
当院消化器内科に入院された肝がんおよび非代償性肝硬変の方へ 

 

国が進める「肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」の一環とし

て、 

当院では全国5000 を超える施設が参加する医療情報データベースNational 

Clinical Database(以下NCD)を通じて収集される肝がん・非代償性肝硬変患者データ 

に基づくデータベース構築に協力しています。 

 

【研究課題】 

「肝癌・非代償性肝硬変患者データベース構築」（承認番号：1593） 

 

【研究機関名及び本学の研究責任者氏名】 

 

この研究が行われる研究機関と研究責任者は次に示すとおりです。 

研究機関 大分大学医学部附属病院消化器内科 

研究責任者 講師 本田浩一 

担当業務 データ収集・匿名化、データ登録 

 

研究代表者 東京大学医学部消化器内科 教授 小池和彦 

 

【既存データの提供機関】 

全国のNCD 参加施設 http://www.ncd.or.jp/list/ 

担当業務データ収集・匿名化 

 

【研究期間】 

2019年4月15日～2023年3月31日 

 

【対象となる方】 

2018年4月1日～ 2023年3月31日の間に、肝がんおよび非代償性肝硬変の治療目的に入

院された方。 

 

【研究の目的】 

本研究は、肝がん・非代償性肝硬変患者さんの入院毎のデータを収集し、分析するこ

とによって、患者さんの医療ニーズを明らかにし、今後のより良い診療の提供に役立

てることを目的としています。 



【研究の方法】 

この研究は、大分大学医学部倫理委員会の承認を受けて実施するものです。これまで

の診療でカルテに記録されている血液検査や尿検査結果、画像検査、病理検査などの

データを収集して行う研究です。特に患者さんに新たにご負担いただくことはありま

せん。 

2018年4月1日以降、肝がん・非代償性肝硬変患者さんが当院に入院された場合、その

都度、臨床情報を収集します。 

 

【個人情報の保護】 

１．この研究に関わって収集される情報やデータ等は、外部に漏えいすることのない

よう、慎重に取り扱います。 

 

2．あなたの個人情報を含まない診療情報は、NCD 上に構築された本研究用のデータベ

ースに保管されます。NCD 上での管理番号とあなたを同定する番号との対照表は、大

分大学医学部消化器内科学講座のパソコンにパスワードを設定して厳重に保管されま

す。この研究のためにご自分あるいはご家族のデータを使用してほしくない場合は主

治医にお伝えいただくか、下記の研究事務局まで20２３年３月３１日までにご連絡く

ださい。研究使用を拒否されても何ら不利益は生じません。ご連絡をいただかなかっ

た場合、ご了承いただいたものとさせて頂きます。研究結果は、個人が特定出来ない

形式で学会等で発表されます。収集したデータは厳重な管理のもと東京大学にて、研

究終了後5年間保存されます。ご不明な点がありましたら主治医または研究事務局へお

尋ねください。この研究に関する費用は、「厚生労働行政推進調査事業費（肝炎等克

服政策研究事業）肝がん・重度肝硬変の治療に係るガイドラインの作成等に資する研

究」から支出されています。なお、あなたへの謝金はございません。 

 

【本研究に係る利益相反について】 

この研究は、上記の公的な資金を用いて行われ、特定の企業からの資金は一切用いま

せん。「利益相反」とは、研究結果に影響するような利害関係を指し、金銭および個

人の関係を含みますが、本研究ではこの「利益相反」（資金提供者の意向が研究に影

響すること）は発生しません。 

2019年4月 

 

【問い合わせ先】 

大分大学医学部附属病院消化器内科 本田 浩一（ほんだこういち） 

住所：大分県由布市挾間町医大ケ丘１－１ 

電話：097-586-6193 



 

NCD 参加施設一覧 
国家公務員共済組合連合会 斗南病院、社会医療法人鳩仁会札幌中央病院、札幌南一条病院、NTT 東日本札幌病院、ＪＲ札幌病院、社会医療法人 北海道循環器

病院、社会医療法人医仁会 中村記念病院、ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院、市立札幌病院、医療法人讃生会宮の森記念病院、医療法人社団札幌外科記念病院、

医療法人 桑園中央病院、札幌乳腺外科クリニック、医療法人社団 土田病院、札幌南三条病院、医療法人藻友会札幌いしやま病院、札幌循環器病院、時計台記

念病院、札幌医科大学附属病院、医療法人菊郷会 愛育病院、勤医協中央病院、医療法人社団 札幌優翔館病院、札幌東徳洲会病院、社会医療法人禎心会 札幌禎

心会病院、医療法人社団北札幌病院、医療法人 彰和会 北海道消化器科病院、医療法人社団 札幌道都病院、東苗穂病院、北光記念病院、愛心メモリアル病院、

医療法人エム・ティー・エヌ 北海道泌尿器科記念病院、社会医療法人北楡会開成病院、天使病院、医療法人 札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック、Ｋ

ＫＲ札幌医療センター、独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院、勤医協札幌病院、医療法人 柏葉脳神経外科病院、医療法人尚仁会真栄病院、医療法人 

徳洲会 札幌徳洲会病院、北海道医療生協 札幌緑愛病院、社会医療法人 恵佑会札幌病院、社会医療法人医翔会 札幌白石記念病院、新札幌循環器病院、医療法

人社団エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院、社会医療法人 蘭友会 札幌里塚病院、JCHO 札幌北辰病院、医療法人 東札幌病院、札幌逓信病院、医療法人社

団肛門科なかやま病院、医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院、医療法人 札幌清田病院、医療法人大地 小笠原記念札幌病院、医療法人 為久会 札幌共立五輪橋

病院、社会医療法人北楡会 札幌北楡病院、札幌センチュリー病院、特定医療法人 康和会 札幌しらかば台病院、仁楡会病院、北志会札幌ライラック病院、社会

福祉法人札幌慈啓会慈啓会病院、イムス札幌消化器中央総合病院、手稲渓仁会病院、医療法人秀友会 札幌秀友会病院、社会医療法人延山会 西成病院、社会医

療法人孝仁会北海道大野記念病院、医療法人西さっぽろ病院、札幌ことに乳腺クリニック、静和記念病院、医療法人札幌緑誠病院、社団静和会平和リハビリテ

ーション病院、医療法人清仁会北海道内科リウマチ科病院、医療法人社団 康仁会 中田泌尿器科病院、北海道立子ども総合医療・療育センター、医療法人社団

中山会新札幌パウロ病院、医療法人社団翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル、医療法人医仁会中村記念南病院、医療法人社団光進会 札幌月寒病院、医療法人豊和会 

新札幌豊和会病院、自衛隊札幌病院、医療法人菊郷会石橋胃腸病院、江別市立病院、医療法人渓和会 江別病院、医療法人社団藤花会 江別谷藤病院、市立千歳

市民病院、医療法人同仁会 千歳第一病院、医療法人 北晨会 恵み野病院、医療法人社団ひこばえの会 恵庭みどりのクリニック、社会医療法人恵和会 恵庭第一

病院、社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院、函館中央病院、函館赤十字病院、社会医療法人 函館渡辺病院、社会福祉法人 函館共愛会 共愛会病院、函館

市医師会病院、医療法人社団函館脳神経外科病院、医療法人 雄心会 函館新都市病院、市立函館病院、社会福祉法人 北海道社会事業協会函館病院、医療法人亀

田病院、八雲総合病院、木古内町国民健康保険病院、森町国民健康保険病院、長万部町立病院、奥尻町国民健康保険病院、北海道立江差病院、今金町国保病院、

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会、小樽病院、社会福祉法人 北海道社会事業協会小樽病院、市立小樽病院、小樽市立脳・循環器・こころの医療

センター、小樽掖済会病院、医療法人 北光会 朝里中央病院、医療法人ひまわり会 札樽病院、医療法人社団北匠会小樽中央病院、JA 北海道厚生連倶知安厚生

病院、医療法人社団静和会昆布温泉病院、社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院、社会福祉法人 北海道社会事業協会余市病院、旭川赤十字病院、市立旭

川病院、医療法人回生会 大西病院、医療法人唐沢病院、道北勤医協一条通病院、豊岡中央病院、医療法人 元生会 森山病院、ＪＡ北海道厚生連 旭川厚生病院、

医療法人社団旭豊会 旭川三愛病院、医療法人社団創成旭川南病院、旭川リハビリテーション病院、医療法人 中島病院、医療法人健康会くにもと病院、旭川脳

神経外科循環器内科病院、岩田病院、医療法人社団 慈成会 東旭川病院、医療法人仁友会 北彩都病院、医療法人社団ふらの西病院、社会福祉法人北海道社会事

業協会富良野病院、国民健康保険町立和寒病院、北海道厚生農業協同組合連合会ＪＡ北海道厚生連、美深厚生病院、士別市立病院、名寄市立総合病院、船津医

院、独立行政法人地域医療機能推進機構登別病院、日鋼記念病院、医療法人社団 医修会 大川原脳神経外科病院、製鉄記念室蘭病院、市立室蘭総合病院、北海

道立苫小牧病院、社会医療法人延山会 苫小牧澄川病院、医療法人 同樹会苫小牧病院、苫小牧日翔病院、とまこまい脳神経外科、王子総合病院、苫小牧市立病

院、医療法人社団 苫小牧東部脳神経外科、医療法人 苫小牧消化器外科、総合病院 伊達赤十字病院、社会医療法人慈恵会聖ヶ丘病院、北海道社会事業協会洞爺

病院、総合病院 浦河赤十字病院新ひだか町立三石国民健康保険病院、医療法人 静仁会 静仁会静内病院、新ひだか町立静内病院、総合病院 釧路赤十字病院、

釧路労災病院、道東勤医協釧路協立病院、市立釧路総合病院、医療法人孝仁会星が浦病院、社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院、市立根室病院、町立別

海病院、町立中標津病院、ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院、社会医療法人北斗 北斗病院、帯広第一病院、医療法人社団 博愛会 開西病院、社会福祉法人 北海

道社会事業協会帯広病院、医療法人社団芳誠会 十勝脳神経外科病院、清水赤十字病院、公立芽室病院、足寄町国民健康保険病院、大樹町立国民健康保険病院、

本別町国民健康保険病院、医療法人社団 音更宏明館病院、医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院、医療法人社団 翔嶺館 十勝の杜病院、北見赤十字病院、小林病院、

北海道立北見病院、ＪＡ北海道厚生連常呂厚生病院、社会医療法人 明生会 道東脳神経外科病院、広域紋別病院、滝上町国民健康保険病院、津別病院、JA 北海

道厚生連 網走厚生病院、斜里町国民健康保険病院、社会医療法人 明生会 網走脳神経外科・リハビリテーション病院、医療法人社団網走中央病院、医療法人社

団 双心会 女満別中央病院クリニックさろま、ＪＡ北海道厚生連 遠軽厚生病院、独立行政法人 労働者健康安全機構 北海道中央労災病院、岩見沢市立総合病

院、栗山赤十字病院、市立三笠総合病院、市立美唄病院、北海道中央労災病院せき損センター、留萌市立病院、市立稚内病院、中頓別町国民健康保険病院、天

塩町立国民健康保険病院、禎心会 稚内禎心会病院、砂川市立病院、あかびら市立病院、市立芦別病院、深川市立病院、滝川市立病院、医療法人 翔陽会 滝川脳

神経外科病院、石狩病院、石狩幸惺会病院、北海道大学病院、独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター、国立病院機構北海道医療センター、独立行政法

人国立病院機構函館病院、独立行政法人国立病院機構旭川医療センター、国立病院機構帯広病院、旭川医科大学病院、青森市民病院、回生会近藤病院、公益財

団法人鷹揚郷腎研究所青森病院、青森県立中央病院、財団法人双仁会青森厚生病院、村上新町病院、あおもり協立病院、青森市立浪岡病院、一般財団法人 医療

と育成のための研究所 清明会、弘前中央病院、鳴海病院、津軽保健生活協同組合 健生病院、弘前市立病院、公益法人鷹揚郷腎研究所弘前病院、医療法人弘愛

会 弘愛会病院、医療法人元秀会 弘前小野病院、医療法人社団 クロース・トゥ・ユー EST クリニック、一般財団法人黎明郷弘前脳卒中・リハビリテーション

センター、独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院、八戸赤十字病院、八戸平和病院、八戸市立市民病院、はちのへ９９クリニック、はちのへハートセ

ンタークリニック、公益財団法人シルバーリハビリテーション協会メ、ディカルコート八戸西病院、黒石市国民健康保険 黒石病院、財団法人双仁会 厚生病院、

つがる西北五広域連合 つがる総合病院、医療法人白生会胃腸病院、つがる西北五広域連合かなぎ病院、十和田市立中央病院、三沢市立三沢病院、むつ総合病

院、自衛隊大湊病院、つがる市国民健康保険病院つがる市立成人病センター、医療法人誠仁会尾野病院、平内町国民健康保険平内中央病院、つがる西北五広域

連合 鰺ヶ沢病院、町立大鰐病院、医療法人ときわ会ときわ会病院、国民健康保険 板柳中央病院、つがる西北五広域連合 鶴田診療所、国民健康保険 おいらせ

病院、公立七戸病院、公立野辺地病院、ちびき病院、名川町国民健康保険名川病院、国民健康保険 五戸総合病院、社会医療法人 博進会 南部病院、独立行政法

人国立病院機構 青森病院、独立行政法人国立病院機構 弘前病院、弘前大学医学部附属病院、医療法人 遠山病院、社団医療法人 久仁会 内丸病院、岩手県立中

央病院、はらた脳神経外科、岩手医科大学附属病院、医療法人 友愛会 盛岡友愛病院、盛岡赤十字病院、盛岡市立病院、社団医療法人啓愛会孝仁病院、岩手県

立宮古病院、岩手県立大船渡病院、財団法人 総合花巻病院、岩手医科大学附属花巻温泉病院、宝陽病院、岩手県立東和病院、社会福祉法人恩賜財団済生会北上

済生会病院、岩手県立中部病院、岩手県立久慈病院、岩手県立遠野病院、医療法人 博愛会 一関病院、岩手県立千厩病院、岩手県立磐井病院、岩手県立釜石病

院、岩手県立二戸病院、八幡平市国民健康保険西根病院、奥州市総合水沢病院、医療法人清和会 奥州病院、岩手県立胆沢病院、岩手県立江刺病院、社団医療法

人 啓愛会 美希病院、奥州市国民健康保険まごころ病院、医療法人社団松誠会滝沢中央病院、洋野町国民健康保険種市病院、岩手県立軽米病院、独立行政法人

国立病院機構岩手病院、石巻赤十字病院、石巻市立病院、塩竈市立病院、財団法人宮城厚生協会坂総合病院、赤石病院、気仙沼市立病院、公立刈田綜合病院、

大泉記念病院、宮城県立がんセンター、医療法人本多友愛会仙南病院、医療法人寶樹会仙塩利府病院、総合南東北病院、登米市立登米市民病院、登米市立豊里

病院、地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立循環器呼吸器病センター、栗原市立栗原中央病院、栗原市立栗駒病院、真壁病院、みやぎ東部循環器科、医

療法人社団仙石病院、大崎市民病院、医療法人永仁会永仁会病院、三浦病院、古川星陵病院、みやぎ北部循環器科、みやぎ県南中核病院、丸森町国民健康保険

丸森病院、宮城利府掖済会病院、公立黒川病院、公立加美病院、涌谷町国民健康保険病院、女川町地域医療センター、南三陸病院、財団法人厚生会仙台厚生病

院、国家公務員共済組合連合会東北公済病院、独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院、JR 仙台病院、

松尾けんこうクリニック、宮城県立こども病院、国家公務員共済組合連合会東北公済病院宮城野分院、公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院、学



 

校法人東北医科薬科大学 東北医科薬科大学病院、中嶋病院、仙台市立病院、東北医科薬科大学若林病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院、仙

台赤十字病院、財団法人広南会広南病院、財団法人宮城県成人病予防協会附属 仙台循環器病センター、医療法人徳洲会仙台徳洲会病院、医療法人泉整形外科病

院、泌尿器科泉中央病院、独立行政法人国立病院機構仙台医療センター、独立行政法人国立病院機構宮城病院、イムス明理会仙台総合病院、自衛隊仙台病院、

東北大学病院、市立秋田総合病院、医療法人運忠会土崎病院、社会医療法人明和会中通総合病院、秋田県成人病医療センター、山王胃腸科、秋田赤十字病院、

秋田厚生医療センター、医療法人小泉病院、あきた乳腺クリニック、秋田県立脳血管研究センター、能代山本医師会病院、JA 秋田厚生連 能代厚生医療センタ

ー、独立行政法人 地域医療機能推進機構 秋田病院、富町クリニック、市立横手病院、市立大森病院、平鹿総合病院、秋田労災病院、大館市立総合病院、本荘

第一病院、由利組合総合病院、医療法人 佐藤病院、男鹿みなと市民病院、雄勝中央病院、大曲厚生医療センター、秋田県厚生農業協同組合連合会 かづの厚生

病院、藤原記念病院、北秋田市民病院、市立角館総合病院、羽後町立羽後病院、秋田大学医学部附属病院、医療法人篠田好生会篠田総合病院、山形市立病院済

生館、公立学校共済組合 東北中央病院、医療法人社団 松柏会 至誠堂総合病院、医療法人社団 小白川至誠堂病院、社会福祉法人 恩賜財団 済生会 山形済生病

院、山形県立中央病院、医療法人社団清永会矢吹病院、山形徳洲会病院、三友堂病院、医療法人 舟山病院、米沢市立病院、鶴岡協立病院、鶴岡市立荘内病院、

医療法人 健友会 本間病院、日本海総合病院、山形県立新庄病院、医療法人 徳洲会 新庄徳洲会病院、寒河江市立病院、医療法人篠田好生会 天童温泉篠田病

院、天童市民病院、北村山公立病院、朝日町立病院、山形県立河北病院、公立高畠病院、公立置賜総合病院、白鷹町立病院、医療法人 徳洲会 庄内余目病院、

国立大学法人山形大学医学部附属病院、一般財団法人大原記念財団大原綜合病院、福島赤十字病院、福島第一病院、医療生協 わたり病院、福島西部病院、財団

法人大原綜合病院附属大原医療センター、福島南循環器科病院、医療法人秀公会あづま脳神経外科病院、財団法人脳神経疾患研究所附属 南東北福島病院、医療

法人桜樹会 八子医院、公立大学法人福島県立医科大学附属病院、済生会福島総合病院、福島県立医科大学会津医療センター付属病院、竹田綜合病院、会津中央

病院、わかまつインターベンションクリニック、公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院、財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院、医療法人慈繁会土屋病院、

公益財団法人 星総合病院、日東病院、一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院、医療法人佐藤胃腸病院佐藤胃腸科外科病院、財団法人慈山会医学研究所

付属坪井病院、医療法人明信会今泉西病院、創流会 朝日病院、一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院、松村総合病院、独立行政法人労働者健康安

全機構福島労災病院、いわき市立総合磐城共立病院、公益財団法人 ときわ会 常磐病院、社団医療法人呉羽会呉羽総合病院、社団医療法人養生会かしま病院、

医療法人社団正風会石井脳神経外科眼科病院、社団医療法人 至誠会 こうじま慈愛病院、医療法人社団 恵周会 白河病院、福島県厚生農業協同組合連合会白河

厚生総合病院、公立岩瀬病院医療法人 平心会 須賀川病院、福島県立喜多方病院、医療法人社団日新会入澤病院、医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院、公立

相馬総合病院、医療法人辰星会枡記念病院、独立行政法人 地域医療機能推進機構 二本松病院、医療法人相雲会小野田病院、渡辺病院、医療法人社団青空会大

町病院、福島県厚生農業協同組合連合会鹿島厚生病院、南相馬市立総合病院、南相馬市立小高病院、北福島医療センター、医療法人慈久会谷病院、公立藤田総

合病院、福島県立南会津病院、福島県厚生農業協同組合連合会坂下厚生総合病院、福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病院、財団法人会田病院、福島県太

陽の国病院、福島県厚生農業協同組合連合会塙厚生病院、福島県厚生農業協同組合連合会双葉厚生病院、独立行政法人国立病院機構 福島病院、水戸赤十字病

院、社会福祉法人恩賜財団済生会 水戸済生会総合病院、茨城県立こども病院、総合病院水戸協同病院、医療法人社団協栄会 大久保病院、医療法人 弘仁会 志

村病院、丹野病院、医療法人大橋会大橋病院、国家公務員共済組合連合会水府病院、医療法人誠順会 クリニック健康の杜、医療法人財団古宿会 水戸中央病院、

医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター、株式会社 日立製作所 日立総合病院、社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター、医療法人 仁愛会 日立おおみ

か病院、医療法人 群羊会 久慈茅根病院、一誠会川崎胃腸科肛門科病院、医療法人 聖麗会 聖麗メモリアル病院、総合病院土浦協同病院、医療法人財団 県南病

院、野上病院、医療法人茨城愛心会古河病院、古河赤十字病院、友愛記念病院、医療法人幕内会 山王台病院、公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病院、

医療法人恒貴会 協和中央病院、筑西市民病院、医療法人 達生堂 城西病院、医療法人社団同樹会 結城病院、牛尾病院、龍ヶ崎済生会病院、湖南病院、平間病

院、きぬ医師会病院、水海道さくら病院、水海道西部病院、医療法人慈仁会 川崎病院、医療法人大修会 大山病院、やすらぎの丘温泉病院、県北医療センター

高萩協同病院、北茨城市民病院、茨城県立中央病院、取手北相馬保健医療センター医師会病院、ＪＡとりで総合医療センター、東取手病院、楽生会木根淵外科

胃腸科病院、牛久愛和総合病院、医療法人 つくばセントラル病院、医療法人なかの循環器クリニック、財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院、筑波メディカルセ

