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臨床研究に関する情報公開（一般向け） 

「日本産科婦人科内視鏡学会への手術および合併症登録」 

へご協力のお願い 

 

【対象となる方】 

2014年1月1日以降に当院において 

産婦人科内視鏡下手術（腹腔鏡、子宮鏡、卵管鏡、ロボット支援下手術）を施行された患者様 

 

１．研究の概要 

１）データベース事業の意義 

本研究は、日本全国の産婦人科内視鏡下手術の現状の把握および適正な医療水準を維持するために全

国調査を行うことで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供することを目指すプロジェ

クトです。本研究で集められたデータを分析することで、本邦での産婦人科内視鏡下手術の現状を明ら

かにすることができます。手術にともなうリスクを理解した上で、患者さんやご家族とともに手術・治療

の方針を決定することができるようになります。加えて、さまざまな研究と連携して運営することで、臨

床現場がさらに充実した医療を提供できるよう取り組む手助けをすることができます。 

２）研究の目的 

 日本全国の産婦人科内視鏡下手術の現状の把握、および適正な医療水準の維持のために全国調査を行

います。 

 

 

２．研究の方法 

1）目標症例数 

登録事業のため、目標症例数は設定しません 

 

2）研究期間 

研究期間： 倫理審査委員会承認後～2025年12月31日 

 

3）研究方法 

日本全国の医療施設から、完全匿名化された患者情報・手術内容・合併症を共通の入力システムを用い

て１症例ごとにコンピューター上で登録し、日本産科婦人科内視鏡学会事務局に報告します。データは

電子的に提出される過程で匿名化され、その管理と解析は学会事務局で行います。 
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4） 使用する情報の項目 

・年齢、病名、手術日、術式、手術時間、出血量、輸血の有無、日本産婦人科学会悪性腫瘍登録番号、

合併症の有無 

合併症有りの場合は術中・術後合併症の有無、合併症の内容、合併症の部位、、合併症に対する治療方

法、合併症の転帰 

＊本研究の情報は、将来の研究に役立てるために2次利用を行う場合があります。 

 

 

3. 研究計画書および個人情報の開示 

あなたのご希望があれば、個人情報の保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲内で、この研究計

画の 資料等を閲覧または入手することができますので、お申し出ください。また、この研究における

個人情報の開示は、あなたが希望される場合にのみ行います。 

内容についてわかりにくい点がありましたら、遠慮なく担当者にお尋ねください。 

この研究はあなたのデータを個人情報がわからないように匿名化されて、学会や論文で発表しますの

で、ご了解ください。 この研究にご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 

また、あなたの情報が 研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研究対象としませ

んので、下記の連絡先までお申し出ください。ただし、学会や論文で発表した後には、研究対象から除

くことができませんので、ご了承ください。研究に使用されることにご了承いただけなくても診療など

病院サービスにおいて患者の皆様に 不利益が生じることはありません。 

なお、本研究は近畿大学医学部倫理委員会の審査を受け、近畿大学医学部長の許可を受けて実施するもので

す。 

 

＜問い合わせ・連絡先＞ 

近畿大学病院産婦人科 小谷 泰史 

〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東377-2 

TEL：072-366-0221 

FAX：072-368-3745 

 

 

4.研究実施施設 

研究代表者 日本婦人科内視鏡学会 原田 省 

研究参加施設 全国の日本婦人科内視鏡学会登録施設 

 

