
内科領域　特別連携施設
2020年9月現在

都道府県 施設名
北海道 市立根室病院
北海道 松前町立松前病院
北海道 利尻島国保中央病院
北海道 北海道立江差病院
北海道 町立長沼病院
北海道 勤医協伏古１０条クリニック
北海道 勤医協札幌北区ぽぷらクリニック
北海道 医療法人セレス　さっぽろ神経内科クリニック
北海道 勤医協札幌西区病院
北海道 勤医協西区ひだまりクリニック
北海道 道南勤医協函館稜北病院
北海道 道南勤医協　稜北クリニック
北海道 道北勤医協一条クリニック
北海道 道北勤医協一条通病院
北海道 勤医協苫小牧病院
北海道 協立すこやかクリニック
北海道 十勝勤医協　帯広病院
北海道 オホーツク勤医協北見病院
北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院
北海道 枝幸町国民健康保険病院
北海道 独立行政法人　地域医療機能推進機構　登別病院
北海道 医療法人　渓仁会　手稲渓仁会クリニック
北海道 医療法人　渓仁会　手稲家庭医療クリニック
北海道 医療法人静仁会　静仁会静内病院
北海道 医療法人柏葉脳神経外科病院
北海道 医療法人社団　心優会　野口病院
北海道 医療法人航和会　脳神経外科おたる港南クリニック
北海道 札幌宮の沢脳神経外科病院
北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院
北海道 神恵内村立神恵内診療所
北海道 医療法人社団はらだ病院
北海道 慶友会　吉田病院
北海道 公立芽室病院
北海道 鹿追町国民健康保険病院
北海道 十勝いけだ地域医療センター
北海道 大樹町立国民健康保険病院
北海道 士幌町国民健康保険病院
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北海道 広尾町国民健康保険病院
北海道 本別町国民健康保険病院
北海道 浦河赤十字病院
北海道 独立行政法人国立病院機構帯広病院
北海道 深川市立病院
北海道 旭川三愛病院
北海道 札幌駐屯地医務室
北海道 函館駐屯地医務室
北海道 千歳基地医務室
北海道 奥尻医務室
北海道 東千歳駐屯地医務室
北海道 帯広駐屯地医務室
北海道 旭川駐屯地医務室
北海道 萬田記念病院
北海道 斜里町国民健康保険病院
北海道 小林病院
北海道 札幌南徳洲会病院
北海道 標津町国民健康保険標津病院
北海道 函館市医師会病院
青森県 むつ総合病院
青森県 外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院
青森県 公立野辺地病院
青森県 一部事務組合下北医療センター　国民健康保険　大間病院
青森県 三戸町国民健康保険三戸中央病院
青森県 独立行政法人国立病院機構青森病院
青森県 国民健康保険南部町医療センター
青森県 六ヶ所村地域家庭医療センター
青森県 国民健康保険五戸総合病院
青森県 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
青森県 黒石市国民健康保険黒石病院
青森県 つがる西北五広域連合　かなぎ病院
青森県 つがる西北五広域連合　鰺ヶ沢病院
青森県 自衛隊大湊病院
青森県 八戸駐屯地医務室
青森県 青森駐屯地医務室
青森県 自衛隊三沢病院
青森県 八戸航空衛生隊医務室
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青森県 ときわ会病院
青森県 一部事務組合下北医療センター東通村診療所
岩手県 岩手県立東和病院
岩手県 医療法人アンビシャス　坂の上野田村太志クリニック
岩手県 岩手県立遠野病院
岩手県 岩手県立大東病院
岩手県 岩手県立千厩病院
岩手県 岩手県立高田病院
岩手県 岩手県立釜石病院
岩手県 八幡平市国民健康保険西根病院
岩手県 国民健康保険葛巻病院
岩手県 西和賀さわうち病院
岩手県 社会福法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院
岩手県 洋野町国民健康保険種市病院
岩手県 岩手県立一戸病院
岩手県 岩手県立江刺病院
岩手県 一般財団法人　岩手済生医会　中津川病院
岩手県 盛岡友愛病院
岩手県 八角病院
岩手県 岩手医科大学附属花巻温泉病院
岩手県 久慈市国民健康保険山形診療所
岩手県 一関市国民健康保険藤沢病院
岩手県 陸前高田市国民健康保険二又診療所
岩手県 二戸市国民健康保険浄法寺診療所
岩手県 奥州市総合水沢病院
岩手県 いわてリハビリテーションセンター
岩手県 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター
岩手県 岩手県立大槌病院
岩手県 奥州市国民健康保険まごころ病院
宮城県 石巻市立牡鹿病院
宮城県 石巻市雄勝診療所
宮城県 気仙沼市立本吉病院
宮城県 登米市立米谷病院
宮城県 女川町地域医療センター
宮城県 南三陸病院
宮城県 坂総合病院附属北部診療所
宮城県 公益財団法人　宮城厚生協会　古川民主病院
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宮城県 みやぎ県南医療生協同組合　しばた協同クリニック
宮城県 松島医療生活協同組合　松島海岸診療所
宮城県 公益財団法人　宮城厚生協会　仙台錦町診療所
宮城県 栗原市立栗駒病院
宮城県 栗原市立若柳病院
宮城県 大崎市民病院鹿島台分院
宮城県 大崎市民病院岩出山分院
宮城県 大崎市民病院鳴子温泉分院
宮城県 公立加美病院
宮城県 涌谷町国民健康保険病院
宮城県 美里町立南郷病院
宮城県 丸森町　国民健康保険　丸森病院
宮城県 医療法人永仁会　永仁会病院
宮城県 古川星陵病院
宮城県 みやぎ北部循環器科
宮城県 一般財団法人広南会広南病院
宮城県 塩竈市立病院
宮城県 渋川内科医院
宮城県 やまもと内科クリニック
宮城県 登米市立豊里病院
宮城県 栗原市立鶯沢診療所
宮城県 蔵王町国民健康保険蔵王病院
宮城県 国民健康保険川崎病院
宮城県 仙台循環器病センター
宮城県 松島医務室
宮城県 自衛隊仙台病院
秋田県 かづの厚生病院
秋田県 市立角館総合病院
秋田県 大館市立扇田病院
秋田県 社会医療法人明和会　大曲中通病院
秋田県 JA秋田厚生連　雄勝中央病院
秋田県 能代山本医師会病院
秋田県 今村病院
秋田県 外旭川病院
秋田県 独立行政法人労働者健康安全機構　秋田労災病院
秋田県 男鹿みなと市民病院
秋田県 市立田沢湖病院
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秋田県 森岳温泉病院
秋田県 羽後町立羽後病院
秋田県 工藤胃腸内科クリニック
山形県 医療法人社団　松柏会　至誠堂総合病院
山形県 日本海八幡クリニック
山形県 朝日町立病院
山形県 西川町立病院
山形県 大蔵村診療所
山形県 最上町立最上病院
山形県 町立真室川病院
山形県 町立金山診療所
山形県 白鷹町立病院
山形県 小国町立病院
山形県 飯豊町国民健康保険診療所
山形県 鶴岡協立病院
山形県 本間病院
山形県 日本海酒田リハビリテーション病院
山形県 岡田内科循環器科クリニック
山形県 医療法人　酒井醫院
山形県 医療法人　篠田好生会　篠田総合病院
山形県 医療法人舟山病院
山形県 みゆき会病院
山形県 公立高畠病院
山形県 独立行政法人国立病院機構山形病院
山形県 独立行政法人国立病院機構米沢病院
山形県 寒河江市立病院
山形県 神町駐屯地医務室
福島県 社会医療法人福島厚生会　福島第一病院
福島県 医療法人社団敬愛会　福島西部病院
福島県 医療法人社団敬愛会　福島南循環器科病院
福島県 社会福祉法人恩賜財団済生会福島総合病院
福島県 社団医療法人養生会かしま病院