ンター病院、筑波記念病院、医療法人社団桜水会筑波病院、医療法人社団双愛会 つくば双愛病院、医療法人社団筑三会 筑波胃腸病院、株式会社日立製作所ひ

たちなか総合病院、勝田病院、アイビークリニック、医療法人社団 善仁会 小山記念病院、医療法人社団 光仁会 総合守谷第一病院、守谷慶友病院、海野メデ

ィカルクリニック、医療法人広翔会 貝塚みずき野クリニック、常陸大宮済生会病院、慶和病院、小豆畑病院、社会福祉法人白十字会白十字総合病院、神栖済生

会病院、独立行政法人 労働者健康福祉機構 鹿島労災病院、土浦協同病院 なめがた地域医療センター、医療法人 渡辺会 大洗海岸病院、医療法人 誠潤会 水戸

病院、独立行政法人国立病院機構水戸医療センター、村立東海病院、慈泉堂病院、東京医科大学茨城医療センター、茨城西南医療センター病院、独立行政法人

国立病院機構 霞ヶ浦医療センター、独立行政法人国立病院機構 茨城東病院、筑波大学附属病院、県西総合病院、医療法人隆仁会 山王病院、医療法人三尚会高

須病院、石岡循環器科脳神経外科病院、独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院、宇都宮肛門・胃腸クリニック、医療法人社団晃陽会 宇都宮第一病

院、医療法人康積会 柴病院、医療法人圭誠会 石川外科医院、社会医療法人法人中山会 宇都宮記念病院、本庄記念病院、医療法人杏林会 今井病院、医療法人

太陽会足利第一病院、医療法人社団隆成会 皆川病院、医療法人長崎病院、医療法人 橙萌会 かめいクリニック、一般財団法人とちぎメディカルセンター とち

ぎ、メディカルセンターしもつが、医療法人社団徳仁会中野病院、一般財団法人とちぎメディカルセンター とちぎ、メディカルセンターとちのき、社団法人佐

野市医師会附属佐野医師会病院、佐野厚生農業協同組合連合会 佐野厚生総合病院、佐野市民病院、上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院、社団法人

地域医療振興協会 日光市民病院、社団医療法人明倫会日光野口病院、学校法人獨協学園 獨協医科大学日光医療センター、医療法人英静会 森病院、医療法人明

倫会 今市病院、新小山市民病院、医療法人光風会 光南病院、医療法人社団星野会星野病院、医療法人社団福田会 福田記念病院、医療法人社団亮仁会 那須中

央病院、社会医療法人博愛会菅間記念病院、医療法人卓和会 藤井脳神経外科病院、医療法人社団厚生会 西方病院、医療法人社団友志会 石橋総合病院、医療法

人小金井中央病院、南那須地区広域行政事務組合立那須南病院、社会医療法人恵生会 黒須病院、医）社団恵心会高根沢中央病院、日本赤十字社栃木県支部芳賀

赤十字病院、那須赤十字病院、日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院、学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院、学校法人獨協学園 獨協医科大学病院、

学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院、学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学塩谷病院、地方独立行政法人栃木県立がんセンター、社会福

祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会、済生会宇都宮病院、独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター、独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院、前橋赤

十字病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院、群馬県済生会前橋病院、前橋協立病院、財団法人 老年病研究所附属病院、善衆会病院、医療法

人中沢会上毛病院、金古医院、宮崎クリニック、社団法人伊勢崎佐波医師会病院、伊勢崎福島病院、財団法人脳血管研究所附属 美原記念病院、医療法人 石井

会 石井病院、伊勢崎市民病院、利根中央病院、沼田脳神経外科循環器科病院、医療法人大誠会内田病院、北関東循環器病院、医療法人 パテラ会 月夜野病院、

医療法人 鶴谷会 鶴谷病院、医療法人樹心会角田病院、医療法人恵泉会せせらぎ病院、高崎中央病院、医療法人 博仁会 第一病院、医療法人 真木会 真木病院、

医療法人仁和会野口病院、医療法人刀陽会綿貫病院、医療法人 社団 日高会 日高病院医社）千栄会昭和病院、医療法人社団美心会黒沢病院、群馬循環器病院、

高瀬クリニック、北毛保健生活協同組合北毛病院、渋川中央病院、公立藤岡総合病院、医療法人 社団 三思会 くすの木病院、光病院、藤岡市国民健康保険鬼石

病院、公立富岡総合病院、医療法人済恵会須藤病院、公立碓氷病院、関越中央病院、下仁田厚生病院、財）群馬慈恵会松井田病院、原町赤十字病院、桐生厚生

総合病院、本島総合病院、ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院、医療法人三省会堀江病院、医療法人 慶仁会 城山病院、医療法人財団明理会 イムス太田中

央総合病院、館林厚生病院、医療法人 社団 田口会 新橋病院、医療法人海宝会海宝病院、医療法人 社団 三思会 東邦病院、みどり病院、医療法人 宏愛会 宏

愛会第一病院、希望の家療育病院、医療法人 社団 東郷会 恵愛堂病院、医療法人徹裕会蜂谷病院、群馬県立心臓血管センター、群馬県立がんセンター、群馬県

立小児医療センター、国立大学法人群馬大学医学部附属病院、国立病院機構高崎総合医療センター、独立行政法人国立病院機構沼田病院、独立行政法人国立病

院機構 渋川医療センター、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、医療法人博仁会共済病院、医療法人 秋葉病院、医療法人聖仁会 西

部総合病院、（医）松弘会 三愛病院、川口工業総合病院、埼玉県済生会 川口総合病院、医）安東病院、医療法人健仁会 益子病院、埼玉協同病院、医療法人社



 

団大成会 武南病院、寿康会病院、東川口病院、医療法人千葉外科内科病院、医療法人厚和会河合病院、川口市立医療センター、医療法人三誠会 川口誠和病院、

医療法人ヘブロン会 大宮中央総合病院、さいたま北部医療センター、医）社団双愛会大宮双愛病院、西大宮病院、医）一成会 さいたま記念病院、彩の国東大

宮メディカルセンター、自治医科大学附属さいたま医療センター、指扇病院、医療法人豊仁会 三井病院、医療法人刀圭会 本川越病院、医療法人 武蔵野総合病

院、社会医療法人社団尚篤会 赤心堂病院、医療法人瑞穂会 城南中央病院、埼玉医科大学総合医療センター、医療法人 恒久会 猪熊外科胃腸科医院、川越胃腸

病院、医療法人社団誠弘会 池袋病院、南古谷病院、医療法人社団松弘会トワーム小江戸病院、医療法人康正会病院、医療法人直心会帯津三敬病院、医療法人社

団哺育会 白岡中央総合病院、医療法人ひかり会 パーク病院、医療法人 梅原病院、春日部中央総合病院、医療法人社団嬉泉会春日部嬉泉病院、秀和総合病院、

春日部市立医療センター、医療法人春明会みくに病院、丸山記念総合病院、埼玉県立小児医療センター、越谷市立病院、医療法人社団聖心会 十全病院、獨協医

科大学埼玉医療センター、医療法人康麗会 越谷誠和病院、市川胃腸科外科病院、東都春日部病院、医療法人道心会 埼玉東部循環器病院、医療法人 新井病院、

八潮中央総合病院、鴻巣外科胃腸科、社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東、埼玉総合病院、東鷲宮病院、埼玉県済生会 栗橋病院、医療法人社団明

日佳 埼玉あすか松伏病院、みさと健和病院、三愛会総合病院、三郷中央総合病院、埼玉県立がんセンター、医療法人社団愛友会 伊奈病院、蕨市立病院、さい

たま赤十字病院、上尾中央総合病院、医療法人藤仁会 藤村病院、埼玉脳神経外科病院、こうのす共生病院、医療法人社団協友会メディカルトピア草加病院、埼

友草加病院、二宮病院、草加市立病院、戸田中央総合病院、中島病院、医療法人慈公会公平病院、ＴＭＧあさか医療センター、志木市立市民病院、医療法人社

団坪田会坪田和光病院、埼玉医科大学病院、医療法人社団明芳会 イムス三芳総合病院、三芳野病院、所沢肛門病院、所沢中央病院、所沢第一病院、所沢明生病

院、医療法人社団桜友会 所沢ハートセンター、医療法人光和会 荻野医院、医療法人社団医凰会並木病院、医療法人至仁会 圏央所沢病院、医療法人入間川病

院、医療法人狭山中央病院、社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院、医療法人社団清心会 至聖病院、原田病院、医療法人明晴会西武入間病院、豊岡第一病

院、みずほ台病院、医療法人根本外科整形外科、医療法人財団明理会 イムス富士見総合病院、医療法人誠壽会 上福岡総合病院、埼玉慈恵病院、藤間病院、医

療法人熊谷総合病院、医療法人啓清会 関東脳神経外科病院、熊谷外科病院、医療法人社団紘智会籠原病院、埼玉県立循環器・呼吸器病センター、小川赤十字病

院、社団法人 東松山医師会病院、東松山市立市民病院、医療法人 埼玉成恵会病院、医療法人大久保病院、医療法人愛應会 騎西クリニック病院、（医）壮幸会 

行田総合病院、行田中央総合病院、松原医院、医療法人十善病院、羽生総合病院、本庄総合病院、医療法人鈴木外科病院、医療法人桂水会 岡病院、医療法人俊

仁会埼玉よりい病院、深谷赤十字病院、医療法人社団優慈会 佐々木病院、埼玉医療生活協同組合 皆野病院、国保町立小鹿野中央病院、（医）花仁会 秩父病

院、秩父市立病院、医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院、堀ノ内病院、埼玉県央病院、医療法人誠昇会北本共済病院、北里大学メディカルセンター、

蓮田病院、医療法人一心会 蓮田一心会病院、坂戸中央病院、医療法人社団埼玉巨樹の会 新久喜総合病院、医療法人社団彩優会秋谷病院、医療法人関越病院、

医療法人菊一会鶴ヶ島池ノ台病院、医療法人和会武蔵台病院、埼玉医科大学国際医療センター、吉川中央総合病院、さいたま市立病院、医療法人社団幸正会 岩

槻南病院、社会医療法人 さいたま市民医療センター、さいたま新開橋クリニック、独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院、独立行政法人 国立病院機構 埼玉

病院、独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院、防衛医科大学校病院、医療法人社団普照会 井上記念病院、医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター、

医療法人浄光会千葉みなと病院、独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO） 千葉病院、千葉県がんセンター、医療法人福生会斎藤労災病院、医療法人社団晴

山会 平山病院、千葉市立海浜病院、稲毛病院、医療法人社団幸有会 幸有会記念病院、千葉県こども病院、翠明会山王病院、千葉県救急医療センター、医療法

人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター、医療法人社団 誠仁会 みはま病院、医療法人社団有相会 最成病院、医療法人社団健脳会 千葉脳神経外科病院、医

療法人社団創進会 みつわ台総合病院、医療法人社団ふけ会富家千葉病院、千葉市立青葉病院、医療法人社団千葉県勤労者医療協会 千葉健生病院、医療法人社

団千葉いずみ会 泉中央病院、医療法人社団松育会むらまつクリニック、医療法人社団菊田会 習志野第一病院、医療法人社団保健会 谷津保健病院、医療法人社

団愛友会 津田沼中央総合病院、社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 千葉県済生、会習志野病院、医療法人社団心和会新八千代病院、医療法人社団恵仁会 セン

トマーガレット病院、医療法人思誠会 勝田台病院、島田台総合病院、学校法人東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター、医療法人 鎗田病

院、医療法人芙蓉会五井病院、独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院、千葉県循環器病センター、学校法人帝京大学 帝京大学ちば総合医療センター、

医療法人社団緑祐会永野病院、医療法人社団慈優会九十九里病院、大網白里市立国保大網病院、横芝光町立東陽病院、医療法人静和会浅井病院、千葉県立東金

病院、医療法人社団 明生会 東葉クリニック、医療法人社団さつき会 袖ヶ浦さつき台病院、国保直営総合病院 君津中央病院、医療法人社団明敬会重城病院、

医療法人新都市医療研究会君津会 玄々堂君津病院、医療法人社団三友会三枝病院、医療法人社団栄陽会 東病院、医療法人積仁会 島田総合病院、総合病院 国

保旭中央病院、学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院、医療法人社団康栄会浦安病院、医療法人社団やしの木会 浦安中央病院、東京ベイ・浦安市川

医療センター、キッコーマン株式会社 キッコーマン総合病院、医療法人社団圭春会 小張総合病院、医療法人社団真療会 野田病院、医療法人聖峰会 岡田病院、

医療法人深町病院、学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属柏病院、医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院、柏市立柏病院、医療法人社団誠高会 おおたかの森

病院、医療法人社団葵会 柏たなか病院、医療法人社団協友会 柏厚生総合病院、医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉、医療法人社団愛友会 千葉愛友会記念病

院、医療法人社団曙会 流山中央病院、医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院、石渡クリニック、松戸市立総合医療センター、医療法人社団ときわ会常盤平

中央病院、医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院、社会医療法人社団木下会千葉西総合病院、医療法人財団松圓会東葛クリニック病院、医療法人社団開智会 

高木クリニック、医療法人社団博翔会五香病院、医療法人社団誠馨会 新東京病院、我孫子東邦病院、医療法人社団康喜会東葛辻仲病院、医療法人社団創造会 

平和台病院、医療法人社団聖仁会 我孫子聖仁会病院、医療法人社団聖和会天王台消化器病院、東邦鎌谷病院、医療法人社団木下会 鎌ヶ谷総合病院、国際医療

福祉大学市川病院、医療法人社団一条会 一条会病院、医療法人恒陽会日下部病院、医療法人財団明理会 行徳総合病院、学校法人東京歯科大学 東京歯科大学市

川総合病院、大野中央病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院、医療法人弘仁会板倉病院、社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 船橋二和

病院、医療法人成春会 北習志野花輪病院、船橋市立医療センター、東船橋病院、医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院、医療法人社団協友会 船橋総合病院、医

療法人社団協和会滝不動病院、医療法人社団慈心会青山病院、医療法人社団誠馨会 セコメディック病院、医療法人 社団うつぎ会 法典クリニック、田中外科・

肛門科クリニック、国保多古中央病院、公立長生病院、医療法人社団正朋会 宍倉病院、医療法人 SHIODA 塩田記念病院、鋸南町国民健康保険鋸南病院、たてや

ま循環器内科外科、社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター、医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田病院、川上医院、医療法人鉄蕉会 亀田総合病院、学校法人日本医

科大学 日本医科大学千葉北総病院、医療法人社団育誠會北総栄病院、医療法人社団愛信会 佐倉中央病院、学校法人東邦大学 東邦大学医療センター佐倉病院、

社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院、日本赤十字社 成田赤十字病院、医療法人鳳生会 成田病院、医療法人社団威風会 栗山中央病院、医療法人社

団光清会大日病院、医療法人沖縄徳洲会 四街道徳洲会病院、医療法人三矢会 八街総合病院、医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院、医療法人社団東光会 北総白

井病院、いすみ医療センター、国保匝瑳市民病院、千葉県立佐原病院、国保小見川総合病院、地方独立行政法人さんむ医療センター、独立行政法人国立病院機

構 千葉医療センター、国立国際医療研究センター 国府台病院、国立がん研究センター東病院、千葉大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構 下志津病

院、独立行政法人国立病院機構 千葉東病院、社会福祉法人 三井記念病院、日本大学病院、国家公務員共済組合連合会 九段坂病院、医療法人社団 あんしん会 

四谷メディカルキューブ、日本歯科大学附属病院、公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院、佐々木研究所附属杏雲堂病院、医療法人社団 茂恵会 半蔵門

病院、聖路加国際病院、医療法人社団健育会 石川島記念病院、日本橋レディースクリニック、社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター 愛育

病院、東京慈恵会医科大学附属病院、JCHO 東京高輪病院、虎の門病院、東京都済生会中央病院、古川橋病院、公益財団法人 心臓血管研究所付属病院、赤坂見

附前田病院、町立八丈病院、山王病院、国際医療福祉大学三田病院、北里大学 北里研究所病院、社会福祉法人 聖母会 聖母病院、東京医科大学病院、東京女子

医科大学病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター、慶應義塾大学病院、石井外科伊藤メディカルクリニック、医療法人社団 飛

馬会 新宿ブレストセンター、クサマクリニック、東京山手メディカルセンター、医療法人社団鉄友会柳町病院、医療法人社団仁圭会 林外科病院、医療法人社

団悦伝会目白病院、医療法人社団 広恵会 春山記念病院、公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院、日本医科大学付属病院、東都文京病院、東京都立駒込

病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、財団法人慈愛会慈愛病院、東京健生病院、医療法人社団大坪会 小石川東京病院、社会福祉法人 浅草寺病院、医療法

人社団 哺育会 浅草病院、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、東京都台東区立台東病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済



 

生会向島病院、社会福祉法人賛育会 賛育会病院、医療法人伯鳳会東京曳舟病院、同愛記念病院、東京都立 墨東病院、医療法人社団健生堂病院、医療法人社団 

隆靖会 墨田中央病院、東京都リハビリテーション病院、医療法人社団愛恵会両国駅前病院、医療法人財団 正明会 山田記念病院、社会医療法人社団 順江会 江

東病院、社会福祉法人 あそか会 あそか病院、寿康会病院、昭和大学附属豊洲病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院、医療法人社団修世会木

場病院、医療法人社団 青藍会 鈴木病院、医療法人社団 藤﨑病院、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、医療法人社団清湘会清湘会記念

病院、公益財団法人がん研究会有明病院、昭和大学病院、財団法人 河野臨床医学研究所附属 第三北品川病院、緑野会 東京品川病院、医療法人社団ナグモ会 

ナグモクリニック、ＮＴＴ東日本関東病院、旗の台病院、大崎病院東京ハートセンター、国家公務員共済組合連合会 東京共済病院、国家公務員共済組合連合会 

三宿病院、東邦大学医療センター大橋病院、総合病院 厚生中央病院、碑文谷病院、東邦大学医療センター大森病院、医療法人財団 安田病院、医療法人社団 松

井病院、東京労災病院、大森赤十字病院、JCHO 東京蒲田医療センター、社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院、医療法人社団 七仁会 田園調布中央病院、大

田病院、沼部クリニック、高野病院、医療法人社団赤仁会羽田共生病院、医療法人社団 松和会 池上総合病院、医療法人社団京浜会新京浜病院、医療法人社団 

渡辺病院、（財）東京都保健医療公社 荏原病院、東京急行電鉄株式会社 東急病院、黒田病院、東京都立松沢病院、一般社団法人 至誠会 第二病院、世田谷中

央病院、公益財団法人 日産厚生会 玉川病院、公立学校共済組合関東中央病院、社会福祉法人 康和会 久我山病院、特定医療法人 社団東京明日佳 東京明日佳

病院、医療法人柏堤会 奥沢病院、伊藤病院、日本赤十字社医療センター、東京都立広尾病院、クロス病院、東海大学医学部付属東京病院、ＪＲ東京総合病院、

東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院、社会福祉法人浄風園中野江古田病院、立正佼成会附属 佼成病院、医療法人財団 健貢会 総合東京病院、医療

法人社団 光智会 能戸クリニック、医療法人社団徳静会横畠外科胃腸科病院、東京警察病院、社会医療法人河北医療財団 河北総合病院、医療法人財団 荻窪病

院、社会福祉法人浴風会浴風会病院、医療法人社団山斗会 山中病院、樺島病院、医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生病院、医療法人社団生全会 池袋病

院、東京都立大塚病院、医療法人社団東弘会 山川病院、医療法人社団 仁済会 豊島中央病院、一心病院、関野病院、平塚胃腸病院、要町病院、慈光会八木病院、

池田内科医院、医療法人社団埴原会赤羽病院、医療法人社団 金地病院、医療法人社団 博栄会 浮間中央病院、医療法人社団 中央白報会白報会王子病院、医療

法人社団 博栄会 赤羽中央総合病院、医療法人社団景星会赤羽 赤羽東口病院、医療法人社団寿廣記念会岸病院、王子生協病院、東京北医療センター、医療法人

財団明理会明理会中央総合病院、東京女子医科大学東医療センター、社会医療法人社団一成会 木村病院、医療法人社団桂文会 堀メディカルクリニック、医療

法人社団愛和会南千住病院、医療法人社団杏精会岡田病院、医療法人社団藤寿会佐藤病院、はせがわ病院、医療法人社団 正志会東京リバーサイド病院、日本大

学医学部附属板橋病院、医療法人財団 健康文化会 小豆沢病院、医療法人財団 明理会 東京腎泌尿器センター大和病院、日比優一クリニック、公益財団法人 愛

世会 愛誠病院、財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院、医療法人社団 明芳会 板橋中央総合病院、医療法人財団 朔望会 常盤台外科病院、帝京大学医学

部附属病院、板橋区医師会病院、ベルーガクリニック、医療法人社団昭成会田崎病院、医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院、医療法人社団正風会小林病

院、医療法人社団 和好会 金子病院、医療法人社団 叡宥会 安田病院、東京都健康長寿医療センター、公益法人 東京都保健医療公社 豊島病院、医療法人社団

浩生会浩生会スズキ病院、平和台クリニック、日本大学医学部付属練馬光が丘病院、医療法人はなぶさ会島村記念病院、東京保健生活協同組合大泉生協病院、

順天堂大学医学部附属 練馬病院、公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院、医療法人財団 梅田病院、愛里病院、医療法人社団 成和会 西新井病院、社

