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2022年 1月 7日現在 

病院総合医育成プログラム 認定施設一覧 

 

１. 市立札幌病院（北海道） 

２. 市立千歳市民病院（北海道） 

３. 砂川市立病院（北海道） 

４. 名寄市立総合病院（北海道） 

５. 旭川赤十字病院（北海道） 

６. 北見赤十字病院（北海道） 

７. 清水赤十字病院（北海道） 

８. 済生会小樽病院（北海道） 

９. 帯広厚生病院（北海道）【新規】 

10. 手稲渓仁会病院（北海道） 

11. 札幌徳洲会病院（北海道） 

12. 十和田市立中央病院（青森県） 

13. 八戸市立市民病院（青森県） 

14. 岩手県立中央病院（岩手県） 

15. 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター（岩手県）【新規】 

16. 登米市立登米市民病院（宮城県）【新規】 

17. 仙台赤十字病院（宮城県） 

18. 秋田県立循環器・脳脊髄センター（秋田県） 

19. 平鹿総合病院（秋田県） 

20. 山形市立病院済生館（山形県） 

21. かしま病院（福島県） 

22. 附属太田西ノ内病院（福島県） 

23. 水戸済生会総合病院（茨城県） 

24. 鹿島病院（茨城県） 

25. 足利赤十字病院（栃木県） 

26. 済生会宇都宮病院（栃木県） 

27. 博仁会第一病院（群馬県）【新規】 

28. さいたま赤十字病院（埼玉県） 

29. 埼玉県済生会川口総合病院（埼玉県） 

30. 戸田中央総合病院（埼玉県） 

31. 丸山記念総合病院（埼玉県） 

32. 北里大学メディカルセンター（埼玉県） 

33. 埼玉医科大学国際医療センター（埼玉県） 

34. 自治医科大学附属さいたま医療センター（埼玉県） 

http://www.city.sapporo.jp/hospital/
http://chitose-shimin-hospital.jp/
http://www.med.sunagawa.hokkaido.jp/
http://www.nayoroch.jp/
https://www.asahikawa.jrc.or.jp/
http://www.kitami.jrc.or.jp/
http://shimizu.jrc.or.jp/
http://www.saiseikai-otaru.jp/
https://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/
https://www.keijinkai.com/teine/
http://www2.satutoku.jp/
http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp/
http://www.hospital.hachinohe.aomori.jp/
http://www.chuo-hp.jp/
https://www.hosp.iwate-med.ac.jp/uchimaru/
https://www.city.tome.miyagi.jp/iryou/tomehp/
http://www.sendai.jrc.or.jp/
http://www.akita-noken.jp/pc/
http://www.hiraka-hp.yokote.akita.jp/
https://www.saiseikan.jp/
http://www.kashima.jp/
https://www.ohta-hp.or.jp/n_nishi/n_top.htm
http://www.mito-saisei.jp/
http://www.kashimahp.jp/
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/
http://www.saimiya.com/
https://www.daiichi-hp.or.jp/
http://www.saitama-med.jrc.or.jp/
http://www.saiseikai.gr.jp/
https://www.chuobyoin.or.jp/
http://www.maruyama-hp.or.jp/
https://www.kitasato-u.ac.jp/kmc-hp/
http://www.international.saitama-med.ac.jp/
http://www.jichi.ac.jp/center/
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35. 千葉市立海浜病院（千葉県） 