福島県 医療法人　平心会　須賀川病院
福島県 医療法人辰星会枡記念病院
福島県 独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院
福島県 福島県厚生農業協同組合連合会　鹿島厚生病院
福島県 北福島医療センター
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福島県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福島県済生会　済生会川俣病院
福島県 福島県立南会津病院
福島県 只見町国民健康保険朝日診療所
福島県 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 福島県厚生農業協同組合連合会　高田厚生病院
福島県 福島県立宮下病院
福島県 公立小野町地方綜合病院
福島県 川内村国民健康保険診療所
福島県 ふたば医療センター附属病院
福島県 一般社団法人郡山医師会郡山市医療介護病院
福島県 独立行政法人国立病院機構いわき病院
福島県 磐梯町保健医療福祉センター
福島県 医療法人社団　恵周会　白河病院
福島県 福島県厚生農業協同組合連合会　塙厚生病院
茨城県 茨城保健生活協同組合　城南病院
茨城県 県北医療センター高萩協同病院
茨城県 医療法人健清会那珂記念クリニック
茨城県 村立東海病院
茨城県 常陸大宮市国民健康保険　美和診療所
茨城県 城里町国民健康保険七会診療所
茨城県 医療法人恒貴会　協和中央病院
茨城県 きぬ医師会病院
茨城県 医療法人社団　筑波記念会　筑波総合クリニック
茨城県 西成田医院
茨城県 友愛記念病院
茨城県 おやけクリニック
茨城県 やまき内科クリニック
茨城県 医療法人社団芳尚会　吉成医院
茨城県 国家公務員共済組合連合会水府病院
茨城県 医療法人　博仁会　志村大宮病院
茨城県 医療法人盡誠会　宮本病院
茨城県 医療法人健佑会　いちはら病院
茨城県 古河駐屯地医務室
茨城県 土浦駐屯地医務室
茨城県 百里医務室
茨城県 勝田駐屯地医務室
茨城県 霞ヶ浦駐屯地医務室
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茨城県 医療法人愛正会　田尻ヶ丘病院
茨城県 医療法人茨城愛心会　古河病院
茨城県 日立製作所多賀クリニック
栃木県 冨塚メディカルクリニック
栃木県 日光市民病院
栃木県 日光市立三依診療所
栃木県 医療法人英静会　森病院
栃木県 今市病院
栃木県 川上病院
栃木県 岡医院
栃木県 関内科医院
栃木県 長崎病院
栃木県 とちぎメディカルセンター　とちのき
栃木県 医療法人社団 亮仁会 那須中央病院
栃木県 栃木県医師会塩原温泉病院
栃木県 真岡病院
栃木県 社会医療法人 恵生会 黒須病院
栃木県 ひばりクリニック
栃木県 医療法人社団　宇光会　村井クリニック
栃木県 栃木保健医療生活協同組合　生協ふたば診療所
栃木県 栃木保健医療生活協同組合　宇都宮協立診療所
栃木県 北宇都宮駐屯地医務室
栃木県 宇都宮駐屯地医務室
栃木県 佐野市民病院
群馬県 公益社団法人地域医療振興協会　西吾妻福祉病院
群馬県 善衆会病院
群馬県 はるな生活協同組合　通町診療所
群馬県 医療法人一歩会　緩和ケア診療所・いっぽ
群馬県 一般財団法人榛名荘　榛名荘病院
群馬県 神流町国保中里診療所
群馬県 上野村へき地診療所
群馬県 東吾妻町国民健康保険診療所
群馬県 長野原町へき地診療所
群馬県 四万へき地診療所
群馬県 六合温泉医療センター
群馬県 医療法人社団三思会くすの木病院
群馬県 北関東循環器病院
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群馬県 高崎ハートホスピタル
群馬県 新町駐屯地医務室
群馬県 相馬原駐屯地医務室
群馬県 公益財団法人　脳血管研究所　美原記念病院
群馬県 医療法人　石井会　石井病院
群馬県 医療法人　慶仁会　城山病院
群馬県 利根保健生活協同組合片品診療所
埼玉県 医療生協さいたま生活協同組合　熊谷生協病院
埼玉県 医療法人　刀水会　斎藤記念病院
埼玉県 医療法人　博仁会　共済病院
埼玉県 国民健康保険町立小鹿野中央病院
埼玉県 秩父市大滝国民健康保険診療所
埼玉県 医療法人社団望星会　望星病院
埼玉県 医療法人社団 桜友会　所沢ハートセンター
埼玉県 医療法人豊仁会三井病院
埼玉県 医療法人社団　愛和病院
埼玉県 医療法人社団　明理会　新越谷病院
埼玉県 医療法人社団　大和会　慶和病院
埼玉県 医療法人　康麗会　越谷誠和病院
埼玉県 医療法人社団　彩優会　秋谷病院
埼玉県 みくに病院
埼玉県 医療法人健仁会益子病院
埼玉県 医療法人聖仁会西部総合病院
埼玉県 みさと健和クリニック
埼玉県 医療法人　山柳会　塩味病院
埼玉県 医療法人蒼龍会 武蔵嵐山病院
埼玉県 社会医療法人刀仁会　坂戸中央病院
埼玉県 北坂戸ファミリークリニック
埼玉県 医療法人社団シャローム　シャローム病院
埼玉県 熊谷医務室
埼玉県 大宮駐屯地医務室
埼玉県 入間医務室
埼玉県 みさと協立病院
埼玉県 医療法人尚寿会　あさひ病院
埼玉県 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
埼玉県 公設宮代福祉医療センター診療所六花
埼玉県 医療法人社団　協友会　東川口病院
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内科領域　特別連携施設
2020年9月現在

都道府県 施設名
埼玉県 医療法人　慶仁会　田中医院
埼玉県 埼玉医療生活協同組合　羽生総合病院
千葉県 千葉徳洲会病院
千葉県 木更津駐屯地医務室
千葉県 木更津医務室
千葉県 館山航空衛生隊医務室
千葉県 下志津駐屯地医務室
千葉県 習志野駐屯地医務室
千葉県 下総航空衛生隊医務室
千葉県 松戸駐屯地医務室
千葉県 いすみ医療センター
千葉県 鎗田病院
千葉県 大網白里市立国保大網病院
千葉県 横芝光町立東陽病院
千葉県 国保直営君津中央病院大佐和分院
千葉県 国保多古中央病院
千葉県 東庄町国保東庄病院
千葉県 公立長生病院
千葉県 鋸南町国保鋸南病院
千葉県 鴨川市立国保病院
千葉県 国保匝瑳市民病院
千葉県 南房総市立富山国保病院
千葉県 国保小見川総合病院
千葉県 医療法人社団真療会　野田病院
千葉県 医療法人財団東京勤労者医療会　野田南部診療所
千葉県 医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院付属診療所
千葉県 東葛病院付属流山セントラルパーク駅前診療所
千葉県 医療法人財団東京勤労者医療会　あびこ診療所
千葉県 社会医療法人社団蛍水会名戸ケ谷病院
千葉県 医療法人社団聖秀会聖光ヶ丘病院
千葉県 医療法人社団愛友会千葉愛友会記念病院
千葉県 社会医療法人社団木下会館山病院
千葉県 医療法人社団誠馨会セコメディック病院
千葉県 千葉健生病院
千葉県 船橋二和病院附属ふたわ診療所
千葉県 千葉県立佐原病院
千葉県 医療法人社団　北野朋友会　松戸神経内科
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内科領域　特別連携施設
2020年9月現在

都道府県 施設名
千葉県 医療法人SHIODA塩田病院
千葉県 新松戸診療所
千葉県 医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所
千葉県 島田総合病院
千葉県 医療法人社団太公会　我孫子東邦病院
千葉県 北習志野花輪病院
千葉県 新東京病院
千葉県 医療法人弘仁会　板倉病院
東京都 社会医療法人社団健友会　中野共立病院