会福祉法人勝楽堂病院、博慈会記念総合病院、社会医療法人社団 慈生会 等潤病院、医療法人社団大坪会東和病院、井上病院、綾瀬循環器病院、医療法人社団

俊和会寺田病院、医療法人社団昭愛会 水野病院、医療法人社団寿英会内田病院、医療法人財団 健和会 柳原病院、医療法人社団厚友会足立東部病院、医療法人

社団 けいせい会 東京北部病院、苑田第一病院、医療法人社団 東京朝日会 あさひ病院、勝和会病院、医療法人社団苑田会 苑田第二病院、医療法人社団 苑田

会 苑田第三病院、医療法人社団 医善会 いずみ記念病院、医療法人社団 洪泳会 東京洪誠病院、東京慈恵会医科大学葛飾医療センター、医療法人財団 謙仁会 

亀有病院、医療法人財団慈光会堀切中央病院、イムスグループ 医療法人社団 明芳会 イムス、東京葛飾総合病院、社会医療法人社団光仁会第一病院、高砂協立

病院、医療法人社団嬉泉会嬉泉病院、東京都保健医療公社東部地域病院、医療法人社団 玲瓏会 金町中央病院、平成立石病院、イムス葛飾ハートセンター、社

会福祉法人 仁生社 江戸川病院、医療法人社団 同愛会病院、松江病院、津端会 京葉病院、医療法人社団 葛西昌医会病院、日本私立学校振興・共済事業団東京

臨海病院、社会医療法人社団 森山医会森山記念病院、医療法人社団茜会西村記念病院、東京東病院、新山手病院、公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部

医療センター、青梅市立総合病院、医療法人社団 仁成会高木病院、右田病院、（財）仁和会総合病院、八九十会高尾病院、東京医科大学八王子医療センター、

医療法人永寿会陵北病院、医療法人社団 徳成会 八王子山王病院、医療法人社団 清智会 清智会記念病院、医療法人財団 敬寿会 相武病院、医療法人社団ＫＮ

Ｉ北原国際病院、野猿峠脳神経外科病院、東海大学八王子病院、八王子消化器病院、医療法人社団 永生会 南多摩病院、医療法人財団 立川中央病院、国家公務

員共済組合連合会立川病院、医療法人財団川野病院、立川相互病院、町田市民病院、南東京ハートクリニック、あけぼの病院、多摩丘陵病院、医療法人社団 創

生会 町田病院、社会医療法人社団 正志会 南町田病院、医療法人社団 史世会 町田胃腸病院、医療法人社団 慶泉会 町田慶泉病院、ふれあい町田ホスピタル、

武蔵野赤十字病院、むらくにクリニック、武蔵野陽和会病院、吉祥寺南病院、長久保病院、望月医院、医療法人社団康明会 康明会病院、日野市立病院、医療法

人社団厚潤会花輪病院、医療法人財団 慈生会 野村病院、杏林大学医学部付属病院、三鷹中央病院、保谷厚生病院、府中恵仁会病院、府中医王病院、東京都立

多摩総合医療センター、東京都立神経病院、榊原記念病院、東京都立小児総合医療センター、医療法人財団 緑秀会 田無病院、医療法人社団 時正会 佐々総合

病院、医療法人社団東光会 西東京中央総合病院、社会福祉法人 恩賜財団東京都同胞援護会 昭島病院、医療法人社団 竹口病院、医療法人社団潮友会うしお病

院、医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院、社会福祉法人聖ﾖ ﾊﾈ会総合病院桜町病院、医療法人社団大日会小金井太陽病院、医療法人社団 大坪会 北多摩病院、医

療法人社団 飯野病院、調布病院、調布東山病院、社会福祉法人 多摩済生医療団 多摩済生病院、公立昭和病院、医療法人社団 青葉会一橋病院、医療法人社団 

悦伝会 目白第二病院、公立 福生病院、東京慈恵会医科大学附属第三病院、東大和病院、医療法人社団正洋会アイエスクリニック、横山内視鏡外科医院、公益

財団法人 結核予防会 複十字病院、アルテミス ウイメンズ ホスピタル、医療法人社団 好仁会 滝山病院、社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院、日本医科

大学多摩永山病院、聖ヶ丘病院、（財）東京都保健医療公社 多摩南部地域病院、東日本成人矯正医療センター、稲城市立病院、公立阿伎留医療センター、医療

法人社団井上外科記念会世田谷井上病院、医療法人社団大坪会三軒茶屋第一病院、国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院、独立行政法人 国立病院

機構 東京医療センター、国立成育医療研究センター、国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院、独立行政法人 国立病院機構災害医療センター、独立

行政法人国立精神・神経医療研究センター病院、独立行政法人国立病院機構 村山医療センター、独立行政法人 国立病院機構 東京病院、国立療養所多磨全生

園、東京大学医科学研究所附属病院、東京医科歯科大学歯学部附属病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、東京大学医学部附属病院、東京逓信病院、社会医

療法人社団正志会 花と森の東京病院、自衛隊中央病院、医療法人平和会 平和病院、富士電機病院、汐田総合病院、恩賜財団 済生会横浜市東部病院、済生会神

奈川県病院、大口東総合病院、医療法人社団のう救会 脳神経外科東横浜病院、医療法人恵仁会松島病院、財団法人神奈川県警友会けいゆう病院、横浜掖済会病

院医療法人回生会、ふれあい横浜ホスピタル、独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院、医療法人博生会本牧病院、医療法人社団慶博会 関内医院、医

療法人 佐藤病院、医療法人社団慶博会 村山クリニック、公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター、JCHO 横浜保土ヶ谷中央病院、財団法人 育

生会横浜病院、医療法人 横浜宮崎脳神経外科病院、聖隷横浜病院、磯子中央病院、国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院、恩賜財団 済生会若草病院、医

療法人社団愛友会 金沢文庫病院、公立大学法人 横浜市立大学附属病院、独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院、菊名記念病院、医療法人健水会 内

藤外科胃腸科医院、こうの医院、医法）慶久会 よこはま乳腺・胃腸クリニック、神奈川県立足柄上病院、横浜平成会 平成横浜病院、医療法人横浜柏堤会 戸塚

共立第 1 病院、医療法人柏堤会（財団）戸塚共立第 2 病院、明芳会新戸塚病院、医療法人横浜博萌会 西横浜国際総合病院、医療法人財団明理会 東戸塚記念

病院、ふれあい東戸塚ホスピタル、葉山ハートセンター、宗教法人寒川神社 寒川病院、医療法人博真会 永田外科、東海大学大磯病院、独立行政法人地域医療

機能推進機構 湯河原病院、湯河原胃腸病院、国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院、社会福祉法人日本医療伝道会 総合病院衣笠病院、医療法人横浜柏堤

会 よこすか浦賀病院、横須賀市立市民病院、総合病院湘南病院、横須賀市立うわまち病院、平塚共済病院、社会福祉法人恩賜財団 済生会平塚病院、平塚市民

病院、大船中央病院、大樹会ふれあい鎌倉ホスピタル、湘南記念病院、医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院、鎌倉ヒロ病院、一般台団法人同友会 藤沢湘南台

病院、湘南中央病院、湘南第一病院、藤沢市民病院、藤沢脳神経外科病院、特定医療法人グループ・プラクティス研究会 藤沢御所見病院、医）クローバーホス



 

ピタル、医療法人 小林病院、医療法人同愛会 小澤病院、医療法人社団温知会間中病院、小田原市立病院、医療法人尽誠会 山近記念総合病院、医療法人財団報

徳会西湘病院、医）社団帰陽会丹羽病院、小田原循環器病院、杏林堂クリニック、茅ヶ崎市立病院、医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院、医社）康心会茅ケ崎

中央病院、湘南東部総合病院、医療法人湘南中央会 湘南中央クリニック、医療法人社団相和会 渕野辺総合病院、総合相模更生病院、相模原協同病院、東芝林

間病院、独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院、梨本病院、医療法人社団蒼紫会 森下記念病院、医）社団仁和会さがみ仁和会病院、北里大学病院、

北里大学東病院、医療法人社団仁恵会黒河内病院、相模原中央病院、相模原赤十字病院、医療法人社団悠心会森田病院、あさひクリニック、三浦市立病院、秦

野赤十字病院、医）社団仁輪会くず葉台病院、仁厚会病院、神奈川リハビリテーション病院、社会医療法人社団三思会 東名厚木病院、医療法人社団藤和会厚木

佐藤病院、厚木市立病院、医療法人沖縄徳洲会 湘南厚木病院、大和市立病院、大和徳洲会病院、医療法人社団哺育会桜ヶ丘中央病院、医療法人社団公仁会大和

成和病院、南大和病院、社会医療法人三栄会中央林間病院、恩賜財団 済生会横浜市南部病院、医療法人裕徳会 港南台病院、医療法人社団 健新会 畠山クリニ

ック、港南台パークサイドクリニック、医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、医療法人社団恵生会 上白根病院、

医療法人社団 一色外科胃腸科医院、横浜鶴ヶ峰病院、横浜都岡脳神経外科、一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院、牧野記念病院、医療法人社団三喜

会 横浜新緑総合病院、医社）聖仁会横浜甦生病院、横浜栄共済病院、国際親善総合病院、昭和大学藤が丘病院、横浜新都市脳神経外科病院、Ｋクリニック、

（医）緑成会 横浜総合病院、医療法人社団一成会 たちばな台病院、福）中川徳生会市ヶ尾カリヨン病院、山本記念病院、昭和大学横浜市北部病院、神奈川県

厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院、東海大学医学部付属病院、相模台病院、医療法人社団一真会座間厚生病院、医療法人社団昌栄会相武台病院、社会医

療法人ジャパンメディカルアライアンス、海老名総合病院、医療法人社団厚成会 海老名ハートクリニック、医療法人社団柏綾会 綾瀬厚生病院、医療法人社団

慈広会 矢崎病院、川崎社会保険病院、川崎市立川崎病院、医療法人愛仁会太田総合病院、医療法人明徳会 総合新川橋病院、総合川崎臨港病院、宮川病院、川

崎協同病院、医療法人社団慶友会第一病院、日本鋼管病院、いしいクリニック乳腺外科、医療法人財団石心会 川崎幸病院、独立行政法人労働者健康福祉機構 

関東労災病院、川崎市立井田病院、日本医科大学武蔵小杉病院、聖マリアンナ医科大学東横病院、総合高津中央病院、虎の門病院分院、帝京大学医学部附属溝

口病院、川崎市立多摩病院、医療法人社団 豊栄会 稲田堤メディカルクリニック、聖マリアンナ医科大学病院、医療法人社団晃進会 たま日吉台病院、医療法人

社団総生会 麻生総合病院、横浜逓信病院、自衛隊横須賀病院、神奈川県立循環器呼吸器病センター、横浜市立市民病院、神奈川県立がんセンター、康心会汐見

台病院、神奈川県立こども医療センター、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター、横浜市立みなと赤十字病院、独立行政法人国立病院機構 神奈川病院、独立行政

法人国立病院機構 横浜医療センター、独立行政法人国立病院機構 相模原病院、新潟医療生活協同組合 木戸病院、日本歯科大学医科病院、医療法人恒仁会 新

潟南病院、社会医療法人仁愛会新潟中央病院、新潟県立がんセンター新潟病院、医療法人社団誠信会椿田病院、医療法 泰庸会新潟脳外科病院、社会福祉法人恩

賜財団済生会新潟県済生会新潟第二病院、社会医療法人 桑名恵風会 桑名病院、医療法人新潟臨港保険会 新潟臨港病院、医療法人新潟勤労者医療協会 下越病

院、新津医療センター病院、白根保健生活協同組合 新潟白根総合病院、豊栄病院、医療法人 愛仁会 亀田第一病院、社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園

病院、新潟市民病院、厚生連新潟医療センター、日本歯科大学新潟病院、医療法人誠心会吉田病院、医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院、長岡赤十

字病院、新潟県厚生連長岡中央綜合病院、独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院、新潟県立 中央病院、上越地域医療センター病院、新潟県厚生農業協

同組合連合会 上越総合病院、社会医療法人 嵐陽会 三之町病院、社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 新潟県済生会三条病院、新潟県厚生農業協同組合連合会 

三条総合病院、医療法人（財団）公仁会 柏崎中央病院、柏崎総合医療センター、新潟県立新発田病院、新潟県厚生農業協同組合連合会 小千谷総合病院、新潟

県立加茂病院、新潟県立十日町病院、財団法人 上村病院、新潟県立松代病院、見附市立病院、新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院、新潟県立坂町病

院、新潟県立燕労災病院、県立吉田病院、新潟県厚生農業協同組合連合会 糸魚川総合病院、新潟県厚生農業協同組合連合会 けいなん総合病院、医療法人社団 

真仁会 北日本脳神経外科病院、医療法人社団 真仁会 南部郷総合病院、あがの市民病院、新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院、新潟県立小出病院、

新潟県立六日町病院、医療法人 齋藤記念病院、南魚沼市立ゆきぐに大和病院、新潟県立津川病院、新潟大学医歯学総合病院、独立行政法人国立病院機構 西新

潟中央病院、独立行政法人国立病院機構新潟病院、独立行政法人国立病院機構さいがた病院、富山県立中央病院、富山医療生活協同組合 富山協立病院、杉野脳

神経外科病院、富山市立 富山市民病院、株式会社不二越不二越病院、富山赤十字病院、富山県済生会富山病院、医療法人社団長谷川病院、富山西総合病院、富

山県厚生農業協同組合連合会高岡病院、高岡市民病院、独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院、富山県済生会高岡病院、医療法人三田会 高岡みな

み病院、独立行政法人労働者健康福祉機構富山労災病院、金沢医科大学氷見市民病院、富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院、黒部市民病院、市立砺波総合

病院、公立学校共済組合 北陸中央病院、かみいち総合病院、坂東病院、あさひ総合病院、真生会 富山病院、射水市民病院、南砺市民病院、公立南砺中央病院、

独立行政法人国立病院機構富山病院、国立大学法人富山大学附属病院、富山逓信病院、国家公務員共済組合連合会 北陸病院、金沢市立病院、社団法人石川勤労

者医療協会 城北病院、金沢赤十字病院、石川県立中央病院、金沢西病院、南ヶ丘病院、医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院、石川県済生会金

沢病院、石田病院、独立行政法人 地域医療機能推進機構 金沢病院、医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院、医療法人社団 博洋会 藤井脳神経外科病院、金沢有

松病院、医療法人社団 藤聖会 金沢メディカルステーション ヴィーク、社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院、医療法人社団和泉会佐原病院、公立能登総合

病院、医療法人財団愛生会浜野西病院、やわたメディカルセンター、国民健康保険 小松市民病院、森田病院、十慈医院、市立輪島病院、珠洲市総合病院、医療

法人社団慈豊会 久藤総合病院、加賀市医療センター、公立羽咋病院、津幡町国民健康保険直営河北中央病院、金沢医科大学病院、公立穴水総合病院、公立宇出

津総合病院、公立松任石川中央病院、新村病院、公立つるぎ病院、津山クリニック、医療法人社団和楽仁芳珠記念病院、国民健康保険 能美市立病院、独立行政

法人国立病院機構 金沢医療センター、独立行政法人国立病院機構 石川病院、金沢大学附属病院、福井県立病院、福井赤十字病院、福井循環器病院、たわらま

ちクリニック、藤田記念病院、福井厚生病院、福井県済生会病院、医療法人安川病院、嶋田病院、医療法人 慈豊会 田中病院、岩佐内科外科クリニック、福井

総合病院、市立敦賀病院、泉ヶ丘病院、明峰クリニック、医療法人 林病院、岩堀メディカルオフィス、医療法人 笠原病院、中村病院、杉田玄白記念公立小浜

病院、福井勝山総合病院、公立丹南病院、医療法人東山会斎藤病院、木村病院、加納病院、春江病院、坂井市立三国病院、レイクヒルズ美方病院、独立行政法

人国立病院機構敦賀医療センター、福井大学医学部附属病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院、甲府共立病院、山梨県立中央病院、医療法人小宮

山会貢川整形外科病院、医療法人慈光会 甲府城南病院、医療法人慶友会城東病院、甲府脳神経外科病院、市立甲府病院、山梨厚生病院、加納岩総合病院、市川

三郷町立病院、身延町早川町国民健康保険病院 一部事務組合立、飯富病院、公益財団法人 身延山病院、峡南医療センター 富士川病院、医療法人財団交道会し

もべ病院、武川病院、韮崎市国民健康保険韮崎市立病院、医療法人恵信韮崎会恵信韮崎相互病院、都留市立病院、国民健康保険富士吉田市立病院、山梨赤十字

病院、大月市立中央病院、白根徳洲会病院、医療法人桃花会一宮温泉病院笛吹中央病院、北杜市立甲陽病院、上野原市立病院、独立行政法人国立病院機構甲府

病院、山梨大学医学部附属病院、塩山市民病院、甲州市立 勝沼病院、長野赤十字病院、長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院、長野県厚生農業協

同組合連合会 南長野医療センター 篠ノ井総合病院、長野医療生活協同組合長野中央病院、ＮＴＴ東日本長野病院、医療法人健成会 小林脳神経外科病院、長野

市民病院、東口病院、長野県厚生農業協同組合連合会新町病院、ミモザマンマクリニック、藤森病院、社会医療法人抱生会 丸の内病院、社会医療法人財団慈泉

会 相澤病院、松本協立病院、一之瀬脳神経外科病院、医療法人健静会上田病院、医療法人共和会 塩田病院、医療法人健和会 小林脳神経外科神経内科病院、医

療法人丸山会 丸子中央病院、岡谷市民病院、飯田市立病院、医療法人栗山会 飯田病院、健和会病院、輝山会記念病院、瀬口脳神経外科病院、諏訪赤十字病院、

諏訪城東病院、長野県立信州医療センター、医療法人山月会小諸病院、長野県厚生農業協同組合連合会 浅間南麓こもろ医療センター、医療法人暁会仁愛病院、

伊那中央病院、医療法人公仁会 前澤病院、昭和伊南総合病院、長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院、市立大町総合病院、飯山赤十字病院、組合立諏

訪中央病院、医療法人元山会中村病院、長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院、佐久市立国保 浅間総合病院、医療法人財団大西会千曲中央病院、東御

市民病院、軽井沢町国民健康保険軽井沢病院、国民健康保険依田窪病院、長野県厚生農業協同組合連合会 富士見高原医療、福祉センター 富士見高原病院、町

立辰野総合病院、長野県立木曽病院、松本市立病院、長野県厚生農業協同組合連合会 北アルプス医療、センターあづみ病院、特定医療法人新生病院、長野県立

こども病院、安曇野赤十字病院、医療法人仁雄会 穂高病院、社会医療法人城西医療財団ミサトピア小倉病院、国立大学法人 信州大学医学部附属病院、独立行

政法人国立病院機構 信州上田医療センター、独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター、独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 中信松本



 

病院、岐阜県総合医療センター、医療法人慶睦会千手堂病院、岐阜赤十字病院、医療法人社団登豊会近石病院、医療法人社団双樹会早徳病院、医療法人社団志

朋会加納渡辺病院、医療法人社団 幸紀会 安江病院、医療法人社団 誠広会平野総合病院、朝日大学病院、山内ホスピタル、医社）厚仁会操外科病院、岐阜市民

病院、医療法人生友会柳津病院、医療法人和光会 山田病院、医療法人澄心会岐阜ハートセンター、岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院、美濃市立美

濃病院、羽島市民病院、公立学校共済組合東海中央病院、松波総合病院、岐阜県厚生農業協同組合連合会岐北厚生病院、社会医療法人白鳳会 鷲見病院、県北西

部地域医療センター国保白鳥病院、郡上市民病院、岐阜県立多治見病院、多治見市民病院、社会医療法人厚生会 木沢記念病院、太田病院、医療法人白水会白川

病院、総合病院中津川市民病院、国民健康保険坂下病院、岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院、市立恵那病院、国民健康保険上矢作病院、土岐市立総

合病院、高井病院、大垣市民病院、医療法人麋城会名和病院、医療法人 徳洲会 大垣徳洲会病院、海津市医師会病院、岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚

生病院、国民健康保険関ヶ原病院、博愛会病院、岐阜県厚生農業協同組合連合会揖斐厚生病院、岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院、綜合病院高山

赤十字病院、岐阜県立下呂温泉病院、下呂市立金山病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院、医療法人 馨仁会 藤掛病院、東可児病院、国

民健康保険 飛騨市民病院、国立大学法人岐阜大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構長良医療センター、医療法人社団健育会 西伊豆病院、公益社団

法人地域医療振興協会 伊豆下田病院、日本赤十字社静岡県支部 伊豆赤十字病院、学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属静岡病院、静岡県厚生農業協同組合

連合会 リハビリテーション中伊豆温泉病院、伊豆保健医療センター、伊東市民病院、医療法人社団伊豆七海会 熱海所記念病院、学校法人国際医療福祉大学 国

際医療福祉大学熱海病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 三島総合病院、福仁会三島東海病院、医療法人社団志仁会 三島中央病院、財団法人芙蓉協会聖

隷沼津病院、医療法人社団親和会西島病院、沼津市立病院、公益社団法人有燐厚生会 富士病院、医療法人社団青虎会 フジ虎ノ門整形外科病院、医療法人社団

親和会 勝田脳神経外科、社団法人 有隣厚生会 東部病院、池田病院、医療法人社団宏和会 岡村記念病院、自衛隊富士病院、社団法人有隣厚生会 富士小山病

院、静岡県立静岡がんセンター、日本赤十字社静岡県支部 裾野赤十字病院、富士宮市立病院、財団法人富士脳障害研究所附属病院、財団法人恵愛会 聖隷富士

病院、富士市立中央病院、医療法人社団喜生会 新富士病院、医療法人社団秀峰会 川村病院、医療法人社団安仁会 米山記念病院、個人芦川病院、共立蒲原総合

病院組合 共立蒲原総合病院、静岡県厚生農業協同組合連合会 JA 静岡厚生連、清水厚生病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 桜ヶ丘病院、静岡県厚生農

業協同組合連合会 JA 静岡厚生連、静岡厚生病院、社会福祉法人 恩賜財団済生会支部静岡県済生会、静岡済生会総合病院、日本赤十字社静岡県支部 静岡赤十

字病院、静岡市立静岡病院、静岡市立清水病院、医療法人沖縄徳洲会静岡徳洲会病院、地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院、地方独立行政