36. 成田赤十字病院（千葉県） 

37. 板倉病院（千葉県） 

38. 柏厚生総合病院（千葉県） 

39. 幸有会記念病院（千葉県） 

40. 東葛病院（千葉県） 

41. 安房地域医療センター（千葉県） 

42. 東京医療センター（東京都） 

43. 東京労災病院（東京都） 

44. 東京城東病院（東京都） 

45. 東京山手メディカルセンター（東京都） 

46. 東京都済生会向島病院（東京都）【新規】 

47. 東京都立多摩南部地域病院（東京都） 

48. 杏雲堂病院（東京都） 

49. 玉川病院（東京都） 

50. 小豆沢病院（東京都） 

51. 大田病院（東京都） 

52. 世田谷中央病院（東京都） 

53. 立川相互病院（東京都） 

54. 野村病院（東京都）【新規】 

55. 藤﨑病院（東京都） 

56. 聖路加国際病院（東京都） 

57. 立正佼成会附属佼成病院（東京都） 

58. 横須賀市立うわまち病院（神奈川県） 

59. 湘南鎌倉総合病院（神奈川県） 

60. 湘南藤沢徳洲会病院（神奈川県） 

61. 総合川崎臨港病院（神奈川県） 

62. 東名厚木病院（神奈川県） 

63. 葉山ハートセンター（神奈川県） 

64. 山近記念総合病院（神奈川県） 

65. あがの市民病院（新潟県） 

66. 新潟県立十日町病院（新潟県） 

67. 糸魚川総合病院（新潟県） 

68. 上越総合病院（新潟県） 

69. 長岡中央綜合病院（新潟県） 

70. 富山市民病院（富山県） 

71. 石川県立中央病院（石川県） 

72. 市立大町総合病院（長野県） 

http://www.city.chiba.jp/byoin/kaihin/kaihintop.html
http://www.narita.jrc.or.jp/
https://www.itakura.or.jp/
https://www.kashiwakousei.or.jp/
http://koyukaihp.com/
http://www.tokatsu-hp.com/
http://www.awairyo.jp/ja/
http://www.ntmc.go.jp/
https://tokyoh2.johas.go.jp/
https://joto.jcho.go.jp/
https://yamate.jcho.go.jp/
https://www.saiseikai-mkj.jp/
https://www.tmhp.jp/tamanan/
http://www.kyoundo.jp/
https://www.tamagawa-hosp.jp/
http://www.kenbun.or.jp/
https://www.ohta-hp.net/index.html
http://www.setagaya-hp.or.jp/
https://www.t-kenseikai.jp/tachisou/
https://www.nomura.or.jp/
http://www.fujisaki-hp.com/
http://hospital.luke.ac.jp/
https://kosei-hp.or.jp/
https://www.jadecomhp-uwamachi.jp/
http://www.shonankamakura.or.jp/
http://fujisawatokushukai.jp/
http://rinko.or.jp/
https://www.tomei.or.jp/hospital/
http://www.hayamaheart.gr.jp/
https://www.yamachika-hp.jp/
https://www.niigata-kouseiren.jp/hospital/aganoshimin/index.html
http://www.tokamachi-hosp-niigata.jp/
http://www.itoigawa-hp.jp/
http://joetsu-hp.jp/
https://www.nagachu.jp/
http://www.tch.toyama.toyama.jp/
http://kenchu.ipch.jp/
http://www.omachi-hospital.jp/
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73. 飯山赤十字病院（長野県） 