参加施設一覧 

施設コード 都道府県 施設名 

01101 北海道 JA 北海道厚生連 札幌厚生病院 

01102 北海道 JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 

01103 北海道 斗南病院 



作成日：2020 年 11 月 9 日 

01104 北海道 NTT 東日本札幌病院 

01109 北海道 医療法人育愛会 札幌東豊病院 

01110 北海道 医療法人王子総合病院 

01118 北海道 国立大学法人 旭川医科大学 

01119 北海道 札幌医科大学附属病院 

01120 北海道 JR 札幌病院 

01122 北海道 市立旭川病院 

01124 北海道 手稲渓仁会病院 

01125 北海道 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 

01126 北海道 苫小牧市立病院 

01127 北海道 函館厚生院函館中央病院 

01128 北海道 八雲総合病院 

01129 北海道 北海道社会事業協会小樽病院 

01131 北海道 北海道大学病院 

01132 北海道 名寄市立総合病院 

01133 北海道 札幌白石産科婦人科病院 

01134 北海道 JCHO 札幌北辰病院 

01136 北海道 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 

01139 北海道 市立函館病院 

01141 北海道 製鉄記念室蘭病院 

01143 北海道 時計台記念病院 

01144 北海道 KKR 札幌医療センター 

01146 北海道 社会医療法人 母恋 日鋼記念病院 

01148 北海道 JR 北海道厚生連 旭川厚生病院 

01149 北海道 北見赤十字病院 

01151 北海道 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 

01157 北海道 江別市立病院 

01167 北海道 市立釧路総合病院 

01171 北海道 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 

02101 青森県 弘前大学医学部 

02105 青森県 八戸市立市民病院 

02107 青森県 むつ総合病院 

02108 青森県 つがる西北五広域連合 つがる総合病院 

02109 青森県 十和田市立中央病院 

02111 青森県 エフ．クリニック 

03102 岩手県 岩手医科大学医学部 

03108 岩手県 岩手県立磐井病院 

03110 岩手県 岩手県立大船渡病院 
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03111 岩手県 岩手県立中部病院 

04101 宮城県 東北医科薬科大学 若林病院 

04102 宮城県 スズキ記念病院 

04104 宮城県 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 

04108 宮城県 吉田レディースクリニック 

04113 宮城県 坂総合病院 産婦人科 

04117 宮城県 石巻赤十字病院 

04118 宮城県 仙台市立病院 

04124 宮城県 東北公済病院 

04125 宮城県 東北大学医学部 

04129 宮城県 結城産婦人科医院 

04133 宮城県 気仙沼市立病院 

04135 宮城県 大崎市民病院 

04138 宮城県 東北薬科大学病院 

05105 秋田県 秋田赤十字病院 

05106 秋田県 秋田大学医学部 

05107 秋田県 大館市立総合病院 

05114 秋田県 大曲厚生医療センター 

06102 山形県 済生会山形済生病院 

06104 山形県 山形県立中央病院 

06105 山形県 山形大学医学部 

06108 山形県 鶴岡市荘内病院 

07101 福島県 財）大原綜合病院 

07105 福島県 財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 

07106 福島県 財団法人湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 

07110 福島県 白河厚生総合病院 

07111 福島県 福島県立医科大学 

07112 福島県 福島赤十字病院 

07115 福島県 竹田綜合病院 

08105 茨城県 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 

08112 茨城県 水戸済生会総合病院 

08115 茨城県 水戸赤十字病院 

08116 茨城県 JA とりで総合医療センター 

08119 茨城県 筑波学園病院 

08121 茨城県 土浦協同病院 

08124 茨城県 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療セン ター 

08125 茨城県 日立総合病院 

08126 茨城県 筑波大学附属病院 
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09103 栃木県 国際医療福祉大学附属病院 