法人 静岡県立病院機構 静岡県立こども病院、医療法人社団駿甲会 コミュニティーホスピタル、甲賀病院、焼津市立総合病院、医療法人社団平成会 藤枝平成

記念病院、藤枝市立総合病院、市立島田市民病院、榛原総合病院、市立御前崎総合病院、菊川市立総合病院、掛川市立総合病院、公立森町病院、中東遠総合医

療センター、磐田市立総合病院、医療法人社団直心会ハートセンター磐田、日本赤十字社静岡県支部 浜松赤十字病院、静岡県厚生農業協同組合連合会 JA 静

岡厚生連、遠州病院、すずかけセントラル病院、労働者健康福祉機構 浜松労災病院、浜松医療センター、医療法人社団新風会 丸山病院、医療法人社団松愛会 

松田病院、社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院、医療法人社団盛翔会 浜松北病院、社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院、医

療法人社団 綾和会 浜松南病院、市立湖西病院、医療法人浜名会 浜名病院、国立大学法人浜松医科大学 浜松医科大学医学部附属病院、独立行政法人 国立病院

機構 静岡医療センター、独立行政法人国立病院機構 静岡富士病院、独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん神経医療センター、名古屋市立東部医療センタ

ー、愛知県がんセンター中央病院、ちくさ病院、国家公務員共済組合連合会 東海病院、名古屋ハートセンター、社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院、名

古屋市立西部医療センター、医療法人大真会 大隈病院、名鉄病院、いまず外科、名古屋第一赤十字病院、医療法人誠心会 大菅病院、医療法人衆済会 増子記念

病院、名古屋セントラル病院、国家公務員共済組合連合会 名城病院、中日病院、医療法人聖真会 横山記念病院、NTT 西日本東海病院、医療法人高橋病院、社

会福祉法人聖霊会 聖霊病院、名古屋第二赤十字病院、医療法人生寿会かわな病院、医療法人野垣会野垣病院、新生会第一病院、高木病院、医療法人藤渓会加藤

外科産婦人科・乳腺クリニック、名古屋市立大学病院、西本病院、医療法人三恵会服部病院、三菱名古屋病院、みなと医療生活協同組合 協立総合病院、名古屋

掖済会病院、藤田保健衛生大学 坂文種報徳曾病院、名古屋共立病院、医療法人正進会 名古屋泌尿器科病院、独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院、

医療法人幸会 南陽病院、独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院、笠寺病院、医療法人名南会 名南病院、総合病院南生協病院、大同病院、医療法人山和

会 山口病院、名古屋市立緑市民病院、第一なるみ病院、医療法人白楊会白楊会病院、名古屋市厚生院、丸茂病院、医療法人杉山会すぎやま病院、名古屋記念病

院、豊橋市民病院、医療法人 光生会病院、成田記念病院、医療法人社団三遠メディメイツ豊橋メイツクリニック、医療法人澄心会 豊橋ハートセンター、岡崎

市民病院、愛知県がんセンター愛知病院、医療法人鉄友会 宇野病院、医療法人 葵 葵セントラル病院、総合大雄会病院、一宮市立市民病院、大雄会第一病院、

医療法人 山下病院、一宮西病院、医療法人泰玄会 泰玄会病院、一宮市立木曽川市民病院、尾西記念病院、医療法人宏和会 あさい病院、公立陶生病院、医療法

人 青山病院、間瀬医院、半田市立半田病院、春日井市民病院、愛知県心身障害者コロニー中央病院、医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院、医療法人社団喜

峰会 東海記念病院、豊川市民病院、津島市民病院、医療法人宏徳会安藤病院、医療法人愛生館小林記念病院、碧南市民病院、医療法人豊田会 刈谷豊田総合病

院、医療法人明和会 辻村外科病院、医療法人豊田会刈谷豊田総合病院東分院、愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院、トヨタ記念病院、豊田地域医療

センター、医療法人社団以心会 中野胃腸病院、医療法人愛知会胃腸科肛門科家田病院、愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院、愛知県厚生農業協同組合連

合会 安城更生病院、社会医療法人財団新和会 八千代病院、西尾病院、西尾市民病院、医療法人秀麗会山尾病院、蒲郡市民病院、社会医療法人志聖会 総合犬山

中央病院、常滑市民病院、愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院、佐藤病院、小牧市民病院、小牧第一病院、稲沢市民病院、愛知県厚生農業協同組合連

合会 稲沢厚生病院、医療法人六輪会 六輪病院、新城市民病院、小嶋病院、東海市民病院、順和クリニック、あいち小児保健医療総合センター、知多市民病院、

医療法人深谷会富士病院、医療法人 秋田病院、独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院、刈谷豊田総合病院高浜分院、岩倉病院、学校法人藤田学園 藤田

保健衛生大学病院、医療法人大医会 日進おりど病院、医療法人財団愛泉会 愛知国際病院、愛知医科大学病院、医療法人橘会 東名病院、あいち肝胆膵ホスピタ

ル、医療法人医仁会 さくら総合病院、あま市民病院、愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院、京ケ峰岡田病院、みよし市民病院、総合青山病院、愛知

県厚生農業協同組合連合会 渥美病院、医）生寿会五条川リハビリテーション病院、医療法人済衆館 済衆館病院、愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院、国

立長寿医療研究センター、独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院、独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター、名古屋大学医学部附属病院、独立行政法

人国立病院機構 名古屋医療センター、名古屋逓信病院、すずき胃腸肛門クリニック、桑名市総合医療センター、医）桑名病院、ヨナハ総合病院、医療法人財団

青木会青木記念病院、森栄病院、医療法人社団青木会大桑病院、桑名西医療センター、四日市羽津医療センター、市立四日市病院、三重県立総合医療センター、

医療法人富田浜病院、石田会石田胃腸科病院、みたき総合病院、四日市腎クリニック、三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院、医療法人博仁会村瀬

病院、鈴鹿回生病院、塩川病院、亀山市立医療センター、医療法人同心会遠山病院、医療法人永井病院、医療法人暲純会武内病院、社団壽康会吉田クリニック、

医療法人凰林会榊原白鳳病院、三重県病院事業庁三重県立一志病院、若葉病院、大門病院、松阪市民病院、社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪総合病院、三重

県厚生農業協同組合連合会松阪中央病院、医療法人（社団）大西病院、市立伊勢総合病院、医療法人秀峰会 うにた医院、伊勢赤十字病院、医療法人そんじん会

伊勢志摩腎クリニック本院、尾鷲総合病院、社会医療法人畿内会岡波総合病院、伊賀市立上野総合市民病院、医療法人寺田病院、名張市立病院、いなべ総合病

院、医療法人（社団）大和会 日下病院、三重県厚生農業協同組合連合会 菰野厚生病院、三重ハートセンター、県立志摩病院、国民健康保険志摩市民病院、紀

南病院、国立大学法人三重大学 医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター、独立行政法人国立病院機構三重病院、独立行政法人地域医

療機能推進機構滋賀病院、大津赤十字病院、地方独立行政法人市立大津市民病院、医療法人弘英会 琵琶湖大橋病院、大津赤十字志賀病院、医療法人友仁会 友

仁山崎病院、彦根市立病院、医療法人恭昭会 彦根中央病院、長浜赤十字病院、市立長浜病院、長浜市立湖北病院、財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院、近

江八幡市立総合医療センター、東近江敬愛病院、医療法人恒仁会近江温泉病院、医療法人社団昴会 湖東記念病院、東近江市立能登川病院、医療法人 加藤乳腺

クリニック、近江草津徳洲会病院、社会医療法人誠光会 草津総合病院、草津ハートセンター、守山市民病院、滋賀県立小児保健医療センター、滋賀県立総合病

院、社会福祉法人恩賜財団済生会 滋賀県病院、医療法人社団御上会 野洲病院、公立甲賀病院、医療法人社団仁生会 甲南病院、甲賀市立信楽中央病院、医療法

人社団昴会 日野記念病院、財団法人 豊郷病院、医療法人 マキノ病院、高島市民病院、医療法人社団美松会生田病院、独立行政法人国立病院機構 東近江総合



 

医療センター、独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院、滋賀医科大学医学部附属病院、京都博愛会病院、冨田病院、医療法人財団康生会城北病院、西陣病院、

社会医療法人西陣健康会堀川病院、医療法人相馬病院、医療法人財団今井会足立病院足立病院、洛和会 丸太町病院、社会法人京都保健会京都民医連中央病院、

北尾クリニック、京都回生病院、医療法人健康会総合病院京都南病院、医療法人親友会島原病院、武田病院、医療法人同仁会（社団）京都九条病院、医療法人

財団医道会十条武田リハビリテーション病院、ＮＴＴ西日本京都病院、総合病院日本バプテスト病院、医療法人一仁会脳神経リハビリ北大路病院、財団法人仁

風会嵯峨野病院、医療法人河端病院、財団法人泉谷病院、医療法人社団松仁会内田病院、原田病院、東山武田病院、医療法人財団医道会稲荷山病院、社会医療

法人岡本病院（財団）伏見岡本病院、社会医療法人弘仁会大島病院、社会福祉法人浩照会伏見桃山総合病院、蘇生会総合病院、医療法人医仁会武田総合病院、

医療法人松寿会共和病院、医療法人朗友会さいわい病院、特定医療法人桃仁会病院、医療法人社団淀さんせん会金井病院、社会福祉法人あじろぎ会宇治病院、

医療法人仁心会宇治川病院、京都岡本記念病院、医療法人徳洲会宇治徳洲会病院、医療法人和松会六地蔵総合病院、宇治武田病院、医療法人社団医聖会学研都

市病院、医療法人清仁会亀岡シミズ病院、亀岡市立病院、綾部市立病院、医療法人綾冨士会綾部ルネス病院、京都協立病院、医療法人福冨士会京都ルネス病院、

おおえ乳腺クリニック、医療法人啓信会京都きづ川病院、医療法人正信会ほうゆう病院、医療法人社団医聖会八幡中央病院、社会医療法人美杉会男山病院、医

療法人社団千春会千春会病院、医療法人医修会新河端病院、医療法人総心会長岡京病院、医療法人真生会向日回生病院、医療法人社団石鎚会田辺中央病院、医

療法人社団石鎚会田辺記念病院、財団法人丹後中央病院、医療法人社団菫会園部病院、明治国際医療大学附属病院、社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院、

三菱京都病院、医療法人清仁会シミズ病院、医療法人清仁会洛西シミズ病院、洛西ニュータウン病院、医療法人弘正会西京都病院、社団法人愛生会山科病院、

医療法人社団洛和会洛和会音羽病院、医療法人社団恵仁会なぎ辻病院、安井クリニック、防衛省自衛隊舞鶴病院、京都中部総合医療センター、京都府立医科大

学附属北部医療センター、地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院、京都山城総合医療センター、市立福知山市民病院、京丹後市立久美浜病院、京丹

後市立弥栄病院、京都市立京北病院、国保京丹波町病院、京都府立医科大学附属病院、京都第二赤十字病院、京都第一赤十字病院、京都鞍馬口医療センター、

舞鶴赤十字病院、京都警察病院国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院、社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院、独立行政法人国立病院機構京都医療センタ

ー、独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター、京都大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構南京都病院、京都逓信病院、医療法人杏林会金岡病院、

医療法人慈友会堺山口病院、財団法人 浅香山病院、医療法人恵泉会浜寺中央病院、社会医療法人 同仁会 耳原総合病院、独立行政法人労働者健康安全機構大阪

労災病院、社会医療法人清恵会 清恵会病院、医療法人温心会 堺温心会病院、医療法人錦秀会 阪和第二泉北病院、ベルランド総合病院、医療法人若葉会 堺若

葉会病院、社会医療法人頌徳会 日野病院、医療法人恒進會 泉北陣内病院、社会医療法人ペガサス馬場記念病院、医療法人紀陽会 田仲北野田病院、医療法人達

瑛会 鳳胃腸病院、医療法人方佑会 植木病院、近畿大学医学部堺病院、医療法人平治会 大田クリニック、医療法人邦徳会 邦和病院、医療法人淳康会 堺近森病

院、医療法人暁美会 田中病院、医療法人清恵会清恵会三宝病院、医療法人友愛会 松本病院、関西電力病院、医療法人啓信会 中之島いわき病院、医療法人一祐

会 藤本病院、一般財団法人大阪府結核予防会大阪病院、協仁会 小松病院、医療法人道仁会 道仁病院、医療法人山弘会 上山病院、医療法人大慶会 星光病院、

府中病院、和泉市立総合医療センター、医療法人琴仁会 光生病院、医療法人啓仁会 咲花病院、大阪母子医療センター、泉大津市立病院、医療法人敬任会 岡記

念病院、医療法人生登会 寺元記念病院、医療法人ラポール会 青山第二病院、医療法人清翠会 小山病院、医療法人仁真会 白鷺病院、医療法人橘会東住吉森本

病院、高槻赤十字病院、大阪医科大学附属病院、医療法人祐生会みどりヶ丘病院、社会医療法人愛仁会 高槻病院、大阪府三島救命救急センター、医療法人東和

会 第一東和会病院、医療法人健和会 うえだ下田部病院、大阪医科大学三島南病院、医療法人 健栄会 三康病院、医療法人東和会第二東和会病院、りょうクリ

ニック、社会医療法人仙養会 北摂総合病院、財団法人淀川勤労者厚生協会 附属西淀病院、医療法人佑成会 西大阪病院、社会医療法人愛仁会 千船病院、医療

法人博悠会名取病院、大植会 葛城病院、医療法人良秀会 藤井病院、医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院、医療法人三和会 永山病院、医療法人啓明会 相原病

院、医療法人野中会 東成病院、医療法人朋愛会朋愛病院、大阪国際がんセンター、弘善会 矢木脳神経外科病院、医療法人ダイワ会 大和病院、市立吹田市民病

院、医療法人蒼龍会井上病院、医療法人協和会協和会病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会、千里病院、社会福祉法人四天王寺福祉事業団 四天

王寺病院、大阪赤十字病院、大阪警察病院、NTT 西日本大阪病院、早石病院、大阪掖済会病院、公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院、社会医療法人き

つこう会 多根総合病院、医療法人寿楽会 大野記念病院、医療法人藤井会 大東中央病院、医療法人仁泉会 仁泉会病院、医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院、医療

法人錦秀会 阪和記念病院、医療法人錦秀会 阪和住吉総合病院、医療法人慈心会 あびこ病院、大阪急性期・総合医療センター、医療法人同仁会 松崎病院、医

療法人貴和会 生野中央病院、医療法人育和会 育和会記念病院、医療法人穂翔会 村田病院、医療法人敬仁会 今里胃腸病院、今里ハートクリニック、医療法人

相愛会 相原第二病院、大阪鉄道病院、大阪市立大学医学部附属病院、医療法人友隣会協立病院、医療法人有恵会 有沢総合病院、福田総合病院、医療法人みど

り会 中村病院、社会医療法人美杉会 佐藤病院、関西医科大学附属病院、医療法人毅峰会 吉田病院、医療法人マックシール巽病院、医療法人 こじまクリニッ

ク、池田回生病院、医療法人孔明会 東保脳神経外科、医療法人孟仁会 摂南総合病院、牧リハビリテーション病院、社会医療法人弘道会 萱島生野病院、蒼生病

院、医療法人彰療會 大正病院、社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 泉尾病院、社会福祉法人 大阪暁明館病院、淀川キリスト教病院、医誠会病院、医療法人永

寿会福島病院、医療法人清翠会 牧病院、関西医科大学総合医療センター、松下記念病院、竹田クリニック、社会医療法人彩樹 守口敬仁会病院、社会医療法人

弘道会守口生野記念病院、社会福祉法人大阪社会医療センター付属病院、医療法人山紀会山本第三病院、医療法人生樹会渡辺外科病院、医療法人ダイワ会大和

中央病院、医療法人嘉健会 思温病院、医療法人杏樹会杏林記念病院、市立藤井寺市民病院、医療法人ラポール会 青山病院、医療法人ラポール会 田辺脳神経外

科病院、社会医療法人信愛会 交野病院、摂津ひかり病院、運動器ケアしまだ病院、医療法人昌円会 高村病院、医療法人医仁会 藤本病院、大阪はびきの医療セ

ンター、医療法人春秋会 城山病院、医療法人清仁会 水無瀬病院、公益財団法人唐澤記念会 大阪脳神経外科病院、医療法人善正会 上田病院、関西メディカル

病院、医療法人協和会千里中央病院、社会医療法人彩樹 豊中緑ヶ丘病院、豊中平成病院、社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院、大阪北逓信病院、社会医療

法人協和会 加納総合病院、医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院、健康保険組合連合会 大阪中央病院、財団法人 住友病院、公益財団法人田附興風会 医学研究所

北野病院、茶屋町ブレストクリニック、大阪がんクリニック、北大阪警察病院、医療法人恒昭会 藍野病院、友紘会総合病院、茨木医誠会病院、医療法人恵仁会

田中病院、医療法人成和会ほうせんか病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会、茨木病院、医療法人友紘会 彩都友紘会病院、社会医療法人寿会 

富永病院、社会福祉法人 石井記念愛染園附属愛染橋病院、社会医療法人弘道会 なにわ生野病院、医療法人社団有隣会 東大阪病院、城東中央病院、社会医療法

人大道会 森之宮病院、医療法人康生会 泉佐野優人会病院、医療法人 青松記念病院、医療法人桂信会 羽原病院、市立柏原病院、小路医院、社会医療法人垣谷

会 明治橋病院、医療法人徳洲会 松原徳洲会病院、阪南中央病院、恩賜財団大阪府済生会富田林病院、医療法人宝生会 PL 病院、医療法人社団丸山会 八戸の

里病院、森外科病院、社会医療法人若弘会 若草第一病院、医療法人河内友紘会 河内総合病院、医療法人藤井会 石切生喜病院、医療法人恵生会 恵生会病院、

医療法人宝持会 池田病院、医療法人寿山会 喜馬病院、医療法人孟仁会 東大阪山路病院、医療法人京昭会ツヂ病院、医療法人明生会 明生病院、医療法人尽生

会 聖和病院、医療法人医進会 高石加茂病院、医療法人良秀会 高石藤井病院、医療法人貴島会 貴島病院本院、医療法人大和会 辻野病院、医療法人厚生医学会 

厚生会第一病院、社会医療法人医真会 医真会八尾総合病院、医療法人気象会 東朋八尾病院、医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院、医療法人晴心会 野上病院、

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会新、泉南病院、医療法人信愛会 畷生会脳神経外科病院、医療法人寺西報恩会 長吉総合病院、医療法人厚生会共

立病院、医療法人五月会 平野若葉会病院、大阪市立住吉市民病院、社会医療法人景岳会 南大阪病院、医療法人中島クリニック、医療法人三宝会南港病院、医

療法人讃和会 友愛会病院、医療法人 ただクリニック、南堺病院、特定医療法人 仁悠会 吉川病院、社会医療法人協和会北大阪病院、革島病院、大阪市立十三

市民病院、大阪回生病院、貴生病院、医療法人盛和会 本田病院、医療法人 仁和会 和田病院、医療法人正和会新協和病院、生活協同組合ヘルスコープおおさか 

コープおおさか病院、近畿大学医学部附属病院、医療法人樫本会 樫本病院、辻本病院、社会医療法人さくら会 さくら会病院、原田病院、医療法人脳神経外科

日本橋病院、医療法人財団厚生会 高津病院、医療法人泉南玉井会玉井整形外科内科病院、独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院、独立行政

法人地域医療機能推進機構大阪病院、星ヶ丘医療センター、国家公務員共済組合連合会 大手前病院、国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院、大阪府済生会

中津病院、社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院、社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院、市立貝塚病院、市立ひらかた病院、箕面市立病院、社

会医療法人 生長会 阪南市民病院、大阪市立総合医療センター、市立岸和田市民病院、堺市立総合医療センター、市立池田病院、地方独立行政法人 りんくう総



 

合医療センター、市立豊中病院、大阪府立中河内救命救急センター、市立東大阪医療センター、八尾市立病院、独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター、

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター、独立行政法人国立病院機構 刀根山病院、独立行政法人国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター、国立循環

器病研究センター、大阪大学医学部附属病院、一般財団法人甲南会 甲南病院、東神戸病院、一般財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院、国家公務員共済組

合連合会 六甲病院、医療法人康雄会西病院、医療法人財団 神戸海星病院、中井病院、三菱神戸病院、医療法人 川崎病院、社会医療法人社団正峰会 神戸ゆう

こう病院、医療法人 榮昌会 吉田病院、神戸百年記念病院、神戸医療生活協同組合神戸協同病院、神戸朝日病院、地方独法）神戸市立医療センター西市民病院、

医療法人一高会 野村海浜病院、兵庫県立こども病院、医療法人慈恵会 新須磨病院、医療法人社団菫会北須磨病院、高橋病院、医療法人浩生会 舞子台病院、医

療法人薫風会 佐野病院、大澤病院、特定医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院、神戸掖済会病院、医療法人社団菫会名谷病院、医療法人明和病院、医療法人財団