東京都 東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院
東京都 小豆沢病院
東京都 健愛クリニック
東京都 医療法人財団健和会　柳原病院
東京都 医療法人社団東光会西東京中央総合病院
東京都 硫黄島航空衛生隊医務室
東京都 十条医務室
東京都 練馬駐屯地医務室
東京都 防衛省共済組合本部診療所
東京都 府中医務室
東京都 朝霞駐屯地医務室
東京都 市ヶ谷医務室
東京都 十条駐屯地医務室
東京都 立川駐屯地医務室
東京都 硫黄島医務室
東京都 東立川駐屯地医務室
東京都 横田医務室
東京都 小平駐屯地医務室
東京都 目黒医務室
東京都 医療法人財団中山会八王子消化器病院
東京都 西新井ハートセンター病院
東京都 医療法人財団東京勤労者医療会　代々木病院
東京都 医療法人社団明芳会　イムス記念病院
東京都 東京都済生会向島病院
東京都 大島医療センター
東京都 社会福祉法人　恩賜財団　東京都同胞援護会　昭島病院
東京都 コンフォガーデンクリニック
東京都 新宿ヒロクリニック
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内科領域　特別連携施設
2020年9月現在

都道府県 施設名
東京都 御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所
東京都 新島村国民健康保険式根島診療所
東京都 青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所
東京都 三宅村国民健康保険直営中央診療所
東京都 新島村国民健康保険本村診療所
東京都 利島村国民健康保険診療所
東京都 東京都神津島村国民健康保険直営診療所
東京都 小笠原村母島診療所
東京都 小笠原村診療所
東京都 東京都立松沢病院
東京都 奥多摩町国民健康保険　奥多摩病院
東京都 檜原村国民健康保険檜原診療所
東京都 町立八丈病院
東京都 慈生会　等潤病院
東京都 台東区立台東病院
東京都 医療法人社団　松井病院
東京都 えびす英クリニック
東京都 医療法人社団ホームアレー　ホームアレークリニック
東京都 医療法人社団菫会　目黒病院
東京都 医療法人財団　日扇会　日扇会第一病院
東京都 楢林神経内科クリニック
東京都 東邦大学羽田空港クリニック
東京都 東邦大学羽田空港国際線クリニック
東京都 医療法人社団　渡辺病院
東京都 森山記念病院
東京都 医療法人社団永高会　蒲田クリニック
東京都 医療法人社団大坪会　東和病院
東京都 東京医療生活協同組合　中野クリニック
東京都 上落合おばたクリニック
東京都 医療法人財団　アドベンチスト会　東京衛生病院
東京都 河北ファミリークリニック南阿佐谷
東京都 社会医療法人社団一成会　木村病院
東京都 陳内科クリニック
東京都 熊野前にしむら内科クリニック
東京都 医療法人社団焔　やまと診療所
東京都 医療法人財団　梅田病院
東京都 医療法人社団　けいせい会　東京北部病院
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内科領域　特別連携施設
2020年9月現在

都道府県 施設名
東京都 米倉脊椎・関節病院
東京都 医療法人社団仁幸会　扇大橋病院
東京都 医療法人社団俊和会　寺田病院
東京都 板橋区医師会病院
東京都 赤羽中央総合病院
東京都 板橋区役所前診療所
東京都 つくしんぼ診療所
東京都 江戸川病院　高砂分院
東京都 医療法人社団永生会　南多摩病院
東京都 医療法人社団永生会　永生病院
東京都 医療法人社団　徳成会　八王子山王病院
東京都 社会医療法人社団健生会　立川相互ふれあいクリニック
東京都 健生会ふれあい相互病院
東京都 社会医療法人社団健生会　国分寺ひかり診療所
東京都 社会医療法人財団大和会　東大和病院
東京都 医療法人社団大坪会北多摩病院
東京都 厚生労働省
東京都 国立国際医療研究センター 国際医療協力局
東京都 駒沢病院
東京都 医療法人社団湖歩会　ゆしまクリニック
東京都 医療法人社団　創知会　メモリークリニックお茶の水
東京都 社会福祉法人賛育会　賛育会病院
東京都 医療法人財団　ひこばえ会　セツルメント診療所
東京都 瑞江診療所
東京都 管工業健康保険組合健康管理センター
東京都 リバーサイド読売ビル診療所
東京都 医療法人社団創福会　ふくろうクリニック等々力
東京都 文京根津クリニック
東京都 ゆうてんじ内科
東京都 三國内科眼科クリニック
東京都 東都三軒茶屋クリニック
東京都 稲城台病院
東京都 医療法人社団めぐみ会田村クリニック
東京都 ふれあい町田ホスピタル
東京都 多摩ファミリークリニック
神奈川県 武山駐屯地医務室
神奈川県 厚木航空衛生隊医務室
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内科領域　特別連携施設
2020年9月現在

都道府県 施設名
神奈川県 久里浜駐屯地医務室
神奈川県 座間駐屯地医務室
神奈川県 横須賀衛生隊医務室
神奈川県 防衛大学校医務室
神奈川県 医療法人鉄蕉会亀田森の里病院
神奈川県 海老名メディカルプラザ
神奈川県 康心会汐見台病院
神奈川県 医療法人邦友会　小田原循環器病院
神奈川県 総合高津中央病院
神奈川県 公益財団法人横浜勤労者福祉協会　うしおだ在宅クリニック
神奈川県 医療法人明和会亀田病院
神奈川県 医療法人平和会　平和病院
神奈川県 医療生協かながわ生活協同組合戸塚病院
神奈川県 田浦内科クリニック
神奈川県 よこすか浦賀病院
神奈川県 公益財団法人柿葉会　神奈川診療所
神奈川県 医療生協かながわ生活協同組合藤沢診療所
神奈川県 公益財団法人　神奈川県結核予防会　かながわクリニック
神奈川県 公益財団法人　神奈川県結核予防会　中央健康相談所
神奈川県 清水ヶ丘病院
神奈川県 医療法人社団　松和会　弘明寺腎クリニック
神奈川県 上六ッ川内科クリニック
神奈川県 医療法人社団　景翠会　金沢病院
神奈川県 医療法人横浜柏堤会　戸塚共立第１病院
神奈川県 医療法人社団　小磯診療所
神奈川県 中島内科クリニック
神奈川県 社会福祉法人　心の会　三輪医院
神奈川県 医療法人社団水野会　平塚十全病院
神奈川県 医療法人社団柏信会　青木病院
神奈川県 神奈川みなみ医療生活協同組合　逗子診療所
神奈川県 三浦市立病院
神奈川県 みながわ内科クリニック
神奈川県 医療法人社団　はとりクリニック
神奈川県 しまむらクリニック
神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会若草病院
神奈川県 医療法人社団愛友会金沢文庫病院
神奈川県 横浜鶴ヶ峰病院
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2020年9月現在

都道府県 施設名
神奈川県 宗教法人寒川神社　寒川病院
神奈川県 社会福祉法人　恩賜財団済生会支部神奈川県済生会　湘南平塚病院
神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　葉山ハートセンター
神奈川県 湘南ホスピタル
神奈川県 医療法人　社団若林会　湘南中央病院
神奈川県 医療法人社団守成会　広瀬病院
神奈川県 社会医療法人社団　三思会　とうめい厚木クリニック
神奈川県 社会医療法人社団　三思会　愛川クリニック
神奈川県 社会医療法人社団　三思会　東名厚木メディカルサテライトクリニック
神奈川県 徳武クリニック
神奈川県 医療法人裕徳会　港南台病院
神奈川県 医療法人湘和会　湘南記念病院
神奈川県 独立行政法人国立病院機構 神奈川病院
神奈川県 座間総合病院
神奈川県 協同ふじさきクリニック
