
会員数︓214施設  （2022/5/11 現在）

都道府県 施設名 都道府県 施設名
北海道 砂川市⽴病院 栃木県 日本赤十字社 芳賀赤十字病院
北海道 市⽴旭川病院 栃木県 日本赤十字社 栃木県⽀部 ⾜利赤十字病院
北海道 旭川赤十字病院 群馬県 前橋赤十字病院
北海道 函館五稜郭病院 群馬県 公⽴藤岡総合病院
北海道 北⾒赤十字病院 群馬県 伊勢崎市⺠病院
北海道 社会医療法⼈ 北⽃ 北⽃病院 群馬県 群馬県⽴がんセンター
北海道 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 北海道がんセンター 群馬県 富岡地域医療企業団 公⽴富岡総合病院
北海道 市⽴函館病院 埼玉県 埼玉県⽴がんセンター
北海道 市⽴札幌病院 埼玉県 さいたま赤十字病院
北海道 社会医療法⼈⺟恋 日鋼記念病院 埼玉県 春日部市⽴医療センター
北海道 JA北海道厚⽣連帯広厚⽣病院 埼玉県 埼玉県済⽣会川口総合病院
北海道 ＪＡ北海道厚⽣連 札幌厚⽣病院 千葉県 千葉県がんセンター
北海道 医療法⼈ 渓仁会 ⼿稲渓仁会病院 千葉県 独⽴⾏政法⼈労働者健康福祉機構 千葉労災病院
北海道 社会医療法⼈ 製鉄記念室蘭病院 千葉県 船橋市⽴医療センター
⻘森県 ⻘森県⽴中央病院 千葉県 国保直営総合病院 君津中央病院
岩⼿県 岩⼿県⽴中央病院 千葉県 国⽴がん研究センター東病院
岩⼿県 岩⼿県⽴宮古病院 千葉県 地⽅独⽴⾏政法⼈ 総合病院 国保旭中央病院
岩⼿県 岩⼿県⽴中部病院 東京都 東京都⽴多摩総合医療センター
岩⼿県 岩⼿県⽴胆沢病院 東京都 東京都済⽣会中央病院
岩⼿県 岩⼿県⽴⼤船渡病院 東京都 社会福祉法⼈三井記念病院
宮城県 石巻赤十字病院 東京都 公⽴昭和病院
秋田県 秋田赤十字病院 東京都 武蔵野赤十字病院
秋田県 JA秋田厚⽣連秋田厚⽣医療センター 東京都 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター
山形県 山形市⽴病院済⽣館 東京都 公益財団法⼈ がん研究会有明病院
山形県 山形県⽴中央病院 東京都 国⽴がん研究センター中央病院
山形県 日本海総合病院 東京都 東京都⽴墨東病院
福島県 いわき市医療センター 東京都 NTT東日本関東病院
茨城県 総合病院土浦協同病院 東京都 ⻘梅市⽴総合病院
茨城県 筑波メディカルセンター病院 東京都 東京都⽴駒込病院
茨城県 ひたちなか総合病院 東京都 公⽴学校共済組合関東中央病院
茨城県 ⼩山記念病院 東京都 学校法⼈ 東京⼥⼦医科⼤学 東京⼥⼦医科⼤学東医療センター
茨城県 株式会社 日⽴製作所 日⽴総合病院 神奈川県 神奈川県⽴がんセンター
栃木県 栃木県⽴がんセンター 神奈川県 厚木市⽴病院
栃木県 佐野厚⽣総合病院 神奈川県 海⽼名総合病院
栃木県 栃木県済⽣会宇都宮病院 神奈川県 関東労災病院
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都道府県 施設名 都道府県 施設名
神奈川県 昭和⼤学藤が丘病院 静岡県 磐田市⽴総合病院
神奈川県 社会医療法⼈財団石⼼会川崎幸病院 静岡県 浜松医療センター
神奈川県 藤沢湘南台病院 静岡県 静岡がんセンター
神奈川県 北⾥⼤学病院 静岡県 藤枝市⽴総合病院
神奈川県 社会医療法⼈社団 三思会 東名厚木病院 静岡県 聖隷三⽅原病院
神奈川県 相模原協同病院 静岡県 地⽅独⽴⾏政法⼈ 静岡市⽴静岡病院
神奈川県 藤沢市⺠病院 静岡県 富⼠市⽴中央病院
新潟県 済⽣会新潟病院 愛知県 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構中京病院
新潟県 新潟県⽴がんセンター新潟病院 愛知県 豊橋市⺠病院
新潟県 新潟市⺠病院 愛知県 ⼩牧市⺠病院
新潟県 ⻑岡赤十字病院 愛知県 公⽴陶⽣病院
新潟県 厚⽣連⻑岡中央綜合病院 愛知県 愛知県がんセンター
新潟県 魚沼基幹病院 愛知県 名古屋第一赤十字病院
新潟県 新潟県⽴新発田病院 愛知県 愛知県厚⽣農業協同組合連合会 海南病院
富山県 富山市⽴富山市⺠病院 愛知県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 名古屋医療センター
富山県 厚⽣連高岡病院 愛知県 半田市⽴半田病院
富山県 富山県⽴中央病院 愛知県 ⼤同病院
富山県 ⿊部市⺠病院 愛知県 愛知県厚⽣連豊田厚⽣病院
富山県 市⽴砺波総合病院 愛知県 一宮市⽴市⺠病院
石川県 医療法⼈社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 愛知県 碧南市⺠病院
石川県 医療法⼈ 社団 和楽仁 芳珠記念病院 愛知県 一般社団法⼈ 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院
石川県 石川県⽴中央病院 愛知県 春日井市⺠病院
福井県 福井赤十字病院 愛知県 岡崎市⺠病院
⻑野県 社会医療法⼈財団 慈泉会 相澤病院 三重県 四日市⽻津医療センター
⻑野県 佐久総合病院 佐久医療センター 三重県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構三重中央医療センター
⻑野県 飯田市⽴病院 滋賀県 草津総合病院
⻑野県 諏訪赤十字病院 滋賀県 彦根市⽴病院
⻑野県 ⻑野赤十字病院 滋賀県 地⽅独⽴⾏政法⼈ 公⽴甲賀病院
⻑野県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構信州上田医療センター 京都府 京都桂病院
⻑野県 地⽅独⽴⾏政法⼈ ⻑野市⺠病院 京都府 医療法⼈医仁会武田総合病院
岐阜県 ⼤垣市⺠病院 京都府 市⽴福知山市⺠病院
岐阜県 岐阜県総合医療センター 京都府 京都第一赤十字病院
岐阜県 高山赤十字病院 京都府 京都岡本記念病院
岐阜県 岐阜市⺠病院 京都府 医療法⼈ 徳洲会 宇治徳洲会病院
岐阜県 岐阜県⽴多治⾒病院 京都府 京都府公⽴⼤学法⼈ 京都府⽴医科⼤学附属北部医療センター
岐阜県 岐阜⼤学医学部附属病院 ⼤阪府 関⻄医科⼤学附属病院
静岡県 静岡県⽴総合病院 ⼤阪府 松下記念病院
静岡県 聖隷浜松病院 ⼤阪府 ⼤阪府済⽣会吹田病院