喜望会谷向病院、兵庫医科大学病院、社会医療法人 渡邊高記念会 西宮渡辺病院、西宮協立脳神経外科病院、笹生病院、高田上谷病院、医療法人協和会協和マ

リナホスピタル、医療法人高明会 西宮渡辺心臓・血管センター、市立芦屋病院、芦屋セントマリア病院、医療法人回生会 宝塚病院、医療法人尚和会 宝塚第一

病院、宝塚市立病院、医療法人それいゆ会 こだま病院、東宝塚さとう病院、医療法人社団尚仁会 平島病院、三田市民病院、兵庫県立 柏原病院、医療法人敬愛

会 大塚病院、医療法人社団紀洋会岡本病院、兵庫医科大学ささやま医療センター、兵庫県立淡路医療センター、洲本伊月病院、医療法人社団順心会順心淡路病

院、医療法人社団淡路平成会東浦平成病院、聖隷淡路病院、中林病院、西脇市立西脇病院、市立小野市民病院、医療法人社団公仁会明石仁十病院、医療法人明

仁会 明舞中央病院、医療法人誠仁会 大久保病院、医療法人大宗会 王子回生病院、医療法人社団双葉会西江井島病院、兵庫県立がんセンター、医療法人社団せ

いゆう会 神明病院、医療法人社団 愛明会明石回生病院、医療法人社団医仁会譜久山病院、社会医療法人愛仁会 明石医療センター、医療法人社団 仁恵会石井

病院、医療法人社団五誓会あさひ病院、大西脳神経外科病院、高砂市民病院、医療法人沖縄徳洲会 高砂西部病院、加古川西市民病院、医療法人社団せいわ会た

ずみ病院、加古川東市民病院、医療法人 順心会 順心病院、医療法人社団仙齢会はりま病院、医療法人社団松本会松本病院、一般財団法人 甲南会 甲南加古川

病院、三木市立三木市民病院、ときわ病院、三木山陽病院、服部病院、加東市民病院、市立加西病院、多可赤十字病院、大山病院、医療法人社団いなみ会私立

稲美中央病院、独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院、社会医療法人中央会 尼崎中央病院、医療法人中馬医療財団中馬病院、昭和病院、医療法人緑清

会樋口胃腸病院、医療法人朗源会大隈病院、兵庫県立尼崎総合医療センター、アイワ病院、合志病院、はくほう会セントラル病院、安藤病院、おおはら内科循

環器科クリニック、尼崎医療生協病院、医療法人協和会協立病院、市立川西病院、医療法人晋真会 ベリタス病院、正愛病院、医療法人社団衿正会生駒病院、公

立学校共済組合近畿中央病院、市立伊丹病院、伊丹恒生脳神経外科病院、公立神崎総合病院、とくなが病院、医療法人社団栗原会栗原病院、たつの市民病院、

医療法人聖医会 佐用中央病院、医療法人社団 山中医院、公立 宍粟総合病院、医療法人社団佑健会木村病院、姫路聖マリア病院、医療法人公仁会姫路中央病

院、医療法人松浦会 姫路第一病院、医療法人仁寿会石川病院、医療法人ひまわり会八家病院、医療法人光寿会城陽江尻病院、兵庫県立姫路循環器病センター、

医療法人松藤会入江病院、医療法人三栄会ツカザキ記念病院、長久病院、製鉄記念広畑病院、姫路赤十字病院、医療法人社団みどりの会酒井病院、社会医療法

人三栄会ツカザキ病院、國富胃腸病院、岡崎外科消化器肛門クリニック、医療法人味木会 太子病院、医療法人社団景珠会八重垣病院、相生市民病院、ＩＨＩ播

磨病院、医療法人社団天馬会 半田中央病院、医療法人伯鳳会 赤穂中央病院、梶原外科、赤穂市民病院、公立豊岡病院組合立豊岡病院、公立八鹿病院、公立豊

岡病院組合朝来医療センター、医療法人甲風会有馬温泉病院、宗教法人セブンスデー・アドベンチスト教団神戸、アドベンチスト病院、春日病院、JCHO 神戸中

央病院、医療法人社団健心会 神戸ほくと病院、済生会 兵庫県病院、医療法人社団顕修会顕修会すずらん病院、医療法人社団恕和会松田病院、甲北病院、真星

病院、恒生病院、独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院、神戸博愛病院、医療法人 神甲会 隈病院、原泌尿器科病院、社会医療法人神鋼記念会 神鋼記

念病院、先端医療センター、兵庫県災害医療センター、神戸赤十字病院、医療法人社団伍仁会 神戸アーバン乳腺クリニック、神戸市立医療センター中央市民病

院、財団法人神戸マリナーズ厚生会 神戸マリナーズ、厚生会病院、医療法人博愛会 広野高原病院、医療法人社団誠仁会協和病院、兵庫県立リハビリテーショ

ン中央病院、地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立西、神戸医療センター、医療法人社団 菫会 伊川谷病院、みどり病院、偕生病院、医療法人社団 も

もいクリニック、自衛隊阪神病院、兵庫県立 西宮病院、兵庫県立塚口病院、明石市立市民病院、兵庫県立加古川医療センター、西宮市立中央病院、独立行政法

人国立病院機構兵庫中央病院、独立行政法人国立病院機構兵庫あおの病院、独立行政法人国立病院機構姫路医療センター、神戸大学医学部附属病院、独立行政

法人国立病院機構神戸医療センター、神戸逓信病院、社会医療法人平和会 吉田病院、社会医療法人 松本快生会 西奈良中央病院、医療法人新生会総合病院高の

原中央病院、医療法人康仁会 西の京病院、社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院、奈良東九条病院、医療法人岡谷会おかたに病院、学研奈良乳腺クリニック、

市立奈良病院、奈良西部病院、医療法人社団田北会田北病院、独立行政法人地域医療機能推進機構大和郡山病院、医療法人青心会郡山青藍病院、医療法人和幸

会阪奈中央病院、近畿大学医学部奈良病院、医療法人社団 松下会白庭病院、社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院、国保中央病院、中井記念病院、大和高田市

立病院、医療法人健生会土庫病院、公益財団法人天理よろづ相談所病院、天理市立病院、社会医療法人 高清会 高井病院、医療法人 平成記念病院、医療法人 

橿原友紘会 大和橿原病院、医療法人 桂会 平尾病院、錦織病院、社会福祉法人恩賜財団 済生会御所病院、医療法人郁慈会 服部記念病院、医療法人社団果恵会

恵王病院、医療法人友紘会 奈良友紘会病院、東朋香芝病院、医療法人誠洋会香芝旭ヶ丘病院、宇陀市立病院、奈良県立五條病院、奈良県西和医療センター、奈

良県総合医療センター、奈良県立医科大学附属病院、独立行政法人国立病院機構奈良医療センター、医療法人浜病院、医療法人 橋本病院、医療法人曙会和歌浦

中央病院、医療法人やすだ 堀口記念病院、医療法人福慈会福外科病院、医療法人裕紫会中谷病院、和歌山生協病院、医療法人愛晋会 中江病院、向陽病院、誠

佑記念病院、済生会和歌山病院、古梅記念病院、和歌山労災病院、南労会紀和病院、国保野上厚生総合病院、医療法人琴仁会 石本病院、社会福祉法人恩賜財団

済生会有田病院、公立那賀病院、社会医療法人三車会 貴志川リハビリテーション病院、殿田胃腸肛門病院、北出病院、御坊市外五ヶ町病院経営事務組合国保日

高総合病院、医療法人研医会田辺中央病院、医療法人洗心会玉置病院、医療法人外科内科辻医院、国保すさみ病院、白浜はまゆう病院、医療法人 健佑会 上富

田クリニック、医療法人 健佑会 けんゆうクリニック、有田市立病院、那智勝浦町立温泉病院、新宮市立医療センター、海南医療センター、橋本市民病院、和

歌山県立医科大学附属病院紀北分院、和歌山県立医科大学附属病院、日本赤十字社 和歌山医療センター、紀南病院、和歌山病院、独立行政法人国立病院機構南

和歌山医療センター、鳥取赤十字病院、鳥取県立中央病院、尾崎病院、鳥取市立病院、鳥取医療生協鹿野温泉病院、鳥取生協病院、医療法人育成会 高島病院、

独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院医療法人同愛会 博愛病院、鳥取県立厚生病院、医療法人里仁会 北岡病院、医療法人十字会 野島病院、医療法

人清和会、 垣田病院、鳥取県済生会 境港総合病院、南部町国民健康保険西伯病院、日野病院組合日野病院、鳥取大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院

機構 米子医療センター、松江赤十字病院、総合病院松江生協病院、松江記念病院、松江市立病院、社会医療法人昌林会安来第一病院、医療法人社団日立記念病

院、出雲市立総合医療センター、島根県立中央病院、医療法人真生会 山藤医院、大田市立病院、島根県済生会江津総合病院、沖田病院、益田赤十字病院、公益

社団法人益田市医師会立益田地域医療センター医師会病院、安来市立病院、町立奥出雲病院、雲南市立病院、長見クリニック、出雲徳洲会病院、六日市病院、

隠岐広域連合立隠岐病院、独立行政法人国立病院機構 松江医療センター、島根大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター、川崎医科

大学総合医療センター、社会医療法人 光生病院、社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院、（総）岡山協立病院、医療法人明芳会 佐藤病院、医療法

人創和会 重井医学研究所附属病院、一般財団法人操風会 岡山旭東病院、おおもと病院、医療法人天翔会セントラルシティ病院、医療法人盛全会岡山西大寺病

院、医療法人 岡村一心堂病院、医療法人 森谷外科医院、医療法人社団 藤田病院、医療法人社団操仁会岡山第一病院、医療法人鴻仁会 岡山中央病院、岡山東

部脳神経外科岡山クリニック、医療法人三祥会幸町記念病院、岡山ハートクリニック、公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院、医療法人創和

会 しげい病院、社会医療法人水和会水島中央病院、医療法人誠和会 倉敷第一病院、医療法人水清会 水島第一病院、医療法人社団新風会 玉島中央病院、倉敷

成人病センター、川崎医科大学附属病院、医療法人 医誠会 児島中央病院、医療法人社団五聖会 児島聖康病院、総合病院 水島協同病院、医療法人天和会 松田

病院、社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院、医療法人創生会 渡辺胃腸科外科病院、天馬会チクバ外科胃腸科肛門科病院、エム･ピー･エヌ武田病院、佐藤胃腸科

外科病院、公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷、リバーサイド病院、医療法人 昭和会 倉敷北病院、津山中央病院、総合病院 津山第一病院、玉野三

井病院、医療法人吉備会中谷外科病院、医療法人社団清和会 笠岡第一病院、医療法人緑十字会笠岡中央病院、医療法人おだうじ会小田病院、医療法人薬師寺慈

恵会薬師寺慈恵病院、医療法人清梁会 高梁中央病院、医療法人思誠会渡辺病院、赤磐医師会病院、岡山東部脳神経外科東備クリニック、医療法人紀典会北川病



 

院、医療法人社団同仁会 金光病院、医療法人 勝山病院、金田病院、医療法人敬和会 近藤病院、さとう記念病院、恩賜財団 岡山済生会総合病院、独立行政法

人労働者健康福祉機構 岡山労災病院、岡山赤十字病院、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、倉敷市立市民病院、総合病院 玉野

市立玉野市民病院、笠岡市立市民病院、井原市立井原市民病院、備前市国民健康保険市立備前病院、岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院、矢掛町国民

健康保険病院、高梁市国民健康保険成羽病院、瀬戸内市立瀬戸内市民病院、真庭市国民健康保険湯原温泉病院、備前市国民健康保険市立吉永病院、岡山大学病

院、独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター、独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター、国立療養所長島愛生園、中国電力 株式会社 中電病院、

県立広島病院、広島市立広島市民病院、国家公務員共済組合連合会 吉島病院、医療法人 あかね会土谷総合病院、広島赤十字原爆病院、医療法人社団 仁鷹会た

かの橋中央病院、三渓会川堀病院、医療法人社団たかし会尾鍋外科病院、翠清会梶川病院、太田川病院、医療法人恒和会松石病院、ＪＲ広島病院、広島厚生病

院、医療法人宮本形成外科、武市クリニック、医療法人社団まりも会八丁堀平松整形外科消化器科病院、広島市医師会運営・安芸市民病院、国家公務員共済組

合連合会 広島記念病院、医療法人社団光仁会 梶川病院、医療法人社団 曙会シムラ病院、広島市立 舟入病院、医療法人長久堂野村病院、広島医療生活協同組

合広島共立病院、日比野病院、広島市立安佐市民病院、野村病院、高陽ニュータウン病院、荒木脳神経外科病院、原田整形外科病院、五日市記念病院、医療法

人 広島ハートセンター広島心臓血管クリニック、妹尾病院、医療法人社団公仁会槇殿順記念病院、サカ緑井病院、医療法人社団聖愛会ぎおん牛田病院、国家公

務員共済組合連合会 呉共済病院、医療法人せいざん青山病院、社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 広島県済生会 済生会 呉病院、呉市医師会病院、呉みどりケ

丘病院、医療法人社団 薫風会横山病院、独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院、医療法人健応会 呉やけやま病院、医療法人かわの医院、医療法人

社団仁慈会安田病院、三菱三原病院、総合病院 三原赤十字病院、医療法人清幸会 三原城町病院、三原市医師会病院、医療法人宗斉会須波宗斉会病院、社会医

療法人里仁会興生総合病院、広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院、尾道市立市民病院、公立みつぎ総合病院、因島医師会病院、医療法人 定和会 神原

病院、医療法人社団 健生会いそだ病院、医療法人財団 竹政会セントラル病院、公立学校共済組合 中国中央病院、福山市民病院、医療法人紅萌会福山記念病

院、日本鋼管福山病院、医療法人社団 島谷病院、医療法人社団大仁会大石病院、医療法人社団 玄同会小畠病院、脳神経センター大田記念病院、医療法人Ｋ．

Ｆ．会 青葉台クリニック、医療法人まさよし会 児玉クリニック、医療法人辰川会山陽病院、医療法人 叙叙会 福山第一病院、西福山病院、福山循環器病院、

楠本病院、医療法人社団 宏仁会寺岡整形外科病院、うだ胃腸科内科外科クリニック、山本醫院、いしいクリニック、井上病院、やすだクリニック、地方独立行

政法人府中市病院機構府中市民病院、府中市立 府中北市民病院、医療法人新和会三次病院、市立三次中央病院、総合病院庄原赤十字病院、庄原市立西城市民病

院、医療法人社団樹章会本永病院、医療法人社団葵会八本松病院、井野口病院、西条中央病院、広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院、医療法人あかね

会阿品土谷病院、医療法人社団仁風会青木病院、済生会広島病院、マツダ株式会社 マツダ病院、医社）はまい会大君浜井病院、大野浦病院、安芸太田病院、北

広島町豊平病院、大朝ふるさと病院、広島県厚生農業協同組合連合会 吉田総合病院、医療法人 仁康会 本郷中央病院、県立安芸津病院、公立世羅中央病院、医

療法人社団沼南会沼隈病院、寺岡記念病院、医療法人社団増原会医療法人社団増原会東城病院、自衛隊呉病院、広島大学病院、独立行政法人国立病院機構 呉医

療センター、独立行政法人国立病院機構 福山医療センター、独立行政法人国立病院機構 広島西医療センター、独立行政法人国立病院機構 東広島医療センタ

ー、広島逓信病院、下関市立市民病院、下関医療センター、山口県済生会下関総合病院、医療法人博愛会 宇部記念病院、医療法人 尾中病院、医療法人社団 宇

部興産中央病院、医療法人和同会宇部リハビリテーション病院、医療法人聖比留会 セントヒル病院、医療法人 聖比留会 厚南セントヒル病院、医療法人仁心会

仁心会病院、済生会山口総合病院、綜合病院 山口赤十字病院、佐々木外科病院、医療法人社団水生会 柴田病院、萩市民病院、都志見病院、玉木病院、独立行

政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院、黒川病院、医療法人神徳会 三田尻病院、山口県立総合医療センター、一般財団法人防府消化器病センター防府胃

腸病院、倉田皮ふ科・乳腺科、医療法人緑山会 下松中央病院、周南記念病院、医療法人 錦病院、医療法人光風会 岩国中央病院、岩国みなみ病院、小野田赤十

字病院、独立行政法人労働者健康福祉機構 山口労災病院、山陽小野田市民病院、光市立光総合病院、山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院、医療法人

社団成蹊会岡田病院、山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院、美祢市立病院、周南市立新南陽市民病院、徳山静養院、山中クリニック、周防大島町立大

島病院、周防大島町立東和病院、岩国市立錦中央病院、光市立大和総合病院、平生クリニックセンター、医療法人社団向陽会阿知須同仁病院、山口県厚生農業

協同組合連合会 小郡第一総合病院、医療法人協愛会阿知須共立病院、山口県済生会豊浦病院、美祢市立美東病院、山口大学医学部附属病院、独立行政法人国立

病院機構 岩国医療センター、独立行政法人国立病院機構柳井医療センター、独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター、独立行政法人国立病院機構 関

門医療センター、とくしまブレストケアクリニック、医療法人成美会鈴江病院、寺沢病院、医療法人三成会 水の都記念病院、田岡病院、徳島健生病院、協立病

院、中洲八木病院、川島病院、沖の洲病院、徳島県立中央病院、徳島市民病院、医療法人若葉会近藤内科病院、医療法人 尽心会 亀井病院、社会医療法人川島

会川島病院、徳島県鳴門病院、碩心館病院、徳島赤十字病院、阿南医師会中央病院、阿南共栄病院、宮本病院、成田病院、徳島県立三好病院、医療法人 大和 大

和外科医院、国民健康保険勝浦病院、医療法人有誠会手束病院、那賀町那賀町立上那賀病院、徳島県立海部病院、きたじま田岡病院、阿波病院、JA 徳島厚生連

吉野川医療センター、つるぎ町立半田病院、徳島大学病院、独立行政法人国立病院機構徳島病院、独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター、徳島逓信病

院、医療法人和光会前田病院、高松平和病院医療法人社団 新進会 おさか脳神経外科病院、医療法人社団 啓友会 久米川病院、たけべ乳腺外科クリニック医療

法人社団 和広会 伊達病院、医療法人社団 三恵会 木太三宅病院、医療法人財団 博仁会 キナシ大林病院医療法人社団静正会白石血管外科クリニック、医療法

人社団 重仁 まるがめ医療センター、医療法人社団 田村クリニック、宗教法人 カトリック聖ドミニコ宣教修道女会、坂出聖マルチン病院、社会医療法人財団 

大樹会 総合病院 回生病院、松井病院、医療法人社団 豊南会 香川井下病院、医療法人社団 聖心会 阪本病院、医）つばき会牟礼病院、医療法人社団たけお会

岩佐病院、香川県立中央病院、香川県立白鳥病院、高松市民病院、総合病院 坂出市立病院、高松赤十字病院、地域医療機能推進機構りつりん病院、独立行政法

人 労働者健康福祉機構 香川労災病院、香川県厚生農業協同組合連合会 屋島総合病院、香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院、国家公務員共済組合連

合会 高松病院、三豊総合病院、さぬき市民病院、社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部香川県済生会病院、内海病院、独立行政法人 国立病院機構 高松医療セン

ター、独立行政法人 国立病院機構 香川小児病院、独立行政法人 国立病院機構 善通寺病院、香川大学医学部附属病院、社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病

院、医療法人ミネルワ会渡辺病院、中川病院、貞本病院、医療法人団伸会 奥島病院、よつば循環器科クリニック、医療法人慈愛会 梶浦病院、松山赤十字病院、

愛媛県立中央病院、松山笠置記念心臓血管病院、松山市民病院、松山リハビリテーション病院、南松山病院、医療法人財団仁清会 野本記念病院、ＮＴＴ西日本

松山病院、愛媛生協病院、松山城東病院、浦屋病院、瀬戸内海病院、今治南病院、胃大腸おおにし肛門科ひふ科、愛媛県立今治病院、今治市医師会市民病院、

社会医療法人真泉会 今治第一病院、社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院、美須賀病院、医療法人隆典会 片木脳神経外科、宇和島徳洲会病院、市立宇和島

病院、独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院、市立八幡浜総合病院、住友別子病院、愛媛労災病院、愛媛県立新居浜病院、財団法人積善会附属十全総

合病院、新居浜医療生活協同組合 新田診療所、医療法人社団 久和会 立花病院、西条市立周桑病院、社会医療法人社団 更生会 村上記念病院、西条中央病院、

社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院、市立大洲病院、医療法人北斗会大洲中央病院、喜多医師会病院、公立学校共済組合四国中央病院、社会医療法人石川

記念会ＨＩＴＯ病院、北条病院、西予市立西予市民病院、西予市立野村病院、国民健康保険久万高原町立病院、鬼北町立北宇和病院、愛媛県立南宇和病院、独

立行政法人 国立病院機構 愛媛医療センター、愛媛大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構四国がんセンター、医療法人 三和会 国吉病院、社会医療

法人 近森会 近森病院、日本赤十字社高知県支部高知赤十字病院、医療法人 互光会長浜病院、医療法人久会図南病院、医療法人新松田会愛宕病院、医療法人厚

愛会高知城東病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 高知西病院、社会医療法人仁生会細木病院、三愛病院、高知医療生活協同組合 高知生協病院、青木脳

神経外科形成外科、特定医療法人竹下会竹下病院、医療法人薫風会毛山病院、医療法人仁栄会島津病院、医療法人 治久会 もみのき病院、いずみの病院、高知

高須病院、やまかわ乳腺クリニック、高知県・高知市病院企業団立高知医療センター、医療法人長康会室戸病院、高知県立あき総合病院、医療法人瑞風会森澤

病院、北村病院、JA 高知病院、土佐市立土佐市民病院、医療法人白菊会白菊園病院、広正会井上病院、医療法人 須崎会 高陵病院、医療法人五月会 須崎くろ

しお病院、四万十市国民健康保険 四万十市立市民病院、医療法人 聖真会 渭南病院、医）長生会大井田病院、高知県立幡多けんみん病院、医療法人 公世会 野

市中央病院、医療法人 臼井会 田野病院、いの町立国民健康保険仁淀病院、医療法人山秀会 山崎外科・整形外科病院、くぼかわ病院、医療法人 社団若鮎 北島

病院、独立行政法人国立病院機構高知病院、高知大学医学部附属病院、福岡和白病院、医療法人 髙野胃腸科、医療法人輝栄会 福岡輝栄会病院、医療法人友愛



 