09104 栃木県 済生会宇都宮病院 

09106 栃木県 自治医科大学 

09108 栃木県 足利赤十字病院 

09115 栃木県 栃木県立がんセンター 

09117 栃木県 菅間記念病院 

09119 栃木県 JA かみつが厚生連上都賀総合病院 

10103 群馬県 桐生厚生総合病院 

10104 群馬県 群馬大学医学部附属病院 

10106 群馬県 産科婦人科館出張 佐藤病院 

10107 群馬県 独立行政法人 地域医療機能推進機構 群馬中 央総合病院 

10109 群馬県 前橋赤十字病院 

10110 群馬県 SUBARU 健康保険組合 太田記念病院 

10117 群馬県 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療セン ター 

11101 埼玉県 さいたま市立病院 

11102 埼玉県 さいたま赤十字病院 

11107 埼玉県 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 

11108 埼玉県 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 

11111 埼玉県 越谷市立病院 

11112 埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 

11113 埼玉県 埼玉医科大学病院 

11116 埼玉県 埼玉県立がんセンター 

11119 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 

11121 埼玉県 赤心堂病院 

11124 埼玉県 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 

11125 埼玉県 柏崎産婦人科 

11126 埼玉県 防衛医科大学校 

11129 埼玉県 北里研究所メディカルセンター病院 

11136 埼玉県 恵愛病院 

11137 埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター 

11139 埼玉県 みさと健和病院 

11141 埼玉県 川口市立医療センター 

11142 埼玉県 メディカルトピア草加病院 

11143 埼玉県 ＴＭＧあさか医療センター 

11147 埼玉県 医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカル センター 

11148 埼玉県 イムス富士見総合病院 

11149 埼玉県 埼玉メディカルセンター 

11151 埼玉県 恵愛生殖医療クリニック志木 
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11153 埼玉県 ウィメンズクリニックふじみ野 

12108 千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター 

12109 千葉県 亀田総合病院 

12110 千葉県 高橋ウイメンズクリニック 

12115 千葉県 順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院 

12117 千葉県 松戸市立総合医療センター 

12118 千葉県 成田赤十字病院 

12120 千葉県 千葉大学医学部附属病院 

12121 千葉県 千葉徳洲会病院 

12125 千葉県 総合病院国保旭中央病院 

12129 千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 

12132 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 

12133 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 

12135 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 

12136 千葉県 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 

12137 千葉県 日本医科大学千葉北総病院 

12146 千葉県 君津中央病院 

12153 千葉県 キッコーマン総合病院 

12157 千葉県 辻仲病院 柏の葉 

12162 千葉県 千葉県がんセンター 

13102 東京都 JR 東京総合病院 

13103 東京都 NTT 東日本関東病院 

13121 東京都 杏林大学医学部病院 

13123 東京都 医療法人財団 荻窪病院 

13125 東京都 医療法人財団順和会 山王病院 

13130 東京都 医療法人社団あんしん会 四谷メディカル キューブ 

13132 東京都 井上レディースクリニック 

13135 東京都 永寿総合病院 

13137 東京都 医療法人財団 荻窪病院 虹クリニック 

13138 東京都 河北総合病院 

13142 東京都 がん研有明病院 

13145 東京都 九段坂病院 

13146 東京都 慶應義塾大学医学部 

13150 東京都 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 

13151 東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院 

13152 東京都 国際医療福祉大学三田病院 

13156 東京都 佐々総合病院 

13157 東京都 佐々木研究所附属杏雲堂病院 
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13160 東京都 自衛隊中央病院 