神奈川県 医療法人社団悠翔会　悠翔会在宅クリニック川崎
神奈川県 内科久保田医院
神奈川県 オカダ外科医院
神奈川県 西川内科・胃腸科
神奈川県 鎌田クリニック
神奈川県 麻生総合病院
神奈川県 川崎医療生活協同組合　あさお診療所
神奈川県 あさお・百合クリニック
神奈川県 新百合ヶ丘石田クリニック
神奈川県 ふれあい平塚ホスピタル
神奈川県 大和成和病院
神奈川県 湘南東部クリニック
神奈川県 茅ケ崎新北陵病院
神奈川県 ふれあい東戸塚ホスピタル
神奈川県 茅ケ崎中央病院
神奈川県 医療法人豊医会左近山中央診療所
神奈川県 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院
新潟県 医療法人 徳洲会　山北徳洲会病院
新潟県 南魚沼市立ゆきぐに大和病院
新潟県 南魚沼市民病院
新潟県 新発田駐屯地医務室
新潟県 高田駐屯地医務室
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都道府県 施設名
新潟県 湯沢町保健医療センター
新潟県 医療法人社団　共生会　中条中央病院
新潟県 上越地域医療センター病院
新潟県 亀田第一病院
新潟県 佐渡市立両津病院
新潟県 新津医療センター病院
新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会けいなん総合病院
新潟県 新潟県済生会三条病院
新潟県 新潟県立吉田病院
新潟県 新潟脳外科病院
新潟県 日本歯科大学医科病院
新潟県 独立行政法人　労働者健康安全機構　新潟労災病院
新潟県 社会医療法人桑名恵風会桑名病院
新潟県 脳神経センター阿賀野病院
新潟県 知命堂病院
新潟県 新潟県立柿崎病院
富山県 おぎの内科医院
富山県 富山市まちなか診療所
富山県 松井内科クリニック
富山県 富山医療生活協同組合　富山協立病院
富山県 あさひ総合病院
石川県 小松医務室
石川県 城北診療所
石川県 上荒屋クリニック
石川県 輪島診療所
石川県 寺井病院
石川県 城北クリニック
石川県 医療法人社団光仁会　木島病院
石川県 町立宝達志水病院
福井県 光陽生協病院
福井県 光陽生協クリニック
福井県 つるが生協診療所
福井県 大野市和泉診療所
福井県 坂井市立三国病院
福井県 池田町診療所
福井県 南越前町河野診療所
福井県 越前町国民健康保険織田病院
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都道府県 施設名
福井県 美浜町丹生診療所
福井県 美浜町東部診療所
福井県 独立行政法人地域医療機能推進機構　若狭高浜病院
福井県 国民健康保険高浜町　和田診療所
福井県 おおい町国民健康保険名田庄診療所
福井県 公益社団法人 地域医療振興協会　おおい町保健・医療・福祉総合施設
福井県 レイクヒルズ美方病院
福井県 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
福井県 医療法人　林病院
福井県 医療法人寿人会　木村病院
福井県 春江病院
福井県 オレンジホームケアクリニック
福井県 池端病院
福井県 広瀬病院
山梨県 北富士駐屯地医務室
山梨県 上野原市立病院
山梨県 甲府共立診療所
山梨県 共立診療所さるはし
山梨県 巨摩共立病院
山梨県 竜王共立診療所
山梨県 公益社団法人　山梨勤労者医療協会　石和共立病院
山梨県 御坂共立診療所
山梨県 武川診療所
山梨県 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
山梨県 身延山病院
山梨県 南部町国民健康保険診療所
山梨県 韮崎市立病院
山梨県 丹波山村国保診療所
山梨県 北杜市立塩川病院
山梨県 北杜市立甲陽病院
山梨県 社会医療法人加納岩　加納岩総合病院
長野県 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院
長野県 松本駐屯地医務室
長野県 御代田中央記念病院
長野県 千曲中央病院
長野県 川西赤十字病院
長野県 長野県厚生農業協同組合連合会　新町病院
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長野県 上田生協診療所
長野県 諏訪共立病院
長野県 上伊那生協病院
長野県 飯綱町立飯綱病院
長野県 医療法人輝山会　輝山会記念病院
長野県 長野県立阿南病院
長野県 JA長野厚生連　下伊那厚生病院
長野県 こやま乳腺・甲状腺クリニック
長野県 町立辰野病院
長野県 JA長野厚生連佐久総合病院付属小海診療所
長野県 国民健康保険川上村診療所
長野県 伊那中央病院
長野県 長野県立木曽病院
長野県 安曇野赤十字病院
長野県 抱生会　丸の内病院
長野県 鹿教湯病院
長野県 岡谷市民病院
長野県 国保依田窪病院
長野県 北アルプス医療センターあづみ病院
長野県 社会医療法人栗山会飯田病院
長野県 丸子中央病院
岐阜県 自衛隊岐阜病院
岐阜県 美濃市立美濃病院
岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県立下呂温泉病院
岐阜県 各務原リハビリテーション病院
岐阜県 関市国民健康保険津保川診療所
岐阜県 県北西部地域医療センター国保白鳥病院
岐阜県 まつなみ健康増進クリニック
岐阜県 国民健康保険　上矢作病院
岐阜県 平野総合病院
岐阜県 医療法人社団　慈朋会　澤田病院
岐阜県 医療法人岐阜勤労者医療協会　みどり病院
静岡県 医療法人社団健育会　西伊豆健育会病院
静岡県 自衛隊富士病院
静岡県 浜松医務室
静岡県 静浜医務室
静岡県 滝ヶ原駐屯地医務室
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静岡県 板妻駐屯地医務室
静岡県 駒門駐屯地医務室
静岡県 熱海所記念病院
静岡県 リハビリテーション中伊豆温泉病院
静岡県 公益社団法人地域医療振興協会　伊豆今井浜病院
静岡県 裾野赤十字病院
静岡県 伊豆赤十字病院
静岡県 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 静岡てんかん・神経医療センター
静岡県 JA静岡厚生連　清水厚生病院
静岡県 下田メディカルセンター
静岡県 公立森町病院
静岡県 浜松市国民健康保険　佐久間病院
静岡県 菊川市家庭医療センター
静岡県 森町家庭医療クリニック
静岡県 坂の上ファミリークリニック
静岡県 坂の上在宅医療支援医院
静岡県 浜松市リハビリテーション病院
静岡県 北斗わかば病院
静岡県 医療法人　弘遠会　天竜すずかけ病院
静岡県 医療法人　弘遠会　すずかけセントラル病院
静岡県 伊豆保健医療センター
静岡県 医療法人社団　静岡健生会　三島共立病院
静岡県 浜松南病院
静岡県 医療法人社団康心会康心会伊豆東部病院
愛知県 小牧医務室
愛知県 守山駐屯地医務室
愛知県 あま市民病院
愛知県 新城市民病院
愛知県 西尾市佐久島診療所
愛知県 東栄町国民健康保険東栄病院
愛知県 名古屋市立緑市民病院
愛知県 北医療生活協同組合　北病院
愛知県 医療法人名南会　名南病院
愛知県 医療法人尾張健友会千秋病院
愛知県 医療法人純正会　名古屋西病院
愛知県 医療法人開生会　かいせい病院
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愛知県 医療法人博傘会　亀井内科・呼吸器科
愛知県 医療法人三つ葉　三つ葉在宅クリニック
愛知県 公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会　臨港病院
愛知県 社会医療法人宏潤会　だいどうクリニック
愛知県 大同みどりクリニック