2 / 3 ページ



都道府県 施設名 都道府県 施設名
⼤阪府 ⼋尾市⽴病院 徳島県 徳島県⽴中央病院
⼤阪府 社会医療法⼈⽣⻑会 府中病院 徳島県 日本赤十字社 徳島赤十字病院
⼤阪府 社会医療法⼈⽣⻑会ベルランド総合病院 香川県 香川県⽴中央病院
⼤阪府 ⼤阪府済⽣会野江病院 愛媛県 四国がんセンター
⼤阪府 地⽅独⽴⾏政法⼈市⽴東⼤阪医療センター 愛媛県 松山赤十字病院
⼤阪府 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⼤阪南医療センター 愛媛県 医療法⼈住友別⼦病院
⼤阪府 ⼤阪赤十字病院 愛媛県 社会福祉法⼈ 恩賜財団済⽣会⽀部 愛媛県済⽣会 済⽣会今治病院
⼤阪府 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪国際がんセンター 高知県 高知県⽴幡多けんみん病院
⼤阪府 ⼤阪市⽴総合医療センター 福岡県 済⽣会福岡総合病院
⼤阪府 市⽴岸和田市⺠病院 福岡県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 九州がんセンター
⼤阪府 公益財団法⼈田附興風会医学研究所北野病院 福岡県 JCHO九州病院
兵庫県 姫路赤十字病院 福岡県 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤牟田市⽴病院
兵庫県 兵庫県⽴淡路医療センター 福岡県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 福岡東医療センター
兵庫県 兵庫県⽴がんセンター 福岡県 社会医療法⼈ 共愛会 ⼾畑共⽴病院
兵庫県 兵庫県⽴加古川医療センター 福岡県 日本赤十字社 福岡赤十字病院
兵庫県 兵庫県⽴尼崎総合医療センター 佐賀県 唐津赤十字病院
兵庫県 加古川中央市⺠病院 佐賀県 佐賀県医療センター好⽣館
兵庫県 関⻄労災病院 ⻑崎県 佐世保市総合医療センター
兵庫県 市⽴伊丹病院 ⻑崎県 ⻑崎県島原病院
兵庫県 地⽅独⽴⾏政法⼈ 神⼾市⺠病院機構 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 熊本県 熊本赤十字病院
奈良県 社会福祉法⼈ 恩賜財団 済⽣会中和病院 ⼤分県 ⼤分県済⽣会日田病院
奈良県 奈良県総合医療センター ⿅児島県 公益社団法⼈⿅児島共済会南風病院
奈良県 近畿⼤学奈良病院 ⿅児島県 公益財団法⼈昭和会 今給黎総合病院
奈良県 奈良県⽴医科⼤学附属病院 ⿅児島県 今村総合病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター ⿅児島県 社会医療法⼈ 義順顕彰会 種⼦島医療センター
鳥取県 鳥取県⽴厚⽣病院 ⿅児島県 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 南九州病院
岡山県 公益財団法⼈ ⼤原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 沖縄県 沖縄県⽴中部病院
広島県 JA尾道総合病院 沖縄県 浦添総合病院
広島県 広島赤十字・原爆病院 沖縄県 地⽅独⽴⾏政法⼈ 那覇市⽴病院
広島県 広島県厚⽣農業協同組合連合会 広島総合病院 沖縄県 社会医療法⼈敬愛会 中頭病院
広島県 福山市⺠病院
広島県 県⽴広島病院
広島県 広島市⽴安佐市⺠病院
広島県 尾道市⽴市⺠病院
山口県 ＪＣＨＯ徳山中央病院
山口県 山口県⽴総合医療センター
山口県 社会福祉法⼈ 恩賜財団済⽣会⽀部 山口県済⽣会 下関総合病院
徳島県 徳島市⺠病院
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