13161 東京都 社会福祉法人三井記念病院 

13163 東京都 JCHO 東京山手メディカルセンター 

13164 東京都 社団法人東京都職員互助会 三楽病院 

13165 東京都 日本大学病院 

13166 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 

13167 東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院 

13170 東京都 昭和大学病院 

13172 東京都 杉山産婦人科 

13173 東京都 聖路加国際病院 

13177 東京都 総合病院 厚生中央病院 

13178 東京都 総合母子保健センター 愛育病院 

13180 東京都 大森赤十字病院 

13183 東京都 町田市民病院 

13185 東京都 帝京大学医学部 

13186 東京都 渡辺産婦人科医院 

13187 東京都 東海大学医学部付属八王子病院 

13188 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 

13189 東京都 東京医科大学病院 

13191 東京都 東京慈恵会医科大学 

13192 東京都 東京慈恵会医科大学附属 葛飾医療センター 

13193 東京都 東京慈恵会医科大学附属 第三病院 

13194 東京都 東京女子医科大学 

13196 東京都 東京大学医学部 

13198 東京都 東京都済生会中央病院 

13200 東京都 東京都保健医療公社 荏原病院 

13201 東京都 東京都保健医療公社 大久保病院 

13203 東京都 東京都立大塚病院 

13205 東京都 東京都立駒込病院 

13209 東京都 東邦大学医療センター大森病院 

13210 東京都 東邦大学医療センター大橋病院 

13214 東京都 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 

13218 東京都 日本医科大学付属病院 

13219 東京都 日本赤十字社医療センター 

13220 東京都 日本大学医学部付属板橋病院 

13223 東京都 日野市立病院 

13224 東京都 板橋中央総合病院 

13226 東京都 武蔵野赤十字病院 
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13227 東京都 立川相互病院 

13234 東京都 医療法人財団小畑会 浜田病院 

13237 東京都 東京衛生病院 

13238 東京都 こまざわレディースクリニック 

13239 東京都 医療法人社団 中林病院 

13240 東京都 東京都立多摩総合医療センター 

13244 東京都 東京リバーサイド病院 

13246 東京都 北里研究所病院 

13247 東京都 練馬総合病院 

13249 東京都 社会福祉法人 聖ヨハネ会 桜町病院 

13255 東京都 国立国際医療研究センター病院 

13256 東京都 社会福祉法人康和会 久我山病院 

13259 東京都 銀座レディースクリニック 

13260 東京都 アルテミス ウイメンズ ホスピタル 

13262 東京都 社会福祉法人 聖母会 聖母病院 

13263 東京都 稲城市立病院 

13264 東京都 順天堂大学医学部付属順天堂東京江東高齢者医 療センター 

13265 東京都 医療法人財団 明理会 東京腎泌尿器センター大 和病院 

13266 東京都 社会福祉法人あそか会 あそか病院 

13267 東京都 JCHO 東京新宿メディカルセンター 

13274 東京都 賛育会病院 

13278 東京都 ローズレディースクリニック 

13280 東京都 （財）東京都保健医療公社東部地域病院 

13283 東京都 昭和大学江東豊洲病院 

13295 東京都 杉山産婦人科 丸の内 

13301 東京都 武蔵野徳洲会病院 

13302 東京都 独立行政法人 国立成育医療研究センター 

13308 東京都 佼成病院 

13324 東京都 東京警察病院 

13327 東京都 医療法人社団 向仁会 真島クリニック 

13335 東京都 田園調布オリーブレディースクリニック 

13341 東京都 医療法人社団杏精会岡田病院 

13348 東京都 総合東京病院 

14106 神奈川県 けいゆう病院 

14107 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 

14112 神奈川県 横浜市立大学附属病院 

14113 神奈川県 横浜総合病院 

14114 神奈川県 横浜労災病院 
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14117 神奈川県 関東労災病院 