愛知県 医療法人笠寺病院
愛知県 南医療生協かなめ病院
愛知県 新生会第一病院
愛知県 医療法人財団愛泉会　愛知国際病院
愛知県 大雄会第一病院
愛知県 大雄会クリニック
愛知県 医療法人泰玄会　泰玄会病院
愛知県 医療法人宏和会あさい病院
愛知県 医療法人　青山病院
愛知県 みよし市民病院
愛知県 医療法人　大医会　日進おりど病院
愛知県 さくら総合病院
愛知県 医療法人愛整会　北斗病院
愛知県 医療法人　山下病院
愛知県 医療法人　清須呼吸器疾患研究会　はるひ呼吸器病院
愛知県 医療法人　済衆館　済衆館病院
愛知県 名古屋逓信病院
三重県 明野駐屯地医務室
三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　菰野厚生病院
三重県 津生協病院
三重県 藤田医科大学　七栗記念病院
三重県 国立病院機構鈴鹿病院
三重県 医療法人　財団青木会　青木記念病院
三重県 医療法人社団主体会　主体会病院
三重県 医療法人社団主体会　小山田記念温泉病院
三重県 医療法人　尚豊会　みたき総合病院
三重県 西岡記念セントラルクリニック
三重県 医療法人　博仁会　村瀬病院
三重県 医療法人誠仁会　塩川病院
三重県 亀山市立医療センター
三重県 三重県立こころの医療センター
三重県 医療法人　永井病院
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都道府県 施設名
三重県 特定医療法人　暲純会　武内病院
三重県 医療法人思源会　岩崎病院
三重県 特定医療法人　暲純会　榊原温泉病院
三重県 三重県立一志病院
三重県 松阪厚生病院
三重県 鳥羽市立　神島診療所
三重県 鳥羽市立　桃取診療所
三重県 鳥羽市立　長岡診療所
三重県 熊野市立育生へき地出張診療所
三重県 熊野市立神川へき地診療所
三重県 熊野市立五郷診療所
三重県 熊野市立楊枝出張診療所
三重県 熊野市立上川診療所
三重県 熊野市立紀和診療所
三重県 医療法人（社団）大和会　日下病院
三重県 大台町大杉谷診療所
三重県 三重県厚生農業組合連合会　大台厚生病院
三重県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　三重県済生会明和病院
三重県 大台町報徳診療所
滋賀県 大津駐屯地医務室
滋賀県 長浜市立湖北病院
滋賀県 東近江市立　能登川病院
滋賀県 弓削メディカルクリニック
滋賀県 守山市民病院
滋賀県 医療法人芙蓉会　南草津病院
滋賀県 しが健康医療生活協同組合　こびらい生協診療所
滋賀県 医療法人社団御上会野洲病院
滋賀県 湖南市立石部医療センター
滋賀県 あらまき内科クリニック
滋賀県 しが健康医療生活協同組合　医療生協こうせい駅前診療所
滋賀県 医療法人友仁会友仁山崎病院
滋賀県 医療法人社団昴会　湖東記念病院
滋賀県 医療法人　徳洲会　近江草津徳洲会病院
滋賀県 医療法人社団　仁生会　甲南病院
京都府 舞鶴衛生隊医務室
京都府 自衛隊舞鶴病院
京都府 公益社団法人京都保健会　仁和診療所
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都道府県 施設名
京都府 公益社団法人京都保健会　上京診療所
京都府 公益社団法人京都保健会　朱雀診療所
京都府 公益社団法人京都保健会　太子道診療所
京都府 公益社団法人京都保健会　春日診療所
京都府 公益社団法人京都保健会　京都協立病院
京都府 医療法人財団　医道会　稲荷山武田病院
京都府 宇治武田病院
京都府 医療法人財団宮津康生会　宮津武田病院
京都府 医療法人社団恵仁会なぎ辻病院
京都府 美山診療所
京都府 国保京丹波町病院
京都府 亀岡市立病院
京都府 医療法人啓信会　きづ川クリニック
京都府 明治国際医療大学附属病院
京都府 舞鶴赤十字病院
京都府 特定医療法人桃仁会病院
京都府 蘇生会総合病院
大阪府 大阪府三島救命救急センター
大阪府 社会医療法人愛仁会 しんあい病院
大阪府 医療法人　成和会　ほうせんか病院
大阪府 特定医療法人　渡辺医学会　桜橋渡辺病院
大阪府 阪南中央病院
大阪府 医療法人　淀井病院
大阪府 社会医療法人若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院
大阪府 医療法人藤井会大東中央病院
大阪府 社会医療法人　弘道会　萱島生野病院
大阪府 医療法人弘仁会　まちだ胃腸病院
大阪府 氷室クリニック
大阪府 医療法人　白卯会　白井病院
大阪府 社会医療法人寿会　富永病院
大阪府 社会医療法人信愛会交野病院
大阪府 樫原クリニック
大阪府 ほんしょう内科クリニック
大阪府 貴生病院
大阪府 大阪府立中河内救命救急センター
大阪府 本出診療所
大阪府 摂津ひかり病院
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大阪府 いとうまもる診療所
大阪府 医療法人　千里丘協立診療所
大阪府 みみはら高砂クリニック
大阪府 のざと診療所
大阪府 東大阪生協病院
大阪府 阪和第二泉北病院
大阪府 南堺病院
大阪府 ベルピアノ病院
大阪府 社会医療法人　啓仁会　堺咲花病院
大阪府 医療法人生登会　寺元記念病院
大阪府 医療法人　樫本会　樫本病院
大阪府 社会医療法人　協和会　加納総合病院
大阪府 医療法人藤井会　住道クリニック
大阪府 あおぞら在宅診療所大阪はなてん
兵庫県 千僧駐屯地医務室
兵庫県 伊丹駐屯地医務室
兵庫県 国利病院機構兵庫あおの病院
兵庫県 多可赤十字病院
兵庫県 医療法人 愛心会 東宝塚さとう病院
兵庫県 公立豊岡病院組合立 豊岡病院日高医療センター
兵庫県 医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院
兵庫県 神戸協同病院
兵庫県 医療法人榮昌会　吉田病院
兵庫県 医療法人財団　神戸海星病院
兵庫県 医療法人　一高会　野村海浜病院
兵庫県 医療法人　尚和会　宝塚第一病院
兵庫県 特定医療法人誠仁会　大久保病院
兵庫県 医療法人　協和会　協立病院
兵庫県 公立豊岡病院組合朝来医療センター
兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター
兵庫県 公立村岡病院
兵庫県 公立香住病院
兵庫県 公立浜坂病院
兵庫県 医療法人公仁会　姫路中央病院
兵庫県 たつの市民病院
兵庫県 医療法人社団五仁会住吉川病院
兵庫県 丹波市ミルネ診療所
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兵庫県 加東市民病院
兵庫県 栄宏会小野病院
兵庫県 みきやまリハビリテーション病院
兵庫県 医療法人社団　一陽会　服部病院
兵庫県 医療法人社団　神戸低侵襲がん医療センター
兵庫県 医療法人社団汐咲会　井野病院
兵庫県 兵庫県災害医療センター
兵庫県 公立神崎総合病院
兵庫県 医療法人社団健心会　神戸ほくと病院
兵庫県 国家公務員共済組合連合会　六甲病院
兵庫県 医療法人社団菫会　名谷病院
奈良県 奈良医務室
奈良県 社会医療法人平和会　吉田病院
奈良県 医療法人岡谷会　おかたに病院
奈良県 中井記念病院
奈良県 曽爾村国民健康保険診療所
奈良県 五條市立大塔診療所
奈良県 黒滝村国民健康保険診療所
奈良県 野迫川村国民健康保険診療所
奈良県 十津川村国民健康保険小原診療所
奈良県 下北山村国民健康保険診療所
奈良県 上北山村国民健康保険診療所
奈良県 天川村国民健康保険診療所
奈良県 なないろクリニック
奈良県 医療法人　宮城会　宮城医院
奈良県 公益財団法人　天理よろづ相談所病院　白川分院
奈良県 社会医療法人健生会大福診療所
奈良県 医療法人桂会　平尾病院
奈良県 奈良西部病院