会友田病院、貝塚病院、医療法人 原三信病院、国家公務員共済組合連合会 千早病院、千鳥橋病院、八木病院、福岡市民病院、社会医療法人社団至誠会 木村病

院、博多心臓血管外科、医療法人 井上会 篠栗病院、社会保険 仲原病院、栄光病院、福岡青洲会病院、うえの病院、宗像水光会総合病院、宗像医師会病院、医

療法人社団愛和会古賀中央病院、医療法人豊資会 加野病院、医療法人 佐田厚生会佐田病院、医療法人社団 朝菊会昭和病院、村上華林堂病院、吉村病院、けご

病院、医療法人エイ・ジイ・アイ・エイチ秋本病院、医療法人にゅうわ会及川病院、福岡山王病院、おだクリニック日帰り手術外科、聖峰会マリン病院、福岡

学園 福岡歯科大学医科歯科総合病院、医療法人社団誠和会牟田病院、国家公務員共済組合連合会 浜の町病院、福岡県済生会福岡総合病院、福岡記念病院、福

岡大学病院、福岡和仁会病院、地方独立行政法人 福岡市立こども病院、福西会病院、福岡リハビリテーション病院、福岡逓信病院、社会医療法人財団 白十字

会 白十字病院、医療法人 社団 広仁会 広瀬病院、福岡大学西新病院、博愛会病院、医療法人 喜悦会那珂川病院、福岡赤十字病院、公立学校共済組合九州中央

病院、医療法人社団扶洋会秦病院、白水乳腺クリニック、防衛省自衛隊福岡病院、医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院、福岡県済生会二日市病院、福岡大学筑紫

病院、医療法人社団邦生会 高山病院、糸島医師会病院、医療法人社団昭友会 たなかクリニック、井上病院、医療法人 才全会 伊都クリニック、公立八女総合

病院、柳病院、医療法人柳育会八女リハビリ病院、花畑病院、久留米大学病院、社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 久

留米総合病院、医療法人社団高野会くるめ病院、社会医療法人天神会 古賀病院２１、久留米大学医療センター、医療法人松風海内藤病院、社会医療法人天神会 

新古賀病院、筑後市立病院、医療法人社団 医王会朝倉健生病院、朝倉医師会病院、高木病院、福田病院、医療法人社団シマダ嶋田病院、医療法人聖峰会 田主

丸中央病院、医療法人白壽会安本病院、馬場病院、医療法人 弘恵会 ヨコクラ病院、財団法人医療・介護・教育研究財団 柳川病院、大牟田市立病院、大牟田中

央病院、福岡県済生会大牟田病院、医療法人 親仁会 米の山病院、杉循環器科内科病院、社会保険大牟田天領病院、地方独立行政法人 くらて病院、社会保険直

方病院、独立行政法人 地域医療機能推進機構 福岡ゆたか中央病院、医療法人一寿会西尾病院、三宅脳神経外科病院、飯塚病院、独立行政法人労働者健康安全

機構総合せき損センター、医療法人社団親和会共立病院、済生会飯塚嘉穂病院、飯塚市立病院、社会保険田川病院、田川市立病院、嘉麻赤十字病院、医療法人

遊心会大塚病院、医療法人ユーアイ西野病院、医療法人 相生会 宮田病院、遠賀中間医師会おんが病院、地方独立行政法人 芦屋中央病院、医療法人社団清涼会

岡垣記念病院、医療法人 松本クリニック、医療法人健愛会健愛記念病院、福岡新水巻病院、中間市立病院、新中間病院、戸畑共立病院、医療法 医和基会戸畑

総合病院、北九州市立若松病院、青葉台病院、社会医療法人 製鉄記念八幡病院、福岡県済生会八幡総合病院、北九州市立八幡病院、独立行政法人地域医療機能

推進機構九州病院、産業医科大学病院、大平メディカルケア病院、医療法人社団 誠心会萩原中央病院、社会医療法人 陽明会 小波瀬病院、新行橋病院、一般社

団法人日本海員掖済会門司掖済会病院、独立行政法人労働者健康福祉機構 九州労災病院、門司メディカルセンター、新小文字病院、ＪＲ九州病院、労働者健康

福祉機構九州労災病院、公益財団法人小倉医療協会 三萩野病院、国家公務員共済組合連合会新小倉病院、北九州市立医療センター、医）慈恵会慈恵曽根病院、

健和会 大手町病院、北九州総合病院、小倉セントラル病院、小倉記念病院、九州大学病院、独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター、独立行政法人国

立病院機構 九州がんセンター、独立行政法人国立病院機構 九州医療センター、独立行政法人国立病院機構福岡病院、独立行政法人国立病院機構大牟田病院、

独立行政法人国立病院機構小倉医療センター、小野病院、佐賀整肢学園こども発達医療センター、医療法人仁和会小池病院、医療法人社団 敬愛会 佐賀記念病

院、医療法人 松籟会 河畔病院、医療法人修腎会藤﨑病院、唐津東松浦医師会医療センター、今村病院、やよいがおか鹿毛病院、医療法人光仁会西田病院、山

元記念病院、副島整形外科病院、医療法人 祐愛会 織田病院、医療法人 芳山堂 薬師寺医院、医療法人社団 博文会 小栁記念病院、橋本病院、三樹病院、医療

法人 ひらまつ病院、白石共立病院、医療法人順天堂順天堂病院、佐賀県医療センター 好生館、多久市立病院、独立行政法人地域医療機能推進機構伊万里松浦

病院、唐津赤十字病院、社会福祉法人 恩賜財団 済生会唐津病院、佐賀中部病院、小城市民病院、佐賀市立富士大和温泉病院、伊万里有田共立病院、独立行政

法人国立病院機構 佐賀病院、独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター、独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院、佐賀大学医学部附属病院、特別医療法人 

春回会 井上病院、聖フランシスコ病院、（総）三菱重工業（株）長崎造船所病院、社会医療法人 長崎記念病院、社会医療法人健友会 上戸町病院、医療法人同

仁会小林病院、長崎掖済会病院、医療法人保善会 田上病院、医療法人 光晴会病院、長崎あじさい病院、医療法人厚生会 虹が丘病院、医療法人昭和会 恵美須

町病院、医療法人福田ゆたか外科医院、ながさきハートクリニック、特定医療法人雄博会 千住病院、杏林病院、医療法人雄人会三川内病院、医療法人光省会 

福田外科病院、社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院、医療法人アリス会 京町内科病院、諫早記念病院、医療法人三佼会 宮崎病院、医療法人祥仁会 西

諫早病院、医療法人宇賀外科医院 甲状腺・乳腺クリニック、医療法人 医理会 柿添病院、医療法人光善会 長崎百合野病院、森の木脳神経脊髄外科、医療法人

琴生会大石共立病院、医療法人 暁会 安永脳神経外科、社会医療法人 春回会 長崎北病院、医療法人伴師会愛野記念病院、医療法人栄和会泉川病院、医療法人

青洲会 青洲会病院、独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター、長崎大学病院、独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター、長崎労災病院、長崎み

なとメディカルセンター、国家公務員共済組合連合会 （総）佐世保共済病院、長崎市立病院成人病センター、社会福祉法人 十善会病院、地域医療機能推進機

構 諫早総合病院、市立大村市民病院、日本赤十字社 長崎原爆病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院、佐世保市総合医療センター、国民健康

保険平戸市民病院、公立新小浜病院、長崎県壱岐病院、地方独立行政法人 北松中央病院、日本赤十字社 長崎原爆諫早病院、西海市立病院、長崎市立琴海病院、

長崎県上五島病院、長崎県富江病院、長崎県五島中央病院、長崎県中対馬病院、長崎県対馬病院、長崎県島原病院、防衛省自衛隊佐世保病院、医療法人東陽会

東病院、くわみず病院、九州記念病院、桜十字病院、武蔵ケ丘病院、医療法人聖粒会慈恵病院、熊本市医師会熊本地域医療センター、熊本機能病院、高野病院、

医療法人 朝日野会 朝日野総合病院、福田病院、医療法人創起会くまもと森都総合病院、比企病院、医療法人財団聖十字会 西日本病院、あきた病院、熊本脳神

経外科病院、川野病院、鶴田病院、井病院、くまもと乳腺・胃腸外科病院、祐基会帯山中央病院、医療法人ウッドメッド会 森永上野 胃・腸・肛門科、医療法

人野尻会 熊本泌尿器科病院、熊本血管外科クリニック、医療法人蘇春堂球磨病院、医療法人 外山胃腸病院、医療法人 藤杏会 伊藤医院、医療法人岡部病院、

宮崎外科胃腸科医院、保利病院、社会医療法人黎明会 宇城総合病院、菊池中央病院、医療法人八代桜十字 桜十字八代病院、医療法人 和康会 むらたクリニッ

ク、玉名地域保健医療センター、天草第一病院、天草地域医療センター、医療法人杏和会城南病院、熊本リハビリテーション病院、熊本セントラル病院、阿蘇

立野病院、医療法人杏章会矢部広域病院、八代北部地域医療センター、独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院、独立行政法人国立病院機構熊本南病院、独

立行政法人国立病院機構熊本医療センター、熊本大学医学部附属病院、国民健康保険和水町立病院、山都町包括医療センターそよう病院、国民健康保険天草市

立河浦病院、熊本赤十字病院、山鹿市民医療センター、熊本市立熊本市民病院、荒尾市民病院、阿蘇医療センター、熊本中央病院、小国町外一ケ町公立病院組

合小国公立病院、国民健康保険宇城市民病院、独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院、国保 水俣市立総合医療センター、熊本総合病院、独立行政法人 

地域医療機能推進機構 人吉医療センター、独立行政法人地域医療機能推進機構 天草中央総合病院、上天草市立上天草総合病院、熊本市立植木病院、済生会熊

本病院、公立玉名中央病院、天草市立牛深市民病院、球磨郡公立多良木病院、済生会みすみ病院、医療法人社団恵愛会大分中村病院、医療法人八宏会 有田胃腸

病院、永冨脳神経外科病院、医療法人慈善会膳所病院、大分岡病院、医療法人輝心会 大分循環器病院、小深田消化器病院、社会医療法人財団天心堂へつぎ病

院、医療法人藤本育成会大分こども病院、河野脳神経外科病院、医療法人 宗村大腸肛門科 むねむら大腸肛門クリニック、医療法人 うえお乳腺外科、大分東部

病院、大分三愛メディカルセンター、大分市医師会立アルメイダ病院、国家公務員共済組合連合会新別府病院、中村病院、医療法人野口記念会 野口病院、大分

県厚生連鶴見病院、黒木記念病院、石垣病院、医療法人清栄会 清瀬病院、医療法人杏林会村上記念病院、医療法人 中津第一病院、中津胃腸病院、酒井病院、

中津市立中津市民病院、中津脳神経外科病院、日田中央病院、五反田病院、大分県済生会日田病院、医療法人社団知心会 一ノ宮脳神経外科病院、西田病院、医

療法人長門莫記念会 長門記念病院、独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター、医療法人小寺会佐伯中央病院、臼杵市医師会立コスモス病院、津久

見市医師会立津久見中央病院、竹田医師会病院、大久保病院、高田中央病院、医療法人恵友会杵築中央病院、杵築市立山香病院、佐藤第一病院、宇佐高田医師

会病院、医療法人信和会和田病院、医療法人中庸会宇佐胃腸病院、豊後大野市民病院、国東市民病院、日出児玉病院、鈴木病院、サンライズ酒井病院、医療法

人順榮会玖珠記念病院、独立行政法人国立病院機構 別府医療センター、独立行政法人国立病院機構 西別府病院、独立行政法人国立病院機構 大分医療センタ

ー、大分大学医学部附属病院、九州大学病院別府病院、大分赤十字病院、大分県立病院、宮崎市郡医師会病院、医療法人社団晴緑会宮崎医療センター

病院、（財）潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院、迫田病院、医療法人社団仁和会 竹内病院、野崎東病院、社会医療法人同心会古賀総合病院、南

部病院、ブレストピア宮崎病院、金丸脳神経外科病院、医療法人清涼会竹迫外科内科医院、医療法人陽明会増田病院、医療法人 恵修会 川名クリニック、宮崎



 

生協病院、宮崎善仁会病院、医療法人児玉胃腸科外科、宮崎市立田野病院、なかしま外科・内科、藤元総合病院、医療法人明成会吉松病院、都城市郡医師会病

院、宮永病院、医療法人倫生会三州病院、ベテスダクリニック、医療法人仁愛会横山病院、医療法人伸和会共立病院、医療法人昭和会黒瀬病院、おがわクリニ

ック、黒木病院、延岡市医師会病院、日南春光会病院、医療法人文誠会百瀬病院、医療法人相愛会桑原記念病院、医療法人けんゆう会園田病院、小林市立病院、

社会医療法人泉和会 千代田病院、医療法人誠和会和田病院、串間市民病院、医療法人隆徳会鶴田病院、医療法人社団順養会海老原病院、医療法人慶明会けいめ

い記念病院、医療法人社団聖山会川南病院、海老原総合病院、椎葉村国民健康保険病院、高千穂町国民健康保険病院、五ヶ瀬町国民健康保険病院、独立行政法

人 国立病院機構 宮崎東病院、独立行政法人 国立病院機構 都城医療センター、宮崎大学医学部附属病院、県立宮崎病院、独立行政法人地域医療機能推進機構 

宮崎江南病院、県立延岡病院、県立日南病院、宮崎県済生会日向病院、公益社団法人鹿児島共済会南風病院、鹿児島市立病院、財団法人東風会三船病院、今給

黎総合病院、医療法人白光会白石病院、総合病院 鹿児島生協病院、中央病院、厚地脳神経外科病院、鹿児島逓信病院、成人病院、尚愛会小田原病院、社会医療

法人緑泉会 米盛病院、豊島病院、今村総合病院、鹿児島市医師会病院、医療法人 徳洲会 鹿児島徳洲会病院、医療法人真栄会新村病院、いづろ今村病院、潤愛

会鮫島病院、鹿児島厚生連病院、健翔会 健翔会病院、相良病院、パールランド病院、新杏病院、かねこクリニック、医療法人腎愛会上山病院、社会医療法人恒

心会 恒心会おぐら病院、池田病院、大隅鹿屋病院、徳田脳神経外科病院、黎明脳神経外科医院、鹿屋ハートセンター、医療法人 厚生会 小原病院、社会医療法

人聖医会サザン・リージョン病院、出水郡医師会 広域医療センター、出水総合医療センター、医療法人回生会 生駒外科医院、指宿さがら病院、社会医療法人

義順顕彰会 種子島医療センター、垂水市立医療センター 垂水中央病院、医療法人 恵愛会 上村病院、社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院、川内市医師会

立市民病院、若松記念病院、社会医療法人 卓翔会市比野記念病院、外科馬場病院、ゆのもと記念病院、曽於郡医師会立病院、昭南病院、医療法人あさひ会 金

子病院、いちき串木野市医師会立 脳神経外科センター、国分 生協病院、霧島市立医師会医療センター、薩摩郡医師会病院、大井病院、医療法人玉昌会加治木

温泉病院、青雲会病院、肝属郡医師会立病院、肝付町立病院、屋久島徳洲会病院、医療法人南溟会宮上病院、医療法人 徳洲会徳之島徳洲会病院、沖永良部徳洲

会病院、医療法人沖縄徳洲会与論徳洲会病院、医療法人 和風会 加世田病院、医療法人 徳洲会 名瀬徳洲会病院、社会医療法人鹿児島愛心会笠利病院、寺田病

院、県立 薩南病院、県立 大島病院、県立 北薩病院、県民健康プラザ鹿屋医療センター、独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター、独立行政法人 国

立病院機構 指宿医療センター、独立行政法人 国立病院機構 南九州病院、鹿児島大学病院、医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院、医療法人 陽心会 大道中央

病院、医療法人那覇西会 那覇西クリニック、当山美容形成外科、おもろまちメディカルセンター、形成外科ＫＣ、那覇市立病院、沖縄協同病院、医療法人 お

もと会大浜第一病院、社会医療法人 敬愛会 中頭病院、翔南病院、中部徳洲会病院、医療法人緑水会 宜野湾記念病院、宮古島徳洲会病院、医療法人上善会 か

りゆし病院、石垣島徳洲会病院、医療法人博愛会 牧港中央病院、嶺井第一病院、社会医療法人仁愛会 浦添総合病院、医療法人八重瀬会 同仁病院、社団法人北

部地区医師会病院、社団法人北部地区医師会附属病院、西崎病院、医療法人友愛会 南部病院、社会医療法人友愛会 豊見城中央病院、医療法人真徳会 沖縄メデ

ィカル病院、野毛会もとぶ野毛病院、社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院、医療法人センダン 北上中央病院、医療法人信和会 沖縄第一病院、与那原

中央病院、医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院独立行政法人国立病院機構 沖縄病院、琉球大学医学部附属病院、沖縄県立中部病院、沖縄県立宮古病院、沖縄

赤十字病院沖縄県立八重山病院、沖縄県立北部病院、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター、ノエル銀座クリニック大阪医療刑務所、産業医科大学

若松病院、医療法人社団 曽川会 そがわ医院、大阪ブレストクリニック、もりクリニック、はらだクリニック、医療法人 竹下医院、医療法人社団 いまだ内科

クリニック、医療法人社団成和会 西新井ハートセンター病院、、医療法人社団シャローム シャローム病院、三本木クリニック、祖師谷みちクリニック、医療

法人社団 秋月会 みわクリニック、お茶の水血管外科クリニック、医療法人社団 麻生外科クリニック、白石外科、東葉クリニック 東新宿比布町立ぴっぷクリ

ニック、医療法人社団 工藤外科内科、溝谷医院、関西医科大学香里病院、長津田ファミリークリニック、医療法人竹田胃腸科外科医院、医療法人そんじん会伊

勢志摩腎クリニック松阪分院、橋本クリニック、若草台内科眼科外科クリニック、石垣クリック、奈良クリニック、中岡クリニック、新倉敷メディカルスクエ

ア、大宮セントラルクリニック、こうち医院、医療法人いぶき会 小倉医師会通りクリニック、医療法人社団仁和会 辻クリニック、かとうクリニック、高岡駅

南クリニック、医療法人 肛門外科 渡辺医院、つちばし診療所、医療法人社団俊幸会 中川外科胃腸科、アビエスクリニック、ひろつおなかクリニック、医療法

人社団ゆずりは永田外科胃腸内科、医療法人 こんどうクリニック、秋田往診クリニック、（医）北村診療所、きはらクリニック、医社）章孝会 もみやまクリ

ニック、タカダ医院、医療法人社団 新秋津前村クリニック、聖心美容外科 東京院、マツバクリニック、医療法人社団 城原胃腸科整形外科、医療法人 清水外

科胃腸科医院、岩内大浜医院、おのクリニック、高松刑務所、医療法人 羽賀心臓血管外科クリニック、医療法人 清風会 吉田医院、大森内科ハートクリニッ

ク、医療法人 宇都宮クリニック、はぶクリニック、小川メディカルクリニック、八屋第一診療所、大沼田メディカルクリニック、国立ハートクリニック、医療

法人社団 公章会 五十嵐クリニック、医療法人社団 いとう肛門科医院、医療法人宏仁会メディカルシティ東部病院、医療法人社団 光風会 善利クリニック、柴

垣外科医院、小堀クリニック、石井クリニック、一般社団法人巨樹の会 新武雄病院、新京都南病院、赤碕診療所、医療法人 明徳会 新都市病院、医療法人仁和

会 島崎外科医院、医療法人社団隆恵会 わだ内科外科クリニック、たけひさ医院、津田クリニック、こが内科外科クリニック、高橋医院、ほしやクリニック、

医療法人 林外科医院、須藤医院、さきたクリニック、にしわき消化器内科・外科クリニック、篠永医院、森田クリニック、豊永医院、いよべクリニック、楽ク

リニック、医療法人社団銀河 雫石大森クリニック、医療法人芳龍会 千田医院、西蔭メディカルクリニック、医療法人社団グリーン会 森本クリニック、今成医

院、青木診療所、万々クリニック、藤田外科・整形外科、吉永外科医院、医療法人 信愛会 重松クリニック、林外科医院、菅典道クリニック、海の里クリニッ

ク、医療法人 維誠会 金子医院、関医院、菅沼三田診療所、港南中央医院、あさひクリニック、医療法人大津胃腸科肛門科クリニック、島野医院、いがわ医院、

医療法人オムニス 久保田クリニック、医療法人社団 晃輝会 井の頭通りこう門科胃腸科、広島刑務所、今井内科 大腸肛門クリニック、福山市民病院附属加茂

診療所、守谷メディカルクリニック、まちの胃腸科外科、中澤ウィメンズライフクリニック、香貫医院、なかむらクリニック、手塚クリニック、桐生クリニッ

ク、松田外科胃腸科医院、すずかけの木クリニック、大町内科外科クリニック、双美会 クリニック田畑、新宿センタービルクリニック、千歳駅北クリニック、

医療法人社団 桂樹会 吉田クリニック、新札幌乳腺クリニック、医療法人社団 なかつぼクリニック、呼続外科、富沢南とだクリニック、医療法人社団 北碩会 

北の台クリニック、医療法人西野医院、きくた肛門科、医療法人 玄和会 ひまわり A クリニック、広島マーククリニック、窪田クリニック消化器科・外科・肛

門科、医療法人社団 とよさわクリニック、医療法人 クリニック岡田、医療法人財団愛生会浜野クリニック、医療法人服部会 服部外科胃腸科医院、医療法人社

団 大誠会 大垣北クリニック、医療法人社団 上西外科クリニック、かんやまクリニック、原田乳腺クリニック、医療法人社団恵比寿光知会 東肛門科胃腸科ク

リニック、水入クリニック、医療法人栄志会 津田クリニック、みやかわ内科・外科クリニック、森本医院、重村医院、大沢ハートクリニック、いのうえ診療所、

希望ヶ丘ひきクリニック、医療法人 高井医院、番の州ハピネスクリニック、たかはし乳腺消化器クリニック、いでいクリニック、医療法人篤靜会 谷川記念病

院、佐藤外科内科胃腸科クリニック、菊地医院、さとうクリニック、大学橋ファミリークリニック、医療法人 田嶋会 田嶋外科内科医院、石川県予防医学協会 

予防医学クリニック、医療法人 柳川滋恵会 甲斐田医院、医療法人 細野医院、ほり医院、医療法人社団 曽山医院、小林医院、医療法人よしおか医院、医療法

人 多喜会 伊藤外科乳腺クリニック、医療法人社団 高田医院、医療法人明和会 たまき青空病院、医療法人聖医会 ことうだ腎クリニック、港北肛門クリニッ

ク、医療法人社団 四つ葉会 ゆりのきクリニック、医療法人社団 出雲中央クリニック、しもざとクリニック、岩崎医院、医療法人社団三康会 得能クリニック、

近藤外科消化器科医院、田淵クリニック、医療法人碧会 高山クリニック、医療法人 根本外科胃腸科医院、（医）健心会 えんどうクリニック、山本医院、医療

法人 古市外科胃腸科医院、医療法人社団正芳会 細野医院、榴岡わたなべクリニック、医療法人勇知会 多島外科胃腸科、おばら消化器・肛門クリニック、医療

法人 野崎クリニック、医療法人 国府クリニック、医療法人本郷会 吉田医院、山岸クリニック、船橋肛門・胃腸クリニック、寺田クリニック、医療法人社団 栄

心会 田辺胃腸科、医療法人財団今井会 足立病院 沢井記念乳腺クリニック、医療法人緑風会 岡山大福クリニック、医療法人社団清仁会 足立中央クリニック、

星野胃腸クリニック、医療法人 阿部外科胃腸科医院、医療法人社団なごみ会つかさクリニック、椿診療所、医療法人社団恒久会 中前外科医院、鹿児島三井中

央クリニック、石川医院、医療法人 堀江クリニック、外田医院、神吉外科内科、清松クリニック、ふかさわ消化器科・内科、ほりえ医院、医療法人 喜水会 仁

尾外科クリニック、マイクリニック、医療法人社団楽美会 樫村胃腸科外科、久我山クリニック、岡﨑クリニック、あおなみクリニック、長田医院、渚クリニッ

ク、医療法人社団一郎会 狩野外科医院、むぎくら診療所、三河乳がんクリニック、医療法人社団周駒会 井上外科内科医院、医療法人メディカルキューブ平井



 

