27大阪 浅井 克則

27-23 社会医療法人生長会 府中病院 27大阪 三橋　豊

27-24 社会医療法人弘道会 守口生野記念病院 27大阪 岩田 亮一

27-25 社会医療法人寿会 富永病院 27大阪 久貝 宮仁

28-01 神戸市立医療センター中央市民病院 28兵庫 坂井 信幸

28-02 兵庫県立姫路循環器病センター 28兵庫 溝部  敬

28-03 独立行政法人地域医療機能推進機構　神戸中央病院 28兵庫 松本 圭吾

28-06 独立行政法人労働者健康安全機構 関西ろうさい病院 28兵庫 豊田 真吾

28-07 神戸大学医学部附属病院 28兵庫 藤田 敦史

28-08 社会医療法人榮昌会　吉田病院 28兵庫 山浦 生也

28-09 兵庫医科大学病院 28兵庫 吉村 紳一

28-12 西脇市立西脇病院 28兵庫 片山 重則

28-13 大西脳神経外科病院 28兵庫 大西  宏之

28-14 兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院 28兵庫 原　淑恵

28-16 恒生病院 28兵庫 中村　貢

28-17 社会医療法人社団順心会　順心病院 28兵庫 井上 悟志

29-01 奈良県立医科大学附属病院 29奈良 中川 一郎

29-02 市立奈良病院 29奈良 出口　潤

29-03 天理よろづ相談所病院 29奈良 藤本 基秋

29-04 奈良県総合医療センター 29奈良 中川 裕之

29-05 社会医療法人高清会高井病院 29奈良 高山 勝年

29-06 近畿大学奈良病院 29奈良 中川 修宏

30-01 日本赤十字社和歌山医療センター 30和歌山 津浦 光晴

30-02 独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院 30和歌山 岡田 秀雄

30-03 和歌山県立医科大学附属病院 30和歌山 八子 理恵

31-01 鳥取大学医学部附属病院 31鳥取 坂本  誠

32-01 島根大学医学部附属病院 32島根 秋山 恭彦

33-01 岡山大学病院 33岡山 杉生 憲志

33-02 川崎医科大学附属病院 33岡山 松原 俊二

33-03 地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 33岡山 徳永 浩司

33-04 川崎医科大学総合医療センター 33岡山 目黒 俊成

33-05 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 33岡山 池田 宏之

34-01 脳神経センター大田記念病院 34広島 大田 慎三

34-02 マツダ株式会社マツダ病院 34広島 尾上  亮

34-03 広島大学病院 34広島 坂本 繁幸

34-04 広島市立広島市民病院 34広島 廣常 信之

34-05 県立広島病院 34広島 岐浦 禎展

34-06 医療法人翠清会 翠清会梶川病院 34広島 溝上 達也

34-07 医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院 34広島 中原 章徳

34-08 JA 尾道総合病院 34広島 阿美古 将

34-09 福山市民病院 34広島 大熊　佑

35-01 山口大学医学部附属病院 35山口 石原 秀行

35-02 医療法人社団　宇部興産中央病院 35山口 池田 典生

35-03 独立行政法人 国立病院機構　岩国医療センター 35山口 日下  昇

36-01 徳島赤十字病院 36徳島 花岡 真実

36-02 徳島大学病院 36徳島 兼松 康久

37-01 香川大学医学部附属病院 37香川 川西 正彦

37-03 おさか脳神経外科病院 37香川 林　直樹

37-04 高松赤十字病院 37香川 新堂　敦

38-01 愛媛県立中央病院 38愛媛 福本 真也
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38-02 松山赤十字病院 38愛媛 武智 昭彦

38-03 社会医療法人石川記念会 HITO病院 38愛媛 岡本 薫学

38-04 愛媛大学医学部附属病院 38愛媛 井上 明宏

39-01 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 39高知 福田 真紀

39-02 高知大学医学部附属病院 39高知 福田  仁

40-01 久留米大学病院 40福岡 廣畑　優

40-02 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 40福岡 徳永　聡

40-03 小倉記念病院 40福岡 波多野 武人

40-04 福岡大学筑紫病院 40福岡 東 登志夫

40-06 池友会福岡和白病院 40福岡 原田　啓

40-07 福岡赤十字病院 40福岡 吉岡　努

40-08 製鉄記念八幡病院 40福岡 山口 慎也

40-10 地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院 40福岡 福島　浩

40-11 福岡脳神経外科病院 40福岡 風川　清

40-12 九州大学病院 40福岡 有村 公一

40-15 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 40福岡 松本 佳久

41-01 佐賀大学医学部附属病院 41佐賀 緒方 敦之

42-01 長崎大学病院 42長崎 堀江 信貴

42-03 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 42長崎 竹本 光一郎

43-01 熊本大学病院 43熊本 賀耒 泰之

44-01 大分大学医学部附属病院 44大分 清末 一路

44-02 医療法人健裕会　永冨脳神経外科病院 44大分 堀　雄三

45-01 宮崎大学医学部附属病院 45宮崎 大田  元

46-01 医療法人慈風会　厚地脳神経外科病院 46鹿児島 永山 哲也

46-02 鹿児島市立病院 46鹿児島 西牟田 洋介

47-02 地方独立行政法人 那覇市立病院 47沖縄 與那覇 博克

47-04 大浜第一病院 47沖縄 百次  仁

47-06 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 47沖縄 竹下 朝規