和歌山県 社会医療法人　黎明会　北出病院
和歌山県 医療法人南労会　紀和病院
和歌山県 誠佑記念病院
和歌山県 紀美野町国民健康保険小川診療所
和歌山県 紀美野町国民健康保険志賀野診療所
和歌山県 紀美野町国民健康保険国吉診療所
和歌山県 紀美野町国民健康保健長谷毛原診療所
和歌山県 紀美野町国民健康保険真国診療所
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和歌山県 紀美野町国民健康保険細野診療所
和歌山県 国保すさみ病院
和歌山県 佐本診療所
和歌山県 大鎌診療所
和歌山県 大附診療所
和歌山県 白浜町国民健康保険直営　川添診療所
和歌山県 国保北山村診療所
和歌山県 有田市立病院
和歌山県 海南医療センター
和歌山県 高野町立高野山総合診療所
鳥取県 米子駐屯地医務室
鳥取県 美保医務室
鳥取県 医療法人社団　尾﨑病院
鳥取県 鳥取市佐治町国民健康保険診療所・医科
鳥取県 医療法人育生会　高島病院
鳥取県 医療法人友紘会　皆生温泉病院
鳥取県 医療法人　共済会　清水病院
鳥取県 医療法人清和会　垣田病院
鳥取県 医療法人　元町病院
鳥取県 岩美町国民健康保険岩美病院
鳥取県 大山町国民健康保険　大山診療所
鳥取県 大山町国民健康保険　大山口診療所
鳥取県 大山町国民健康保険　名和診療所
鳥取県 江府町国民健康保険　江尾診療所
鳥取県 黒坂診療所
鳥取県 医療法人里仁会北岡病院
鳥取県 真誠会セントラルクリニック
鳥取県 医療法人萌生会伯耆中央病院
島根県 隠岐広域連合立隠岐島前病院
島根県 医療法人社団創健会　松江記念病院
島根県 社会医療法人昌林会　安来第一病院
島根県 安来市立病院
島根県 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
島根県 医療法人陶朋会　平成記念病院
島根県 飯南町立飯南病院
島根県 社会医療法人　仁寿会　加藤病院
島根県 邑智郡公立病院組合　公立邑智病院
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島根県 浜田市国民健康保険波佐診療所
島根県 浜田市国民健康保険弥栄診療所
島根県 浜田市国民健康保険あさひ診療所
島根県 津和野共存病院
島根県 隠岐広域連合立隠岐病院
島根県 東部島根医療福祉センター
島根県 日立記念病院
島根県 出雲市立総合医療センター
島根県 特定医療法人壽生会　寿生病院
島根県 出雲市民病院
島根県 西部島根医療福祉センター
島根県 山根病院三隅分院
島根県 町立奥出雲病院
島根県 斐川生協病院
島根県 社会医療法人　石州会　六日市病院
島根県 西ノ島町国民健康保険浦郷診療所
岡山県 コープ西大寺診療所
岡山県 岡山東中央病院
岡山県 コープみんなの診療所
岡山県 岡山ひだまりの里病院
岡山県 コープ大野 辻クリニック
岡山県 せいきょう玉野診療所
岡山県 一般財団法人　淳風会　倉敷第一病院
岡山県 淳風会ロングライフホスピタル
岡山県 倉敷紀念病院
岡山県 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院リバーサイド
岡山県 医療法人つばさ　つばさクリニック
岡山県 医療法人社団清和会　笠岡第一病院
岡山県 医療法人社団同仁会金光病院
岡山県 井原市立井原市民病院
岡山県 一般財団法人津山慈風会　津山中央記念病院
岡山県 医療法人和風会　中島病院
岡山県 医療法人思誠会渡辺病院
岡山県 特定医療法人　美甘会　勝山病院
岡山県 社会医療法人清風会　日本原病院
岡山県 鏡野町国民健康保険病院
岡山県 高梁市国民健康保険成羽病院
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岡山県 美作市立大原病院
岡山県 湯原温泉病院
岡山県 玉野三井病院
岡山県 総合病院岡山赤十字病院玉野分院
岡山県 玉野市立玉野市民病院
岡山県 備前市国民健康保険市立備前病院
岡山県 瀬戸内市立瀬戸内市民病院
岡山県 備前市国民健康保険市立日生病院
岡山県 岡山済生会総合病院附属外来センター
岡山県 医療法人　真生会　新見中央病院
岡山県 済生会吉備病院
岡山県 岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院
岡山県 岡山済生会外来センター病院
岡山県 社会医療法人光生病院
岡山県 東浩会石川病院
岡山県 医療法人仁徳会森下病院
岡山県 笠岡市立市民病院
岡山県 矢掛町国民健康保険病院
岡山県 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター　岡山市立せのお病院
岡山県 医療法人社団井口会　総合病院落合病院
岡山県 まび記念病院
岡山県 一般財団法人志清会　岡山紀念病院
岡山県 岡山旭東病院
岡山県 岡山西大寺病院
岡山県 社会福祉法人　岡山博愛会病院
岡山県 医療法人　平病院
岡山県 国立療養所長島愛生園
岡山県 備前市国民健康保険市立吉永病院
広島県 海田市駐屯地医務室
広島県 呉衛生隊医務室
広島県 自衛隊呉病院
広島県 第１術科学校衛生課医務室
広島県 福山循環器病院
広島県 医療法人　清幸会　三原城町病院
広島県 日立造船健康保険組合因島総合病院
広島県 府中市民病院
広島県 社会医療法人社団陽正会　寺岡記念病院
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広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立舟入市民病院
広島県 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
広島県 安芸太田病院
広島県 北広島町豊平病院
広島県 医療法人社団有信会　呉記念病院
広島県 公立下蒲刈病院
広島県 大谷リハビリテーション病院
広島県 三原市医師会病院
広島県 医療法人社団ヤマナ会　東広島記念病院
広島県 神石高原町立病院
広島県 慶広会　野島内科医院
広島県 医療法人翠清会　翠清会梶川病院
広島県 太田川病院
広島県 広島市医師会運営・安芸市民病院
広島県 医療法人社団光仁会　梶川病院
広島県 医療法人社団更生会　草津病院
広島県 シムラ病院
広島県 医療法人厚生堂長崎病院
広島県 呉共済病院　忠海分院
広島県 地方独立行政法人府中市病院機構　府中北市民病院
広島県 三次地区医療センター
広島県 三次神経内科クリニック　花の里
広島県 庄原市立西城市民病院
山口県 防府北医務室
山口県 岩国航空衛生隊医務室
山口県 小月航空衛生隊医務室
山口県 防府南医務室
山口県 見島医務室
山口県 独立行政法人国立病院機構柳井医療センター
山口県 医療法人星の里会　岡病院
山口県 社会医療法人いち樹会　尾中病院
山口県 セントヒル病院
山口県 厚南セントヒル病院
山口県 阿知須共立病院
山口県 医療法人医誠会都志見病院
山口県 医療法人財団 神徳会　三田尻病院
山口県 一般財団法人　防府消化器病センター　防府胃腸病院
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山口県 社会医療法人同仁会　周南記念病院
山口県 岩国市医療センター医師会病院
山口県 小野田赤十字病院
山口県 山陽小野田市民病院
山口県 光市立光総合病院
山口県 山口県厚生農業協同組合連合会　長門総合病院
山口県 斎木病院
山口県 医療法人社団成蹊会　岡田病院
山口県 美祢市立病院
山口県 周南市立新南陽市民病院
山口県 周防大島町立橘病院
山口県 周防大島町立東和病院
山口県 周防大島町立　大島病院
山口県 岩国市立美和病院
山口県 岩国市立錦中央病院