外科産婦人科、医療法人社団 藤澤心臓血管クリニック、西の原野中医院、医療法人翼望会 長島医院、しまむらクリニック、安井クリニック、東京ヴェインク

リニック、医療法人社団 そらち乳腺・肛門外科クリニック、汐留みらいクリニック、田中クリニック、ますだ乳腺・甲状腺クリニック、きりやまクリニック、

医療法人せきね医院、医療法人社団片岡医院、打波外科胃腸科、土屋医院、医療法人社団 矢ヶ崎外科医院、くしもと町立病院、ひろまさ会 谷本クリニック、

井関医院、須田診療所、医療法人 佐藤是医院、医療法人 おおた胃腸科Ｓクリニック、久保外科医院、一志胃腸科クリニック、医療法人社団健栄会 宮前平健栄

クリニック、大川胃腸科外科、荒川外科肛門科医院、医療法人圭光会松尾医院、上野醫院、山口クリニック、医療法人 こいずみクリニック、医療法人北翔会 北

畠外科胃腸科医院、医療法人社団赤碕内科外科クリニック、高田外科胃腸科内科、医療法人鉄蕉会亀田総合病院附属 幕張クリニック、月見の里・消化器内視鏡

クリニック、医療法人 狩野外科医院、三軒茶屋はやかわクリニック、医療法人 偕行会 大山クリニック、ゆうあいクリニック、埼友クリニック、越谷泌尿器

科・内科、門田外科医院、かまだクリニック、吉實クリニック、のざきクリニック、医療法人喜進会 堺京町・ヒロ・クリニック、有木医院、みうらクリニック、

医療法人社団順孝会 なかむら内科消化器クリニック、医療法人社団究元会 山野医院、田中クリニック、渡辺クリニック、医療法人 三島クリニック、二の宮越

智クリニック、医療法人社団 松福会 伊藤クリニック、医療法人社団俊雄会三枝クリニック・肛門科、医療法人 榎本医院、医療法人徳真会 西村クリニック、

くわばら医院、医療法人 西長堀医院、医療法人 鎌田医院、剛医院、医療法人社団八重洲センタークリニック、（医）竹中消化器科・外科クリニック、医療法

人 一色診療所、あおやま胃腸内科外科、医療法人社団 平井外科胃腸科医院、医療法人 仁丹医院、高橋クリニック、医療法人社団 岡村医院、ながのクリニッ

ク、医療法人 下肢静脈瘤研究会 坂田血管外科クリニック、井上胃腸科肛門科クリニック、医療法人 はまなかクリニック、堀胃腸科外科、重光クリニック、医

療法人 めらクリニック、医療法人 吉祥寺クリニック、いとう新検見川クリニック、森田クリニック、医療法人社団豊友会 豊泉胃腸科外科、津山第一クリニッ

ク、医療法人 桜優会 元郷医院、医療法人シンフォニア かわすみクリニック、土井外科、医療法人サンアイ 三愛熊谷医院、小助川ファミリークリニック、医

療法人社団秀和会 野村医院、船橋中央クリニック、医療法人敬成会 村井胃腸科外科クリニック、岡田クリニック、医療法人清仁会 シミズ医院、保坂クリニッ

ク、けいだクリニック、おくむら大腸肛門クリニック、山田クリニック、医療法人共和会 共立外科内科、佐藤内科外科クリニック、川渕医院、おぐり胃腸肛門

科、ただともひろ胃腸科肛門科、医療法人 上野会 上野クリニック、遠藤クリニック、医療法人 原クリニック、大滝クリニック、新田クリニック、勝海外科、

医療法人 やすだ医院、あんどう乳腺クリニック、清風台クリニック、崎浜胃腸科医院、医療法人秀香会 山本クリニック、つくしクリニック、医療法人 福嶋外

科小児科医院、医療法人社団七海会 内田医院、医療法人社団 康仁会 猪島医院、医療法人 赤司消化器クリニック、むらおかクリニック、やまなクリニック、

国分なかむらクリニック、医療法人健葉会 さとう消化器・大腸肛門クリニック、おがたクリニック、古家医院、岩垂純一診療所、静脈瘤クリニック・村木外

科、泰山会 石井外科医院、藤家クリニック、医療法人社団もかほ会 武蔵村山さいとうクリニック、医療法人社団 まえだ整形外科外科医院、瀬原田クリニッ

ク、立花クリニック、そうのクリニック、大石木幡医院、高橋医院、見前ファミリークリニック、医療法人福慈会 福西胃腸科外科、いのうえ医院、医療法人社

団 小林整形外科・外科、医療法人社団葵メディカル ふるかわ北安東クリニック、医療法人泰仁会 森川クリニック、臼杵わかばクリニック、小林外科内科、特

定医療法人 平成会病院、あさのクリニック、やまだクリニック、松崎智彦診療所、いしもとクリニック、医療法人社団健成会 原田医院、牟礼の里クリニック、

医療法人 永済会 永田医院、医療法人 土屋外科内科医院、学園橋クリニック、三宅医院、医療法人時任会 ときとうクリニック、医療法人社団 美誠会 板橋宮

本病院、けやきクリニック、医療法人 山田外科内科、医療法人社団汎愛堂 小松外科胃腸科、医療法人 富士見会 ミヤ健康クリニック、医療法人社団修林会 大

手町アビエスクリニック、練馬光が丘病院、常田内科外科整形外科、まつもとクリック、あべの松井クリック、医療法人 力武クリニック、宮城刑務所、医療法

人社団望洋会 のぞみ記念 下田循環器・腎臓クリニック、医療法人隆盛会河野医院、清水中央クリニック、斎藤外科胃腸科医院、やまもと消化器内科クリニッ

ク、医療法人エムアンドエム会 野呂医院、国立病院機構 岡山市立金川病院、医療法人 真愛会 うちの小児科小児外科、イーストメディカルクリニック、古妻

クリニック、医療法人さくらクリック、医療法人萌永会 アイランドタワークリニック、医療法人社団おなか会 おなかクリニック、松澤外科医院、ゆたか外科、

医療法人木下同仁会 木下医院、どいこどもクリニック、山本整形外科・循環器科、いわしたクリニック、寺嶋医院、クリニックヨコヤマ、島田外科医院、こう

の医院、クレモト外科、歌田乳腺・胃腸クリニック、大貫診療所、西新橋みむろクリニック、医療法人山崎医院やまざきクリニック、医療法人社団アイディー

エスじぶクリニック、大石医院、ふじさわクリニック、井上クリニック、医療法人社団 斗南堂 八王子クリニック、医療法人仁知会小川医院、クリニック コス

モス長野、ニコタマ大腸・肛門クリニック、金子メディカルクリニック、公益財団法人ちば県民保健予防財団総合健診センター、医療法人社団 弘仁勝和会 ふ

じよしだ勝和クリニック、東村山診療所、医療法人社団光正会わたなべクリニック、医療法人岡原クリニック、医療法人社団銀杏会 中村胃腸科内科医院、医療

法人 桃和会 うえのクリニック、医療法人 よしたかクリニック、医療法人社団下関さくらクリニック、社会医療法人 関愛会 訪問診療クリニックのぞみ、医療

法人菊栄会 中村クリニック、医療法人 岩崎医院、辻仲つくば胃腸肛門クリニック、アイエムクリニック・安城、清保医院、医療法人 明楽会 くまクリニック、

医療法人社団 藤田クリニック、医療法人社団つかさ会尾原病院、医療法人社団 弘仁勝和会 沼津勝和クリニック、のがたクリニック、腎愛会だてクリニック、

医療法人 社団 一真会 川人外科内科、医療法人高田外科、山田クリニック、医療法人社団 明友会 澄川たかだ皮フ科クリニック、医療法人社団 仁泉会 瀬戸本

医院、国保金ヶ崎診療所、ひらいクリニック、新居クリニック、医療法人 金島胃腸科外科、医療法人社団エターナルウッド会 森永胃腸科外科、医療法人ユア・

メディック よりしま内科外科医院、潮見クリニック、乳腺クリニック ブレスティア たまプラーザ、さとうクリニック、つねおかクリニック、なかしま大腸・

肛門外科クリニック、美郷台木内クリニック、医療法人 福甲会 やました甲状腺病院、白山クリニック、医療法人 関湊記念会クリニック、オアシス第二病院、

医療法人秀裕会 かんやまクリニック、広島大腸肛門クリニック、ますだクリニック、杏月会 堀江医院、おくずみ医院、医療法人慈愛会 勝田胃腸内科外科医

院、たかばやし胃腸科クリニック、新百合ヶ丘総合病院、疋田医院、はなクリニック、今村血管外科クリニック、医療法人社団函館敬愛会好和会クリニック、

まきの外科胃腸科診療所、野里門クリニック、よしざわ消化器乳腺クリニック、坂の下クリニック、医療法人社団 深見台中央医院、中村外科医院、医療法人 

弘善会 弘善会クリニック、高橋クリニック、小川クリニック、長谷川クリニック、医療法人社団煌和会 國分クリニック、白川クリニック、岡村胃腸クリニッ

ク、国民健康保険勝浦診療所、医療法人社団東鳩会久保クリニック、戸塚ロイヤルクリニック、くずしまクリニック、樂々堂整形外科、医療法人社団 真部クリ

ニック、医療法人社団開雲堂 上野毛あだちクリニック、医療法人 真和会 とくだクリニック、さくらいクリニック、柿沼クリニック、ひなが胃腸内科・乳腺外

科、大腸肛門科 仙台桃太郎クリニック、羽田バス通りクリニック、東大阪市荒本平和診療所、むらた日帰り外科手術・WOC クリニック、渡邉内科外科クリニッ

ク、西井外科胃腸科、医療法人圭友会 浜松オンコロジーセンター、たかせ胃腸内科クリニック、医療法人 祐弘会 南山田クリニック、樋口医院、医療法人社団

石川外科胃腸科医院、高杉クリニック、医療法人中村医院、亀田クリニック、ツゲ医院、医療法人社団 湘南斉藤クリニック、たつみクリニック、医療法人社団 

笹生循環器クリニック、かわぐちクリニック、桑名南医療センター、岩手県立磐井病院付属花泉地域診療センター、日高大腸肛門クリニック、城クリニック、

村田外科胃腸科、つぢ肛門科、浜野クリニック、医療法人社団浩邦会代官山内科外科クリニック、医療法人社団加藤外科内科医院、川崎高津診療所、医療法人

静悠会、吉岡医院、医療法人社団森と海東京 東京蒲田病院、さはらファミリークリニック、カワムラヤスオメディカルソサエティ河村病院、医療法人弘和会 

いわさきクリニック、医療法人翔久会つばさクリニック中野セントラルパーク、医療法人俊弘会 室谷クリニック、荒井胃腸科外科医院、リボン・ロゼ田中完児

乳腺クリニック、小村肛門科医院、医療法人 大森医院、森外科医院、医療法人 小林クリニック、いど胃腸科クリニック、公益社団法人地域医療振興協会 伊豆

今井浜病院、医療法人社団鳳達会 萩野クリニック、マイクリニック大久保、腎健クリニック、下田メディカルセンター、岩手県立中央病院付属紫波地域診療セ

ンター、黒滝村国民健康保険診療所、なかがわクリニック、やつぎ外科内科クリニック、医療法人社団 四葉会 瀧口クリニック、青木中央クリニック、石橋ク

リニック、つきやまクリニック、医療法人 上原クリニック、青木医院、伊佐治医院、山東クリニック、ヤノ肛門外科クリニック、ナグモクリニック名古屋、医

療法人社団 仙石原永井医院、たんぽぽクリニック、関谷医院、医療法人ガクト会 ナグモクリニック大阪、医療法人社団 奥平外科医院、鴎友会 白鴎医院、お

おかど循環器科クリニック、横浜グリーンクリニック、こば消化器・乳腺クリニック、社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷あびこ病院、医療法人 成信会 さくら

病院、伊藤診療所、正木医院、あさかぜ診療所、山崎外科内科、とやまクリニック、医療法人社団金尾医院、医療法人健優会 マンモプラス竹尾クリニック、ウ

エノスキンサポートクリニック、嶋医院、井関クリニック、うすきクリニック、なかじま胃腸クリニック、医療法人二天会久保こう門胃腸科クリニック、かた

ぎりクリニック、厚生連クリニック、医療法人仁徳会河村メディカルクリニック、ひろせ内科外科クリニック、医療法人 順守会 千代田医院、医療法人 恵愛会 



 

ヨゼフクリニック、医療法人永寿会三須医院、ひろせクリニック、柿田医院、医療法人社団 豊生会 東雁来すこやかクリニック、医療法人洋和会 水沼医院、医

療法人 片山医院、いとうクリニック、むらやま外科クリニック、山手クリニック、清名台外科、溝の口慶友クリニック、医療法人 社団 新東会 横浜みのるク

リニック、風の街 よしだ外科・内科クリニック、医療法人 静かな凛脈の会 まつもとデイクリニック、遠藤クリニック、雄武町国民健康保険病院、社会福祉法

人 福医会 さいかいクリニック、徳田・馬場クリニック、（医）山内クリニック、医療法人サンプラザ 新札幌循環器病院、神楽坂ディーエスマイクリニック、

山手ささきクリニック、十勝いけだ地域医療センター、医療法人財団関城会淀縄医院、医療法人 大和会 西条ときわクリニック、たけだクリニック 整形外科・

内科、ＯＨＡＲＡ ＭＡＫＯＴＯ消化器・肛門外科クリニック、さとうファミリークリニック、多度津 三宅病院、川本胃腸内科外科、鈴鹿クリニック、ゆうほ

くクリニック、かねこ大腸肛門クリニック、田島外科、新宿外科クリニック、医療法人社団 テイ医院、そのだ内科外科クリニック、医療法人社団貴風会 なか

ざわクリニック、杉本医院、湘南台宮治クリニック、医療法人社団まりも会ヒロシマ平松病院、高石藤井心臓血管病院、青地うえだクリニック、鬼子母神診療

所、多可町立松井庄診療所、三折堂いがらし医院、医療法人社団 葵会 AOI 国際病院、山本外科胃腸科医院、医療法人 桂木クリニック、医療法人社団 容生会 

ようせいクリニック、医療法人社団 容生会 増田クリニック、いらはクリニック、安田医院、医療法人 三木外科・内科、福田肛門外科医院、北青山Ｄクリニッ

ク、医療法人杉村会杉村病院、セントラルパーククリニック、いけだクリニック、医療法人 緑陽会 緑ヶ丘クリニック、慈正会松本クリニック、四国こどもと

おとなの医療センター、岩藤胃腸科外科歯科クリニック、ブレストクリニック立川、医療法人 うのクリニック、長田クリニック、晃成会クリニック、医療法人

社団敬寿会 わらび北町病院、医療法社団 小花会 まちだケアクリニック、東京都がん検診センター、医療法人社団矢野外科医院、いわた血管外科クリニック、

ひろしま駅前乳腺クリニック、いぬいクリニック、財団法人山梨整肢更生会中村外科医院、小垣江にしおクリニック、小林内科外科医院、水田乳腺クリニック、

寺尾クリニック、医療法人社団若葉会 高重記念クリニック、岡部医院、米田胃腸科外科、レッツ大腸肛門クリニック、長束クリニック、そらの内科肛門外科ク

リニック、西沢クリニック、医療法人社団 啓仁会 安藤クリニック、八木医院、医療法人社団 藤本外科胃腸科肛門科クリニック、田沢医院、医療法人社団 中

央みなと会 中央みなとクリニック、みわ記念病院、さかねクリニック、さいとう内科外科クリニック、近藤クリニック、河崎外科胃腸科、医療法人社団曽木会 

高野原曽木医院、（医療法人）太子会 おおしろクリニック、医療法人博友会ほうせんかクリニック、（医）速医会 堀口クリニック、あおば内科・総合診療ク

リニック、医療法人見宜堂 梅田血管外科クリニック、みずほ通りクリニック、医療法人 松本ファミリークリニック、社会医療法人弘道会 寝屋川生野病院、心

臓・ 血圧 満天クリニック、まつむら胃腸科クリニック、名古屋血管外科クリニック、岡本外科クリニック、医療法人いずみ会 内本外科内科診療所、北播磨総

合医療センター、つくしクリニック、湘美会湘南美容外科クリニック立川院、医療法人社団田渕医院、まみ皮フ科クリニック、線崎外科胃腸科クリニック、医

療法人清涼会 いきめ大腸肛門外科内科、相馬胃腸科医院、医療法人社団 苓仁会 酒井外科・内科医院、わかやまクリニック、細川内科外科眼科、木野東クリニ

ック、ゆりあファミリークリニック、中上クリニック、志木大腸肛門クリニック、医療法人社団東雲会 兒玉医院、札幌静脈瘤クリニック、しまむら外科内科、

初台あらいクリニック、のじまバスキュラーアクセスクリニック、薬師堂診療所、社会医療法人天神会 新古賀クリニック、坂田肛門科医院、打瀬並木道クリニ

ック、おなかとおしりの桜井クリニック、医療法人 江の浦医院、医療法人社団翔久会つばさクリニック セレオ八王子、わたなべクリニック、白波瀬医院、医

療法人小野外科 小野外科内科、赤南診療所、医）玉井外科・整形外科、医療法人三徳会東医院、医療法人社団みとし会 クニタクリニック、岡外科胃腸科医院、

医療法人社団 聖心会 加賀谷正クリニック、医療法人 白洋会 貴志クリニック、増沢クリニック、なかのクリニック、All About Breast 乳腺外科クリニック、

医療法人いずみ会 三宅内科外科医院、上野医院、医療法人源勇会 枝國医院、幸田医院、芝大門いまづクリニック、桝谷胃腸科内科クリニック、ファミリーク

リニック成島、医療法人社団富士岡秋山医院、よしとみクリニック、医療法人池満会 ながすクリニック、二階堂医院、つづきクリニック、林外科医院、医療法

人 伊勢宮胃腸外科、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、根本医院、平井クリニック、医療法人 羽山クリニック、医療法人社団