74. 諏訪赤十字病院（長野県） 

75. 相澤病院（長野県） 

76. 相澤東病院（長野県） 

77. 総合病院中津川市民病院（岐阜県） 

78. 美濃市立美濃病院（岐阜県） 

79. 白川病院（岐阜県） 

80. 松波総合病院（岐阜県） 

81. 藤枝市立総合病院（静岡県） 

82. 焼津市立総合病院（静岡県）【新規】 

83. 静岡済生会総合病院（静岡県） 

84. 総合病院聖隷浜松病院（静岡県）【新規】 

85. NTT東日本伊豆病院（静岡県） 

86. 春日井市民病院（愛知県） 

87. 小牧市民病院（愛知県） 

88. 新城市民病院（愛知県） 

89. 西尾市民病院（愛知県） 

90. 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院（愛知県） 

91. 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院（愛知県） 

92. 海南病院（愛知県） 

93. 豊田厚生病院（愛知県） 

94. 大須病院（愛知県） 

95. 大同病院（愛知県） 

96. 東海記念病院（愛知県） 

97. 名古屋記念病院（愛知県） 

98. トヨタ記念病院（愛知県） 

99. 伊勢赤十字病院（三重県） 

100. 伊勢田中病院（三重県） 

101. 津生協病院（三重県） 

102. 市立大津市民病院（滋賀県） 

103. 彦根市立病院（滋賀県） 

104. 京都民医連中央病院（京都府） 

105. 武田総合病院（京都府） 

106. 洛和会丸太町病院（京都府） 

107. 明治国際医療大学附属病院（京都府） 

108. 三菱京都病院（京都府） 

109. 大阪みなと中央病院（大阪府） 

110. 市立ひらかた病院（大阪府） 

http://www.iiyama.jrc.or.jp/
http://www.suwa.jrc.or.jp/
http://www.ai-hosp.or.jp/
http://www.ai-hosp.or.jp/higashi/index.html
http://nakatsugawa-hp.jp/
http://minohospital.jp/
https://www.shirakawahp.com/
http://www.matsunami-hsp.or.jp/
http://www.hospital.fujieda.shizuoka.jp/
https://www.hospital.yaizu.shizuoka.jp/
http://www.siz.saiseikai.or.jp/hosp/
http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/
http://www.ntt-east.co.jp/izu_mhc/
http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/
http://www.komakihp.gr.jp/
http://www.hospital.shinshiro.aichi.jp/
http://nishio-shimin-byouin.jp/
https://www.nagoya-1st.jrc.or.jp/
https://www.nagoya2.jrc.or.jp/
http://www.kainan.jaaikosei.or.jp/
https://toyota.jaaikosei.or.jp/
https://osu-hp.keimeikai-gp.jp/
http://www.daidohp.or.jp/
http://www.t-m-h.jp/
https://www.hospy.or.jp/kinen/
http://www.toyota-mh.jp/
http://www.ise.jrc.or.jp/
https://www.isetanaka.jp/
http://www.tsucoop.jp/
https://och.or.jp/
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/
http://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
http://www.takedahp.or.jp/ijinkai/
http://www.rakuwa.or.jp/maruta/
https://www.meiji-u.ac.jp/uni_hosp/
http://mitsubishi-hp.jp/
https://minato.jcho.go.jp/
http://hirakatacity-hp.osaka.jp/
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111. 阪南市民病院（大阪府） 