山口県 光市立大和総合病院
山口県 小郡第一総合病院
山口県 下関市立豊田中央病院
山口県 美祢市立美東病院
山口県 医療法人杏祐会三隅病院
山口県 特定医療法人茜会　昭和病院
徳島県 第24航空隊医務室
徳島県 徳島航空衛生隊医務室
徳島県 那賀町立　上那賀病院
徳島県 那賀町国民健康保険木沢診療所
徳島県 那賀町国民健康保険日野谷診療所
徳島県 那賀町国民健康保険　木頭診療所
徳島県 国民健康保険上勝町診療所
徳島県 美馬市国民健康保険木屋平診療所
徳島県 三好市国民健康保険西祖谷山村診療所
徳島県 三好市国民健康保険東祖谷診療所
徳島県 徳島健生病院
徳島県 国民健康保険勝浦病院
徳島県 医療法人きたじま倚山会　きたじま田岡病院
徳島県 阿波病院
徳島県 海陽町国民健康保険海南病院
徳島県 医療法人尽心会　亀井病院
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徳島県 たまき青空病院
香川県 善通寺駐屯地医務室
香川県 まるがめ医療センター
香川県 三豊市立永康病院
香川県 三豊市立西香川病院
香川県 直島町立診療所
香川県 高松市民病院塩江分院
香川県 まんのう町国民健康保険美合診療所
香川県 まんのう町国民健康保険造田診療所
香川県 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
愛媛県 西予市立野村病院
愛媛県 西予市立西予市民病院
愛媛県 国民健康保険久万高原町立病院
愛媛県 伊方町国民健康保険瀬戸診療所
愛媛県 松野町国民健康保険中央診療所
愛媛県 鬼北町立北宇和病院
愛媛県 愛南町国保一本松病院附属内海診療所
愛媛県 和昌会　貞本病院
愛媛県 医療法人ミネルワ会　渡辺病院
愛媛県 医療法人同仁会　おおぞら病院
愛媛県 久米病院
愛媛県 南松山病院
愛媛県 医療法人財団　仁清会　野本記念病院
愛媛県 松山ベテル病院
愛媛県 鷹の子病院
愛媛県 ＮＴＴ西日本松山病院
愛媛県 医療法人社団　慈生会　松山城東病院
愛媛県 浦岡胃腸クリニック
愛媛県 社会福祉法人　恩賜財団　済生会今治第二病院
愛媛県 医療法人　慈風会　白石病院
愛媛県 医療法人滴水会　吉野病院
愛媛県 医療法人順天会　放射線第一病院
愛媛県 宇和島市立津島病院
愛媛県 立花病院
愛媛県 医療法人 岩﨑病院
愛媛県 西条愛寿会病院
愛媛県 社会医療法人北斗会　大洲中央病院
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愛媛県 医療法人弘仁会共立病院
愛媛県 愛媛十全医療学院附属病院
愛媛県 医療法人 誠志会 砥部病院
愛媛県 済生会小田診療所
愛媛県 愛南町国保一本松病院
高知県 本山町立国保嶺北中央病院
高知県 佐川町立高北国民健康保険病院
高知県 高知生協病院
高知県 四万十市立市民病院
高知県 社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院
高知県 医療法人五月会　須崎くろしお病院
高知県 特定医療法人長生会 大井田病院
高知県 医療法人穂仁会植田医院
高知県 医療法人財団千葉健愛会　あおぞら診療所　高知潮江
高知県 野市中央病院
高知県 土佐市立　土佐市民病院
高知県 檮原町国民健康保険梼原病院
高知県 大月町国民健康保険大月病院
高知県 医療法人新松田会　愛宕病院
高知県 独立行政法人地域医療機能推進機構　高知西病院
高知県 医療法人　島本慈愛会　島本病院
高知県 医療法人防治会　いずみの病院
高知県 医療法人尚腎会　高知高須病院
高知県 医療法人つくし会　南国病院
高知県 医療法人　白菊会　白菊園病院
高知県 四万十市国民健康保険西土佐診療所
高知県 医療法人聖真会　渭南病院
高知県 仁淀川町国民健康保険大崎診療所
高知県 医療法人川村会　くぼかわ病院
高知県 医療法人　社団若鮎　北島病院
高知県 四万十町立興津診療所
高知県 四万十町国民健康保険　十和診療所
高知県 いの町立国民健康保険仁淀病院
福岡県 自衛隊福岡病院
福岡県 春日医務室
福岡県 築城医務室
福岡県 前川原駐屯地医務室
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福岡県 福岡駐屯地医務室
福岡県 芦屋医務室
福岡県 公益社団法人福岡医療団　たたらリハビリテーション病院
福岡県 公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院附属大楠診療所
福岡県 医療法人親仁会みさき病院
福岡県 医療法人　西福岡病院
福岡県 医療法人福西会　福西会病院
福岡県 医療法人佐田厚生会 佐田病院
福岡県 医療法人社団江頭会　さくら病院
福岡県 糸島医師会病院
福岡県 薬院内科循環器クリニック
福岡県 今津赤十字病院
福岡県 嘉麻赤十字病院
福岡県 医療法人　井上会　篠栗病院
福岡県 粕屋南病院
福岡県 医療法人春成会　樋口病院
福岡県 医療法人社団慶仁会　川﨑病院
福岡県 医療法人　弘恵会　ヨコクラ病院
福岡県 福岡県済生会　大牟田病院
福岡県 医療法人社団誠心会　萩原中央病院
福岡県 社会医療法人天神会　辺春診療所
福岡県 新古賀クリニック
福岡県 医療法人親仁会中友診療所
福岡県 医療法人　社団豊永会　飯塚記念病院
福岡県 医療法人博愛会　頴田病院
福岡県 社会福祉法人　柏芳会　田川新生病院
福岡県 医療法人博愛会　京都病院
福岡県 松口循環器科・内科医院
福岡県 東筑会　東筑病院
福岡県 摩利支病院
福岡県 医療法人光洋会　赤間病院
福岡県 医療法人　赤池協同医院
福岡県 浅木病院
福岡県 医療法人寿芳会　芳野病院
福岡県 医療法人　浜田病院
福岡県 医療法人香林会　香月中央病院
福岡県 正和なみき病院
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福岡県 北九州市立　第２夜間・休日急患センター
福岡県 社会医療法人　陽明会　小波瀬病院
福岡県 北九州市立門司病院
福岡県 北九州市立夜間・休日急患センター
福岡県 霧ヶ丘つだ病院
福岡県 公益財団法人健和会　戸畑けんわ病院
福岡県 公益財団法人健和会　健和会町上津役診療所
福岡県 公益財団法人健和会　健和会京町病院
福岡県 公益財団法人健和会　大手町リハビリテーション病院
福岡県 小倉リハビリテーション病院
福岡県 特定医療法人八木厚生会　八木病院
福岡県 社会医療法人　栄光会　栄光病院
福岡県 社会保険稲築病院
福岡県 社会医療法人財団　池友会　新小文字病院
福岡県 医療法人起生会大原病院
福岡県 宗像市国民健康保険大島診療所
福岡県 新宮町相島診療所
福岡県 八女市矢部診療所
福岡県 みやこ町立やまびこ診療所
福岡県 東峰村立診療所
福岡県 福智町立方城診療所
福岡県 糸田町立緑ケ丘病院
福岡県 地方独立行政法人川崎町立病院
福岡県 小竹町立病院
福岡県 柳川リハビリテーション病院
福岡県 社会保険大牟田天領病院
福岡県 有明クリニック
佐賀県 医療法人　春陽会　うえむら病院
佐賀県 医療法人芳生会 和田内科循環器科
佐賀県 唐津東松浦医師会医療センター
佐賀県 敬愛会　佐賀記念病院
佐賀県 なゆたの森病院
佐賀県 社会医療法人　祐愛会織田病院
佐賀県 ふじおか病院
佐賀県 医療法人ロコメディカル　江口病院
佐賀県 唐津市小川島診療所
佐賀県 唐津市加唐島診療所
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佐賀県 唐津市神集島診療所
佐賀県 唐津市馬渡島診療所
佐賀県 唐津市民病院きたはた
佐賀県 独立行政法人国立病院機構　東佐賀病院
長崎県 佐世保衛生隊医務室
長崎県 大村航空衛生隊医務室
長崎県 自衛隊佐世保病院
長崎県 国民健康保険　平戸市民病院