14122 神奈川県 済生会横浜市東部病院 

14123 神奈川県 済生会横浜市南部病院 

14129 神奈川県 小田原市立病院 

14130 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 

14131 神奈川県 昭和大学藤が丘病院 

14132 神奈川県 湘南鎌倉総合病院 

14134 神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 

14135 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 

14137 神奈川県 川崎市立川崎病院 

14140 神奈川県 総合川崎臨港病院 

14141 神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院 

14144 神奈川県 東海大学医学部付属病院 

14147 神奈川県 藤沢市民病院 

14148 神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 

14149 神奈川県 平塚市民病院 

14150 神奈川県 北里大学病院 

14153 神奈川県 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 

14160 神奈川県 神奈川県立がんセンター 

14162 神奈川県 大和市立病院 

14165 神奈川県 厚木市立病院 

14167 神奈川県 メディカルパーク湘南 

14169 神奈川県 横須賀共済病院 

14170 神奈川県 慈誠会病院 

14172 神奈川県 横浜南共済病院 

14176 神奈川県 横浜市立市民病院 

14178 神奈川県 茅ヶ崎市立病院 

14180 神奈川県 新百合ヶ丘総合病院 

14181 神奈川県 川崎市立井田病院 

14183 神奈川県 大和徳洲会病院 

14199 神奈川県 JA 神奈川県厚生連相模原協同病院 

14204 神奈川県 川崎幸病院 

14215 神奈川県 聖マリアンナ医科大学東横病院 

15103 新潟県 済生会新潟第二病院 

15104 新潟県 上越総合病院 

15108 新潟県 新潟市民病院 

15110 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 

15112 新潟県 長岡赤十字病院 
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15113 新潟県 長岡中央綜合病院 

15115 新潟県 新潟県立新発田病院 

15124 新潟県 新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院 

16104 富山県 高岡市民病院 

16110 富山県 富山県済生会高岡病院 

16111 富山県 富山県立中央病院 

16117 富山県 富山大学附属病院 

17101 石川県 金沢医科大学病院 

17103 石川県 金沢大学医学部 

17106 石川県 石川県立中央病院 

17110 石川県 公立能登総合病院 

18107 福井県 福井赤十字病院 

18108 福井県 福井大学医学部附属病院 

18110 福井県 福井県立病院 

19104 山梨県 山梨県立中央病院 

19105 山梨県 山梨大学医学部 

20103 長野県 ひろおかさくらレディースウィメンズクリニッ ク 

20109 長野県 信州大学医学部 

20112 長野県 長野市民病院 

20114 長野県 飯田市立病院 ○ 20116 長野県 伊那中央病院 

20117 長野県 松本市立病院 

20121 長野県 長野県厚生連篠ノ井総合病院 

20126 長野県 長野赤十字病院 

20129 長野県 地方独立行政法人 長野県立病院機構 長野県立信州医療セ

ンター 

20131 長野県 諏訪中央病院 

20133 長野県 穂高病院 

21102 岐阜県 岐阜県立多治見病院 

21103 岐阜県 岐阜市民病院 

21104 岐阜県 岐阜大学医学部 

21107 岐阜県 松波総合病院 

21108 岐阜県 総合病院 高山赤十字病院 

21116 岐阜県 多治見市民病院 

22101 静岡県 JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 

22114 静岡県 焼津市立総合病院 

22117 静岡県 聖隷三方原病院 

22119 静岡県 聖隷浜松病院 

22122 静岡県 静岡市立清水病院 
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22123 静岡県 藤枝市立総合病院 

22124 静岡県 浜松医科大学 

22125 静岡県 静岡赤十字病院 

22127  静岡県立総合病院 

22130  静岡県立静岡がんセンター 

22144  中東遠総合医療センター 

22145  富士宮市立病院 

22147  医療法人明徳会 新都市病院 

23108 愛知県 トヨタ記念病院 

23109 愛知県 愛知医科大学病院 

23114 愛知県 医療法人 成田育成会 成田病院 

23117 愛知県 一宮市立市民病院 

23124 愛知県 公立陶生病院 

23125 愛知県 国家公務員共済組合連合会名城病院 

23134 愛知県 藤田医科大学 

23135 愛知県 藤田医科大学ばんたね病院 

23141 愛知県 豊橋市民病院 

23145 愛知県 名古屋市立大学医学部 

23146 愛知県 名古屋市立東部医療センター 

23147 愛知県 名古屋大学医学部 

23148 愛知県 名古屋第一赤十字病院 

23153 愛知県 豊田厚生病院 

23155 愛知県 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 

23156 愛知県 JA 愛知厚生連 江南厚生病院 

23157 愛知県 豊川市民病院 

23159 愛知県 名古屋記念病院 

23164 愛知県 清慈会 鈴木病院 

23170 愛知県 小牧市民病院 

23171 愛知県 医療法人葵鐘会 パークベルクリニック 

23172 愛知県 東海市民病院 

23173 愛知県 愛知県がんセンター中央病院 

23177 愛知県 春日井市民病院 

23181 愛知県 中部労災病院 

23182 愛知県 キャッスルベルクリニック 

23188 愛知県 西知多総合病院 

23190 愛知県 名古屋掖済会病院 

23194 愛知県 常滑市民病院 

24103 三重県 三重大学医学部附属病院 
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24111 三重県 市立四日市病院 