112. 大阪府済生会泉尾病院（大阪府） 

113. 松下記念病院（大阪府） 

114. 医誠会病院（大阪府） 

115. 第一東和会病院（大阪府） 

116. 北摂総合病院（大阪府） 

117. 森之宮病院（大阪府） 

118. 淀川キリスト教病院（大阪府） 

119. 北播磨総合医療センター（兵庫県） 

120. 明石市立市民病院（兵庫県） 

121. 加古川中央市民病院（兵庫県） 

122. 姫路赤十字病院（兵庫県） 

123. 兵庫医科大学ささやま医療センター（兵庫県） 

124. 三菱神戸病院（兵庫県） 

125. おかたに病院（奈良県） 

126. 土庫病院（奈良県） 

127. 吉田病院（奈良県） 

128. 浜田医療センター（島根県） 

129. 島根県立中央病院（島根県） 

130. 六日市病院（島根県） 

131. 倉敷中央病院（岡山県） 

132. 倉敷中央病院リバーサイド（岡山県） 

133. 岡山旭東病院（岡山県） 

134. 光生病院（岡山県）【新規】 

135. 金光病院（岡山県） 

136. 水島中央病院（岡山県） 

137. 水島協同病院（岡山県） 

138. 脳神経センター大田記念病院（広島県）【新規】 

139. 日比野病院（広島県） 

140. 広島共立病院（広島県） 

141. 下関医療センター（山口県） 

142. 小野田赤十字病院（山口県） 

143. 脳神経筋センター よしみず病院（山口県） 

144. 徳島県立中央病院（徳島県） 

145. 徳島赤十字病院（徳島県） 

146. 四国こどもとおとなの医療センター（香川県） 

147. さぬき市民病院（香川県） 

148. KKR高松病院（香川県） 

https://www.seichokai.or.jp/hannan/
http://www.izuo-saiseikai.gr.jp/
http://phio.panasonic.co.jp/kinen/
http://www.iseikaihp.or.jp/
https://www.towa-med.or.jp/first_hospital/
http://www.hokusetsu-hp.jp/
https://www.omichikai.or.jp/morinomiya_h/
http://www.ych.or.jp/
http://www.kitahari-mc.jp/
http://www.akashi-shiminhosp.jp/
https://www.kakohp.jp/
http://himeji.jrc.or.jp/
http://www.sasayama.hyo-med.ac.jp/
http://www.mhi.co.jp/kobe/hospital/
http://www.okatani.or.jp/okatani/
http://kenseikai-nara.or.jp/
http://heiwakai.or.jp/
https://www.hamada-nh.jp/
http://www.spch.izumo.shimane.jp/
http://www.sekisyukai.or.jp/
http://www.kchnet.or.jp/
https://www.kchnet.or.jp/krh/
http://www.kyokuto.or.jp/
http://www.kousei-hp.or.jp/
http://konkohp.jp/
http://suiwakai-mch.or.jp/
http://www.mizukyo.jp/
https://otahp.jp/
http://www.hibino.or.jp/
http://www.hiroshimairyo.or.jp/
https://shimonoseki.jcho.go.jp/
http://www.onoda-redcross-hosp.jp/
https://akn-yoshimizu.com/
http://www.tph.gr.jp/
http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/
http://www.shikoku-med.jp/
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/hospital/
http://www.kkr-ta-hp.gr.jp/
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149. 松山赤十字病院（愛媛県） 

150. HITO病院（愛媛県） 

151. 公立八女総合病院（福岡県） 

152. 福岡市民病院（福岡県） 

153. 福岡赤十字病院（福岡県） 

154. 福岡県済生会飯塚嘉穂病院（福岡県） 

155. 福岡県済生会福岡総合病院（福岡県） 

156. 聖マリア病院（福岡県） 

157. 西福岡病院（福岡県） 

158. 福岡記念病院（福岡県） 

159. 宗像水光会総合病院（福岡県） 

160. 佐賀県医療センター好生館（佐賀県）【新規】 

161. 人吉医療センター（熊本県） 

162. 熊本赤十字病院（熊本県） 

163. 済生会熊本病院（熊本県） 

164. 済生会みすみ病院（熊本県） 

165. 宇城総合病院（熊本県） 

166. 菊池中央病院（熊本県） 

167. くまもと森都総合病院（熊本県） 

168. にしくまもと病院（熊本県） 

169. 谷田病院（熊本県） 

170. 種子島医療センター（鹿児島県） 

 

以上 

 

http://www.matsuyama.jrc.or.jp/index.shtml
http://hitomedical.co-site.jp/
http://www.hosp-yame.jp/hospital/
http://www.fcho.jp/shiminhp/
http://www.fukuoka-med.jrc.or.jp/
http://iizuka-kaho.jp/
https://www.saiseikai-hp.chuo.fukuoka.jp/
http://www.st-mary-med.or.jp/
http://www.nishifukuhp.or.jp/
http://www.kinen.jp/
http://www.suikokai.or.jp/
http://www.koseikan.jp/
https://hitoyoshi.jcho.go.jp/
http://www.kumamoto-med.jrc.or.jp/
http://www.sk-kumamoto.jp/
https://www.sk-misumi.jp/
http://reimeikai.jp/
http://www.nobuokakai.ecnet.jp/
https://www.k-shinto.or.jp/
https://www.nishikuma.com/
http://www.yatsuda-kai.jp/
http://www.tanegashima-mc.jp/