長崎県 長崎掖済会病院
長崎県 社会医療法人健友会　上戸町病院
長崎県 宗教法人お告げのマリア修道会聖マリア病院
長崎県 医療法人玄州会　光武内科循環器科病院
長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎病院
長崎県 長崎県上対馬病院
長崎県 長崎県上五島病院附属診療所有川医療センター
長崎県 長崎県上五島病院附属診療所奈良尾医療センター
長崎県 医療法人　栄和会　泉川病院
長崎県 社会医療法人長崎記念病院
長崎県 医療法人厚生会 虹が丘病院
長崎県 医療法人衆和会　長崎腎病院
長崎県 医療法人社団　健昌会　新里クリニック浦上
長崎県 特定医療法人雄博会　千住病院
長崎県 社会医療法人春回会　長崎北病院
長崎県 地方独立行政法人　北松中央病院
長崎県 日本赤十字社長崎原爆諫早病院
長崎県 長崎県富江病院
長崎県 佐世保市総合医療センター宇久診療所
熊本県 健軍駐屯地医務室
熊本県 北熊本駐屯地医務室
熊本県 自衛隊熊本病院
熊本県 医療法社団　陣内会　陣内病院
熊本県 山都町包括医療センターそよう病院
熊本県 熊本機能病院
熊本県 国民健康保険天草市立河浦病院
熊本県 山鹿市民医療センター
熊本県 小国公立病院
熊本県 国保水俣市立総合医療センター
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熊本県 独立行政法人地域医療機能推進機構　天草中央総合病院
熊本県 天草市立栖本病院
熊本県 上天草市立上天草総合病院
熊本県 上天草市立湯島へき地診療所
熊本県 八代市立椎原診療所
熊本県 球磨郡公立多良木病院
熊本県 熊本市立植木病院
大分県 自衛隊別府病院
大分県 医療法人野口記念会　野口病院
大分県 大分記念病院
大分県 医療法人鶴陽会　岩尾病院
大分県 独立行政法人　地域医療機能推進機構　湯布院病院
大分県 医療法人　八宏会　有田胃腸病院
大分県 医療法人輝心会　大分循環器病院
大分県 社会医療法人　長門莫記念会　長門記念病院
大分県 独立行政法人地域医療機能推進機構　南海医療センター
大分県 佐伯中央病院
大分県 臼杵市医師会立コスモス病院
大分県 高田中央病院
大分県 宇佐高田医師会病院
大分県 社会医療法人 帰巖会みえ病院
大分県 国東市民病院
大分県 姫島村国民健康保険診療所
大分県 医療法人慈恵会　西田病院
宮崎県 新田原医務室
宮崎県 野崎東病院
宮崎県 美郷町国民健康保険西郷病院
宮崎県 和知川原生協クリニック
宮崎県 おおつか生協クリニック
宮崎県 古賀駅前クリニック
宮崎県 藤元メディカルシステム　藤元中央病院
宮崎県 医療法人　社団静雄会　藤元上町病院
宮崎県 都城市郡医師会病院
宮崎県 串間市民病院
宮崎県 宮崎県済生会日向病院
宮崎県 医療法人伸和会共立病院
宮崎県 日南市立中部病院
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宮崎県 国民健康保険　西米良診療所
宮崎県 椎葉村国民健康保険病院
宮崎県 美郷町国民健康保険南郷診療所
宮崎県 国民健康保険諸塚診療所
宮崎県 高千穂町国民健康保険病院
宮崎県 小林市立病院
鹿児島県 鹿屋航空衛生隊医務室
鹿児島県 下甑医務室
鹿児島県 医療法人徳洲沖永良部徳洲会病院
鹿児島県 瀬戸内徳洲会病院
鹿児島県 医療法人　徳洲会　喜界徳洲会病院
鹿児島県 医療法人沖縄徳洲会与論徳洲会病院
鹿児島県 医療法人徳洲会　屋久島徳洲会病院
鹿児島県 医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院
鹿児島県 社会医療法人鹿児島愛心会　笠利病院
鹿児島県 公益財団法人昭和会　昭和会クリニック
鹿児島県 薩摩川内市下甑手打診療所
鹿児島県 五反田内科クリニック
鹿児島県 姶良市立北山診療所
鹿児島県 谷山生協クリニック
鹿児島県 徳之島診療所
鹿児島県 医療法人正隆会　榮樂内科クリニック
鹿児島県 社会医療法人鹿児島愛心会　山川病院
鹿児島県 医療法人愛誠会　昭南病院
鹿児島県 医療法人康成会　植村病院
鹿児島県 厚地脳神経外科病院
鹿児島県 医療法人腎愛会　上山病院
鹿児島県 枕崎市立病院
鹿児島県 社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院
鹿児島県 医療法人浩然会　指宿浩然会病院
鹿児島県 薩摩川内市鹿島診療所
鹿児島県 薩摩川内市下甑内川内出張診療所
鹿児島県 薩摩川内市里診療所
鹿児島県 薩摩川内市上甑診療所
鹿児島県 薩摩川内市下甑瀬々野浦診療所
鹿児島県 薩摩川内市下甑青瀬診療所
鹿児島県 薩摩川内市片野浦出張診療所
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鹿児島県 薩摩川内市下甑長浜診療所
鹿児島県 曽於医師会立病院
鹿児島県 竹島へき地診療所
鹿児島県 十島村立中之島へき地診療所
鹿児島県 十島村立悪石島へき地診療所
鹿児島県 十島村立宝島へき地診療所
鹿児島県 十島村立平島へき地診療所
鹿児島県 十島村立口之島へき地診療所
鹿児島県 十島村立小宝島へき地診療所
鹿児島県 硫黄島へき地診療所
鹿児島県 三島村立大里へき地診療所
鹿児島県 十島村立諏訪之瀬島へき地診療所
鹿児島県 黒島へき地診療所
鹿児島県 薩摩郡医師会病院
鹿児島県 長島町国民健康保険鷹巣診療所
鹿児島県 長島町国民健康保険平尾診療所
鹿児島県 長島町獅子島へき地診療所
鹿児島県 肝付町立病院
鹿児島県 岸良診療所
鹿児島県 南大隅町立佐多診療所
鹿児島県 屋久島町永田へき地出張診療所
鹿児島県 屋久島町栗生診療所
鹿児島県 公立種子島病院組合　公立種子島病院
鹿児島県 瀬戸内町国民健康保険池地診療所
鹿児島県 国民健康保険　大和診療所
鹿児島県 医療法人南溟会　宮上病院
鹿児島県 大和村今里へき地出張診療所
鹿児島県 パナウル診療所
鹿児島県 加計呂麻徳洲会診療所
鹿児島県 瀬戸内へき地診療所
鹿児島県 南さつま市野間池診療所
鹿児島県 南さつま市笠沙診療所
鹿児島県 奄美市住用国民健康保険診療所
鹿児島県 医療法人菊野会　菊野病院
鹿児島県 南大隅町立郡へき地出張診療所
鹿児島県 南さつま市秋目診療所
鹿児島県 南さつま市立坊津病院
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鹿児島県 ナカノ在宅医療クリニック　
鹿児島県 奄美中央病院
鹿児島県 社会医療法人緑泉会　米盛病院
沖縄県 医療法人沖縄徳洲会　石垣島徳洲会病院
沖縄県 那覇駐屯地医務室
沖縄県 与那国駐屯地医務室
沖縄県 自衛隊那覇病院
沖縄県 医療法人沖縄徳洲会宮古島徳洲会病院
沖縄県 医療法人　信山会　南城つはこクリニック
沖縄県 伊江村立診療所
沖縄県 社会医療法人　敬愛会　ちばなクリニック
沖縄県 医療法人清心会徳山クリニック
沖縄県 名嘉村クリニック
沖縄県 公立久米島病院
沖縄県 豊見城中央病院附属健康管理センター
沖縄県 沖縄県立北部病院附属　伊平屋診療所
沖縄県 沖縄県立北部病院附属　伊是名診療所
沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属南大東診療所
沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属粟国診療所
沖縄県 沖縄県立宮古病院附属多良間診療所
沖縄県 沖縄県立八重山病院附属西表西部診療所
沖縄県 沖縄県立八重山病院附属大原診療所
沖縄県 中部協同病院
沖縄県 協同にじクリニック
沖縄県 糸満協同診療所
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