24115 三重県 伊勢赤十字病院 

25103 滋賀県 医療法人誠光会 草津総合病院 

25104 滋賀県 公立甲賀病院 

25106 滋賀県 市立長浜病 

25107 滋賀県 滋賀医科大学 

25109 滋賀県 大津市民病院 

25110 滋賀県 大津赤十字病院 

25114 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 

25116 滋賀県 滋賀県立総合病院 

25117 滋賀県 独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療 センター 

25118 滋賀県 長浜赤十字病院 

25120 滋賀県 彦根市立病院 

26105 京都府 医療法人 佐伯医院 

26107 京都府 医療法人足立病院 

26111 京都府 京都大学医学部 

26112 京都府 京都第一赤十字病院 

26113 京都府 京都第二赤十字病院 

26114 京都府 京都府立医科大学 

26116 京都府 京都山城総合医療センター 

26117 京都府 公立南丹病院 

26118 京都府 三菱京都病院 

26119 京都府 市立福知山市民病院 

26125 京都府 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 

26128 京都府 社会福祉法人恩賜財団 済生会京都府病院 

26129 京都府 日本バプテスト病院 

26133 京都府 洛和会音羽病院 

27101 大阪府 （医）ゆうあい会 しんやしき産婦人科 

27105 大阪府 JR 西日本・大阪鉄道病院 

27107 大阪府 公益財団法人 日本生命済生会日本生命病院 

27111 大阪府 医療法人 定生会 谷口病院 

27114 大阪府 医療法人医誠会 医誠会病院 

27115 大阪府 医療法人恵生会 恵生会病院 

27121 大阪府 医療法人仙養会北摂総合病院 

27123 大阪府 関西医科大学附属滝井病院 

27126 大阪府 近畿大学医学部 

27128 大阪府 健保連大阪中央病院 

27135 大阪府 済生会富田林病院 
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27136 大阪府 財団法人田附興風会医学研究所北野病院 

27138 大阪府 市立貝塚病院 

27140 大阪府 市立柏原病院 

27141 大阪府 市立豊中病院 

27145 大阪府 松原徳洲会病院 

27155 大阪府 大阪市立総合医療センター 

27159 大阪府 大阪医科大学 

27160 大阪府 大阪警察病院 

27161 大阪府 JCHO 大阪病院 

27162 大阪府 大阪市立住吉市民病院 

27163 大阪府 大阪市立十三市民病院 

27165 大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 

27166 大阪府 大阪赤十字病院 

27167 大阪府 大阪大学医学部附属病院 

27168 大阪府 大阪府済生会吹田病院 

27169 大阪府 大阪府済生会千里病院 

27170 大阪府 大阪急性期・総合医療センター 

27171 大阪府 大阪府立成人病センター 

27172 大阪府 大阪労災病院 

27178 大阪府 特定医療法人 同仁会 耳原総合病院 

27179 大阪府 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 

27181 大阪府 箕面市立病院 

27182 大阪府 淀川キリスト教病院 

27188 大阪府 社会医療法人愛仁会 高槻病院 

27189 大阪府 社会医療法人愛仁会 千船病院 

27192 大阪府 財団法人 住友病院 

27195 大阪府 関西医科大学附属病院 

27196 大阪府 堺市立総合医療センター 

27198 大阪府 和泉市立病院 

27200 大阪府 済生会野江病院 

27203 大阪府 療法人 東和会 第一東和会病院 

27209 大阪府 医療法人篤靜会 谷川記念病院 

27210 大阪府 市立吹田市民病院 

27212 大阪府 八尾市立病院 

27216 大阪府 吹田徳洲会病院 

27219 大阪府 大阪暁明館病院 

27223 大阪府 市立岸和田市民病院 

27241 大阪府 市立東大阪医療センター 
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27242 大阪府 市立ひらかた病院 