川満惠光会川満外科、かしまなだ診療所、富山市・医師会急患センター、医療法人政秀会肛門科安藤外科、医療法人社団 顕彬会 伊藤外科内科医院、医療法人

前田クリニック サホロクリニック、医療法人双福会伊藤医院、鳥海ペインクリニック、昭和大学江東豊洲病院、医療法人 鶏頭会 安藤クリニック、向ヶ丘胃

腸・肛門クリニック、にしだクリニック新橋、関沢クリニック、医療法人 優心会 渡辺外科、緑慈会 木村クリニック、医療法人社団 高橋胃腸科医院、北仙台

診療所、いはら内科外科クリニック、医療法人北里外科肛門科クリニック、埼忠禎会 愛クリニック、福山夜間成人診療所、友愛日進クリニック、二子玉川ブレ

ストクリニック、東京デイサージェリークリニック、やよいクリニック、かねしろクリニック、医療法人ちゃたに胃腸科外科、千葉大学大学院医学研究院総合

医科学講座 東千葉メディカルセンター、西新井大腸肛門科、医療法人青伸会近藤療院、香川乳腺クリニック、医療法人社団 及川医院、中居町クリニック、お

の肛門科胃腸科外科、稲山外科内科、安冨医院、宮古市国民健康保険川井診療所、横浜岡野町クリニック、東京保健生活協同組合鉄砲洲診療所、医療法人社団 

本間医院、医療法人 田中医院、七光台内科外科、ふるだて加藤肛門科・外科クリニック、池袋血管外科クリニック、東京ベイクリニック、林クリニック、医療

法人 健寿会 北條胃腸科外科、せしも胃腸肛門クリニック、吹田徳洲会病院、そよかぜ診療所、こにし内科・心臓血管クリニック、山本英博クリニック、ニュ

ーハート・ワタナベ国際病院、明石台整形外科、医療法人社団鼎会 三和病院、野北外科胃腸科医院、竹越内科クリニック、医療法人渓州会浜田医院、医療法人

前田クリニック、さくら美容クリニック、こうち静脈ケアクリニック、消化器内科 横浜むらきクリニック、こまつ外科内科クリニック、医療法人社団 朝日診

療所、くらみつ内科クリニック、医療法人 光貴会 しんいけクリニック、ばばクリニック、小島内科医院、かむら大腸肛門クリニック、医療法人社団 慈協会 

市原メディカルキュア、湘南かもめクリニック、小樽市立病院、くのう肛門胃腸クリニック、せとかいどう花井クリニック、二子クリニック、医療法人社団ア

キタケ外科医院、桃園公園クリニック、医療法人社団峰原会峰原坂診療所、みつみや大腸肛門クリニック、医療法人いながきクリニック、小木クリニック、相

模原ステーションクリニック、医療法人社団 文礼会 にしむら胃腸科・外科医院，親和クリニック新宿，岡島クリニック、北四番丁クリニック、ごんだクリニ

ック、南池袋パークサイドクリニック、長津田駅前胃腸内科、医療法人社団 森迫脳神経外科、帰巖会 みえ病院、医療法人社団鳳和会 船堀橋クリニック、医療

法人社団香友会富丘まごころ内科クリニック、医療法人 岩本内科医院、たなか乳腺・外科・内科クリニック、あらい脳神経外科クリニック、ふれあい鶴見ホス

ピタル、やすまクリニック、医療法人国分脳神経外科、医療法人社団 同仁会 一里山・今井病院、医療法人社団めぐみ会 かみやま脳神経クリニック、医療法人

社団吾勢会指田医院、医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院、医療法人風尚会やました医院、遠藤脳神経外科クリニック、外科内科脳神経外科山本クリニッ

ク、熊本託麻台リハビリテーション病院、戸田ファミリークリニック、晃友脳神経外科眼科病院、在宅診療敬二郎クリニック、坂井瑠実クリニック、札幌麻生

脳神経外科病院、志太記念脳神経外科、西田クリニック、青木医院、千歳脳神経外科、前田脳神経外科、築地神経科クリニック／東京ガンマユニットセンター、

鶴見脳神経外科、田代医院、島脳神経外科整形外科医院、北海道脳神経外科記念病院、北匠会札幌北脳神経外科、北腎会脳神経・放射線科クリニック、藍の都

脳神経外科病院、留萌セントラルクリニック、木沢記念病院・中部療護センター、医療法人社団ナーブ・ケア・クリニック、つねみ医院、そだクリニック、さ

ともとクリニック、医療法人三世会加藤医院、秋山脳神経外科・内科病院、美香保公園クリニック、おおすみ医院、こうの脳神経外科クリニック、春光会クリ

ニック、信愛会脊椎脊髄センター、仙石クリニック、松阪おおたクリニック、おりはた乳腺胃腸パラスクリニック、鈴木クリニック、山王メディカルセンター、

松田外科医院、諸國眞太郎クリニック、なんば坂本外科クリニック、コールメディカルクリニック広島、医療法人 伊奈胃腸科、たにむらクリニック、まさきフ

ァミリークリニック、宇都宮脳脊髄センター、みやうち医院、あけぼの診療所、奄美市住用国民健康保険診療所、板倉医院、船場医院大山、よしなかクリニッ

ク、ムラキクリニック、医療法人 さかきばらクリニック、やまさきクリニック、大見クリニック、牛山クリニック、山本クリニック、医）松添胃腸科外科 総

合診療クリニック、てらかたクリニック、しぶた乳腺クリニック、医療法人鉄蕉会 亀田京橋クリニック、呉記念クリニック、みなみ野循環器病院、南札幌脳神

経外科、深谷肛門科，星の岡心臓・血管クリニック、医療法人明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院、水谷脳神経外科クリニック、いわき草木台総合クリニック、

浅井外科・消化器科医院、佐伯市国民健康保険鶴見診療所、彦陽クリニック、青柳外科医院、医療法人恵周会竹内医院、医療法人社団緑清会 しのはらクリニッ

ク、あらいクリニック、島田内科クリニック、医療法人かむらクリニック、安田クリニック、ふくだクリニック、あすかクリニック愛西、フェニックス総合ク

リニック、ハルカス川崎クリニック、上野クリニック、公津の杜メディカルクリニック、新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院、医療法人 福命会 くず

は画像診断クリニック、中川医院、医療法人来香理会内科外科にいみ医院、桜セントラルクリニック、クリニックつしま、尾張西クリニック、あすかクリニッ

ク、金森医院、医療法人社団 林外科医院、なかむら外科内科クリニック、医療法人社団 余診療所、ゆうクリニック、医療法人 いちはらファミリークリニッ



 

ク、医療法人社団健診会 東京メディカルクリニック、医療法人社団 荘司外科、やまさき青山クリニック、天子田おぎそクリニック、医療法人 清友会 山田整

形外科胃腸科肛門科、春見あおいクリニック、セツルメント診療所、あかつきクリニック、岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi 外科クリニック、えのもとファ

ミリークリニック、東京中央下肢静脈瘤クリニック、深谷胃腸科外科、ひまわりクリニック、石川胃腸科医院、医療法人 河田外科形成外科、医療法人徳洲会 

茅ヶ崎徳洲会病院、医療法人沖縄徳洲会 武蔵野徳洲会病院、医療法人社団 樹良会 高亀医院、中村クリニック、福島医院、港北ハートクリニック 内視鏡セン

ター、みはらえきまえクリニック 血管外科・胃腸内科、薬院血管外科クリニック、高野橋医院、公立西知多総合病院、あけの胃腸内科乳腺クリニック、いでぐ

ち医院、のぞえコロンクリニック、医療法人社団 みやざき外科・ヘルニアクリニック、生駒市立病院、浦島メディカルクリニック、千住博内科、医療法人大滝

大腸肛門クリニック、聖ローザクリニック、隅田幸男クリニック、神奈川県厚生農業協同組合連合会 JA 健康管理センターあつぎ、安藤医院、三愛クリニック、

東京血管外科クリニック、医療法人社団 原医院、医療法人 野崎医院、胃腸内科・下肢静脈瘤 森末クリニック、新岩国外科内科医院、相生胃腸科外科クリニッ

ク、メディカルプラザ市川駅、松岡救急クリニック、中井医院、むた ほとめき クリニック、どうファミリークリニック、やまもと内科・外科クリニック、医

療法人徳洲会 成田富里徳洲会病院、医療法人 竹内外科胃腸科、やのファミリークリニック、すずきメディカルクリニック、西寺方医院しらゆり皮膚科整形外

科青山医院、おにしクリニック、籐杏会四ツ山クリニック、医療法人ふなびきクリニック、ふらてクリニック、ラシバヤクリニック、医療法人社団愛生会 上里

医院、医療法人社団 森クリニック、東京外科クリニック、医療法人社団康幸会 かわぐち心臓呼吸器病院、医療法人いとうクリニック、愛北ハートクリニック、

土井クリニック、上尾メディカルクリニック、医療法人三宅会 三宅会グッドライフ病院、医療法人景雲会 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院、びろうの樹

脳神経外科、医療法人宏英会 吉田医院、医療法人社団武蔵野会 TMG 宗岡中央病院、牟礼高山診療所、青山整形外科クリニック、南魚沼市民病院、医療法人社

団彩新会 テレコムセンタービルクリニック、ふじたクリニック、国立ガーデンクリニック、医療法人微笑会田畑クリニック、医療法人社団 聖桜会 須田メディ

カルクリニック、たいらクリニック、大阪肛門科診療所、保内郷メディカルクリニック、岩瀬外科内科、あつた神宮東クリニック、ナグモクリニック福岡、医

療法人社団宮崎会木挽町医院、こいけクリニック、池袋医院、ばばブレストクリニック、村谷胃腸科医院、千葉静脈瘤クリニック、ふじたクリニック、ほしの

内科・胃腸科クリニック、東京保健生活協同組合 根津診療所、ららぽーと横浜クリニック、松本皮膚科形成外科医院、医療法人博雅会田中医院、医療法人 悠

和会 浜中医院、うちやまクリニック、はえうち診療所、医療法人山内循環器クリニック、こじま肛門外科三宮フラワーロード診療所、医療法人社団 静美心会 

ラ・クリニカ シズオカ、豊島園大腸肛門科、蓮田外科、医療法人 勝本外科日帰り手術クリニック、南小岩クリニック、池田外科医院、医療法人社団 石川記念

会 新宿石川クリニック、医療法人 中根産婦人科、新都心肛門クリニック、草加グリーンクリニック、あおき・まるやまクリニック、湘南藤沢心臓血管クリニ

ック、東京シティクリニック両国、医療法人 榊原クリニック、医療法人はまなす 篠路はまなすクリニック、船橋静脈瘤クリニック、津みなみクリニック、医

療法人社団なのはな会幕張本郷クリニック、医療法人社団健高会 いがらし胃腸科内科クリニック、ニセコ脳神経外科、ふじもり医院、武田ハートクリニック、

医療法人初音会 さとうクリニック、医療法人社団 真佑会 旭川消化器肛門クリニック、今伊勢よしかわクリニック、東京トータルライフクリニック、天満中村

クリニック、いとうクリニック、うぬま東クリニック、王子クリニック、やましたクリニック、たかやま肛門・胃腸・外科クリニック、東京女子医科大学附属

成人医学センター、医療法人木島医院一番町きじまクリニック、シモキタクリニック、札幌フィメールクリニック、小杉内科ファミリークリニック、医療法人

社団翼 たてのクリニック、医療法人 良仁会 西村外科、医療法人 社団 博和会 斉藤おとなアンドこどもクリニック、土橋医院、医療法人社団 斎藤医院、廣本

クリニック、くろき医院、田山メディカルクリニック、かどた医院、乳腺クリニック長瀬外科、ひびのクリニック、座間総合病院、くりたクリニック、土屋医

院、ササキメディカルクリニック、医療法人松浦医院、人形町乳腺クリニック、北仙台はせがわクリニック、かもりクリニック、服部クリニック、医療法人社

団一眞会 佐々部医院、医療法人社団石坂脳神経外科、あいみるクリニック、小豆島中央病院、医療法人社団緑風会山下診療所、きづきクリニック、美郷町国民

健康保険南郷診療所、とくいクリニック、藤田外科、医療法人ミナミ 南クリニック胃腸肛門科、医療法人 仁雅会 畑川クリニック、社会医療法人愛仁会しんあ

い病院、鴻巣血管外科クリニック、下北沢病院、南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター、医療法人信誠会ゆうクリニック、医療法人いわみ肛門クリニッ

ク、医療法人順英会 太田なごやかクリニック、医療法人 清須呼吸器疾患研究会 はるひ呼吸器病院、宮本医院、とうじま内科・外科クリニック、小倉下肢静脈

瘤クリニック、広島みなとクリニック、東伊興クリニック、福山市医師会健康支援センター、柴崎外科医院、あじさいクリニック乳腺外科、しらさきクリニッ

クハートセンター、おさかクリニック、医療法人はまなす はまなす医院、医療法人博優会 大森クリニック、高橋クリニック、札幌ススキノ病院、練馬駅前内

視鏡・乳腺クリニック、和久田クリニック、もとまちクリニック、南越谷たかせクリニック、やまもとクリニック、医療法人 筒井医院、自由が丘みきブレスト

クリニック、医療法人社団 おおいまち消化器外科クリニック、みぞぶちクリニック、東京中央美容外科仙台下肢静脈瘤クリニック、大倉消化器科外科クリニッ

ク医療法人 平成博愛会 印西総合病院、加古川中央市民病院、亀戸水神森クリニック、あさのクリニック、豊洲佐藤クリニック、川崎胃腸科外科医院、はせ川

外科、神戸マリナーズ厚生会 ポートアイランド病院、松井診療所、山田英明下町クリニック、医療法人俊生会田中外科医院、医療法人社団嘉祐会 池上ホーム

クリニック、恵比寿門脇ブレストクリニック、矢ヶ部医院、医療法人有心会おおぞねメディカルクリニック、医療法人有心会愛知クリニック、医療法人有心会

あつみメディカルクリニック、神戸三宮静脈瘤クリニック、華岡青洲記念 心臓血管クリニック、医療法人敬仁会なかのクリニック、葵クリニック西岡崎、蒲郡

クリニック、相生会 福岡みらい病院、独立行政法人国立病院機構西群馬病院、金町成人病クリニック、クリニックいちょう、市原胃腸科・外科、横浜静脈瘤ク

リニック、池袋ガーデンクリニック、ひらた中央病院、ひろ乳腺クリニック、医療法人スミヤ角谷整形外科病院、副島整形外科クリニック、西堀形成外科、に

しほりクリニックなかい内科血管外科クリニック、医療法人若葉会 淀川若葉会病院、鶯宿温泉病院、しみずファミリークリニック、マリーゴールドクリニッ

ク、西記念神戸アカデミアクリニック、いとう王子神谷内科外科クリニック、医療法人 八千代会 八千代病院、医療法人社団 蘇春堂形成外科、こやまクリニッ

ク形成外科美容センター、医療法人社団八九十会 高月整形外科病院、医療法人 太田形成外科クリニック、ヴェリテクリニック名古屋院、医療法人良和会 高井

クリニック、天白宮田クリニック、日立造船健康保険組合因島総合病院、医療法人社団 いちだクリニック、医療法人社団洛和会 洛和会音羽記念病院、医療法

人社団心紲会 東京イセアクリニック銀座院、ふじみ野血管外科・内科クリニック、渋谷高野美容医院、医療法人社団慶光会 大城クリニック、医療法人 冨士森

形成外科医院、枚方下肢静脈瘤スキンクリニック、なかクリニック、医療法人社団弘生会 三軒茶屋第二病院、乳腺レディースクリニック越谷、革島クリニッ

ク、医療法人社団孝良会井上クリニック、柿崎クリニック、ながしまクリニック、おおすぎハツノ内科クリニック、医療法人社団根本医院、仲町台駅前まつの

ぶクリニック、医療法人茂桂会 上田外科、特定医療法人五仁会 住吉川病院、吉田クリニック、多可町国民健康保険八千代診療所、ひろクリニック、医療法人 

彦坂医院、越前外科内科医院、医療法人社団 仁寿会 中村病院、田無循環器クリニック、医療法人 明徳会 十全記念病院、医療法人社団博仁会山道医院、なが

たクリニック、医療法人あさま会リサーチパーククリニック、財団法人山梨整肢更生会 富士温泉病院、医療法人社団 千秋会 田中脳神経外科病院、医療法人社

団 石田外科、有馬医院、医療法人社団正賀会代々木山下医院、医療法人文正会 須恵外科胃腸科医院、姫路市国民健康保険家島診療所、前川クリニック、公益

財団法人東京都予防医学協会保健会館クリニック、城端理休クリニック、あさぬま医院、社会医療法人禎心会 さっぽろ北口クリニック、町立信越病院、医療法

人藤井会香芝生喜病院、横濱おなか診療所、アルト新橋胃腸肛門クリニック、ハートクリニック牧の原、斉藤外科医院、明芳外科リハビリテーション病院、医

療法人相生会ピーエスクリニック、櫻井外科・胃腸科・整形外科、中村クリニック、小林胃腸科肛門科医院、まつもと心臓血管外科クリニック、津田沼血管ク

リニック、医療法人社団 とうげ外科胃腸科、特定医療法人社団 潤恵会 敬仁病院、医療法人 南さつま中央病院、神戸大学医学部附属国際がん医療・研究セン

ター、島の病院おおたに、医療法人社団 松永クリニック、医療法人社団柴沼会 五十畑クリニック、医療法人社団恵明会 四方医院、医療法人正風会春日クリニ

ック、医療法人玉心会 鹿嶋ハートクリニック、城山公園すずきクリニック、医療法人川原クリニック、医療法人鴻鵠会 岡外科胃腸肛門科、きむら内科外科ク

リニック、千賀内科外科クリニック、医療法人恵友会 内藤病院、医療法人社団 恵仁会 三愛病院、医療法人中村会 中村外科医院、医療法人聖陵会 聖陵岩里病

院、岡山形成外科、医療法人雄心会 青森新都市病院、湘南美容外科クリニック 新宿本院、はかた外科胃腸科、てとあしの血管クリニック東京、尾張健友会 千

秋病院、医療法人盛和会 神代医院、医療法人 庄正会 蜂須賀病院、おおはしこどもクリニック、目黒外科、永平寺クリニック、神崎外科クリニック、茨城県立

医療大学付属病院、ヴェリテクリニック 福岡、うれしのふくだクリニック、きたやま胃腸肛門クリニック、医療法人長清会 長岡医院、つくばハートクリニッ

ク、医療法人桜来会 きむらクリニック、福王台外科内科、新鎌ヶ谷北口クリニック、中安外科医院、医療法人社団 くぼクリニック、佐藤内科外科医院、医療



 

法人フェリーチェ 錦ケ丘ヒルズクリニック、吉邑クリニック、立川静脈瘤クリニック、北千住静脈瘤クリニック、やすい医院、医療法人社団 弘愈会 ひまわり

クリニック、かわもと医院、なかの外科クリニック、上高田クリニック、植木外科クリニック、医療法人 弘智会 井原第一クリニック、栄宏会小野病院、横浜

青葉そけいヘルニア・外科クリニック、医療法人社団 功和会 平野クリニック、海風クリニック、いしづか乳腺外科クリニック、山下消化器外科クリニック、

大久保内科外科（内視鏡）クリニック、東山かわぐちクリニック、あいちハートクリニック、西新宿きさらぎクリニック、多治見クリニック、医療法人 清原皮

膚科、ふゆひろクリニック、医療法人 朋山会 山田医院、武内クリニック、王子クリニック、医療法人社団恵美会 キノメディッククリニック、みついわクリニ

ック六角橋、すずきクリニック、桂クリニック、医療法人社団 誠仁会 みはま佐倉クリニック、医療法人社団 誠仁会 みはま成田クリニック、医療法人社団 誠

仁会 みはま香取クリニック、世田谷下肢静脈瘤クリニック 東京中央美容外科、大堀ＩＢＤクリニックＣＡＢＧ、新横浜美容外科クリニックＣＡＢＧ、宮交シ

ティクリニック、富士市救急医療センター、ふくはら乳腺クリニック、間遠医院、さっぽろ円山乳腺クリニック、アキ循環器・血管外科クリニック、みないち

循環器内科・外科、ふじわらしんいち総合クリニック、いまい醫院、ゆうこ乳腺クリニック名駅、都庁前血管外科循環器内科、榎本クリニック、あおぞらクリ

ニック、医療法人 花桜会 下田クリニック、ひばりヶ丘北口駅前クリニック、いまいずみクリニック、上野胃腸科、谷川脳神経外科、埼玉あきみつクリニック、

医療法人横浜柏堤会 戸塚共立第１病院附属サク、ラス乳腺クリニック、中田外科胃腸科、正木脳外科クリニック、青洲会クリニック、兵庫県立粒子線センター

附属神戸陽子線センター、水戸下肢静脈瘤クリニック、ことぶきクリニック、傍島外科、多賀城腎・泌尿器クリニック、大塚ブレストケアクリニック、増田外

科医院、柴崎ファミリークリニック、医療法人真世会 佐井胃腸科肛門科、医療法人社団宏洋会 清水内科外科医院、医療法人社団益和会富谷医院、しばきた消

化器外科・肛門クリニック、医療法人社団 上原医院、おのでらクリニック、大川バスキュラーアクセス・腎クリニック、医療法人真医会 福永クリニック、川

越駅前胃腸肛門クリニック、たなか胃腸クリニック本八幡、豊洲ベイサイド内科外科、竹並クリニック、大橋胃腸肛門科外科医院、医療法人社団 光靖会 井口

腎泌尿器科、医療法人積善会 第二積善病院、医療法人 南里泌尿器科医院、医療法人社団弘淳会 田中医院、医療法人 西南泌尿器科クリニック、ユーカリ血管

クリニック、竹内外科内科クリニック、おくクリニック、木更津乳腺クリニック・さか本、畑肛門医院、医療法人 常聖会 巴外科内科、めぐみクリニック、三

浦外科肛門科医院、医療法人英迎会 そがわ医院、医療法人社団倫芳会河井医院、本田胃腸・内科クリニック、医療法人社団高原会 原村医院、桜レディースク

リニック、医療法人社団香明会 草間かほるクリニック、湘南平塚下肢静脈瘤クリニック、みつおかクリニック、のぐち血管外科クリニック、社会医療法人 啓

仁会 堺咲花病院、ささきクリニック、大宮静脈瘤クリニック、医療法人 黒川梅田診療所、見和中央クリニック、山名クリニック、医療法人 至誠会 なゆたの

森病院、かわくぼ脳神経外科、じゅんこ乳腺クリニック、勝呂クリニック、医療法人碧山会 朝沼クリニック、北部形成・外科診療所、野田循環器・消化器内科

外科クリニック、医療法人 おぶせの里クリニック、川越下肢静脈瘤クリニック、医療法人社団みめぐみ会サンクリニック、はつかいち乳腺クリニック、西興部

厚生診療所、医療法人紫陽 クリニックサンセール清里、玄々堂泌尿器科_ 
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