28102 兵庫県 医療法人 晋真会 ベリタス病院 

28104 兵庫県 医療法人薫風会佐野病院 

28109 兵庫県 県立西宮病院 

28119 兵庫県 神戸アドベンチスト病院 

28120 兵庫県 神戸市立西市民病院 

28121 兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 

28122 兵庫県 神戸赤十字病院 

28123 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 

28124 兵庫県 神戸掖済会病院 

28125 兵庫県 西神戸医療センター 

28133 兵庫県 兵庫医科大学病院 

28138 兵庫県 六甲アイランド甲南病院 

28141 兵庫県 市立芦屋病院 

28145 兵庫県 公立豊岡病院 

28147 兵庫県 兵庫県立がんセンター 

28148 兵庫県 国立病院機構神戸医療センター 

28153 兵庫県 関西労災病院 

28154 兵庫県 医療法人明石医療センター 

28158 兵庫県 市立伊丹病院 

28161 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 

28168 兵庫県 JCHO 神戸中央病院 

28170 兵庫県 医療法人社団慈恵会 新須磨病院 

29104 奈良県 近畿大学奈良病院 

29105 奈良県 奈良県総合医療センター 

29106 奈良県 高の原中央病院 

29108 奈良県 天理よろづ相談所病院 

29110 奈良県 奈良県立医科大学 

29111 奈良県 大和高田市立病院 

29118 奈良県 奈良県西和医療センター 

30102 和歌山県 医療法人 久和会 

30104 和歌山県 橋本市民病院 

30111 和歌山県 和歌山県立医科大学 

30112 和歌山県 公立那賀病院 

30116 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 

30117 和歌山県 社会保険紀南病院 

31102 鳥取県 医療法人 ミオ・ファティリティクリニック 

31106 鳥取県 鳥取大学医学部 
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31110 鳥取県 山陰労災病院 

32107 島根県 島根県立中央病院 

32108 島根県 島根大学医学部附属病院 

33104 岡山県 岡山済生会総合病院 

33105 岡山県 岡山市立市民病院 

33106 岡山県 岡山大学病院 

33107 岡山県 岡山大福クリニック 

33111 岡山県 川崎医科大学 

33112 岡山県 倉敷成人病センター 

33113 岡山県 津山中央病院 

33116 岡山県 倉敷中央病院 

34105 広島県 県立広島病院 

34109 広島県 広島市立安佐市民病院 

34110 広島県 広島市立広島市民病院 

34112 広島県 広島大学病院 

34113 広島県 医療法人ＪＲ広島病院 

34117 広島県 中国労災病院 

34118 広島県 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 

34120 広島県 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター 

34122 広島県 白河産婦人科 

34129 広島県 市立三次中央病院 

34131 広島県 藤東クリニック 

34135 広島県 JA 広島総合病院 

34138 広島県 よしだレディースクリニック 

34140 広島県 医療法人秀明会 小池病院 

35102 山口県 山口大学医学部附属病院 

35104 山口県 社会保険 徳山中央病院 

35105 山口県 小野田市立病院 

35106 山口県 総合病院 山口赤十字病院 

35111 山口県 山口県立総合医療センター 

35115 山口県 山口県済生会下関総合病院 

36103 山口県 阿南共栄病院 

36105 山口県 徳島県鳴門病院 

36109 山口県 徳島県立中央病院 

36110 山口県 徳島市民病院 

36111 山口県 徳島赤十字病院 

36112 山口県 徳島大学医学部 

37101 香川県 さぬき市民病院 
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37104 香川県 香川大学 

37107 香川県 高松市民病院 

37112 香川県 屋島総合病院 

38102 香川県 ハートレディースクリニック 

38103 香川県 愛媛県立中央病院 

38104 香川県 愛媛大学医学部 

38106 香川県 愛媛県 四国中央病院 

38111 香川県 松山赤十字病院 

38113 香川県 福井ウイメンズクリニック 

38114 香川県 矢野産婦人科 

38123 香川県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 

39106 香川県 高知赤十字病院 

39107 香川県 高知大学医学部 

40108 福岡県 医療法人社団高邦会 高木病院 

40110 福岡県 久留米大学医学部 

40111 福岡県 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 

40112 福岡県 九州大学医学部 

40118 福岡県 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 

40119 福岡県 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 

40120 福岡県 済生会福岡総合病院 

40121 福岡県 産業医科大学医学部 

40125 福岡県 千鳥橋病院 

40128 福岡県 田川市立病院 

40129 福岡県 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 

40130 福岡県 日本海員掖済会門司病院 

40131 福岡県 福岡大学医学部 

40133 福岡県 北九州市立医療センター 

40135 福岡県 飯塚病院 

40138 福岡県 福岡山王病院 

40139 福岡県 大牟田市立病院 

40144 福岡県 セントマザー産婦人科医院 

40145 福岡県 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 

40150 福岡県 独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総 合病院 

40151 福岡県 産業医科大学若松病院 

40153 福岡県 独立行政法人九州労災病院 

40156 福岡県 原三信病院 

40157 福岡県 北九州総合病院 

40162 福岡県 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 



作成日：2020 年 11 月 9 日 

41102 佐賀県 佐賀県医療センター好生館 

41103 佐賀県 佐賀大学医学部 

41106 佐賀県 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター 

42101 長崎県 よしだレディースクリニッ 

42110 長崎県 長崎大学病院 

42112 長崎県 済生会長崎病院 

42113 長崎県 市立大村市市民病院 

42114 長崎県 佐世保市総合医療センター 

42116 長崎県 諫早総合病院 

42117 長崎県 島原マタニティ病院 

42119 長崎県 長崎みなとメディカルセンター 

43102 熊本県 ART 女性クリニック 

43103 熊本県 愛育会 福田病院 

43105 熊本県 医療法人 聖粒会 慈恵病院 

43107 熊本県 熊本赤十字病院 

43115 熊本県 朋岳会 伊井産婦人科病院 

44101 大分県 セント・ルカ産婦人科 

44106 大分県 大分大学医学部附属病院 

44109 大分県 医療法人 大川産婦人科病院 

44111 大分県 大分市医師会立アルメイダ病院 

44112 大分県 中津市立中津市民病院 

44113 大分県 大分県立病院 

44115 大分県 独立行政法人 国立病院機構 別府医療センター 

44117 大分県 社会医療法人大分中村病院 

45103 宮崎県 医療法人豊徳会 丸田病院 

45106 宮崎県 宮崎善仁会病院 

45107 宮崎県 宮崎大学 

46107 鹿児島県 鹿児島市医師会病院 

46109 鹿児島県 鹿児島大学医学部 

46120 鹿児島県 社会医療法人博愛会相良病院 

46121 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター 

46122 鹿児島県 今給黎総合病院 

47106 沖縄県 医療法人友愛会 豊見城中央病院 

47109 沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 

47112 沖縄県 琉球大学医学部 

47114 沖縄県 沖縄赤十字病院 

47115 沖縄県 那覇市立病院 

47118 沖縄県 中頭病院 
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47119 沖縄県 空の森クリニック 

47122 沖縄県 糸数病院 

47124 沖縄県 おもと会 大浜第一病院 

 

 

 


