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■認定番号 ■病院名 ■都道府県 ■病床数 ■エクセレント賞 
Pg0001 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 東京都 520 エクセレント賞 

Pg0002 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 埼玉県 395  

Pg0004 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 京都府 411  

Pg0005 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 大阪府 581  

Pg0006 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 福岡県 602  

Pg0007 日本赤十字社 伊勢赤十字病院 三重県 655  

Pg0008  総合病院 土浦協同病院 茨城県 800  

Pg0009 新潟市 新潟市民病院 新潟県 676  

Pg0010 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 北海道 301  

Pg0012  岐阜県総合医療センター 岐阜県 604  

Pg0014  東京都立多摩総合医療センター 東京都 789 エクセレント賞 

Pg0015 学校法人東京医科大学 東京医科大学病院 東京都 904  

Pg0016 社会医療法人生長会 府中病院 大阪府 380 エクセレント賞 

Pg0017 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 三重県 460  

Pg0019 日本赤十字社 前橋赤十字病院 群馬県 555  

Pg0020 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 768  

Pg0021  徳島赤十字病院 徳島県 405  

Pg0022 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 静岡県 750  

Pg0023 学校法人東京医科大学 東京医科大学八王子医療センター 東京都 610  

Pg0024 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 北海道 450  

Pg0025 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 愛知県 749 エクセレント賞 

Pg0026 社会医療法人愛仁会 千船病院 大阪府 292  

Pg0027 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 大阪府 477  

Pg0028 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 川口総合病院 埼玉県 424  

Pg0029 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 宮城県 357  

Pg0031 社会医療法人社団健生会 立川相互病院 東京都 287 エクセレント賞 

Pg0032 公益財団法人 筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 茨城県 453  

Pg0033 社会福祉法人恩賜財団 済生会松阪総合病院 三重県 430  

Pg0034 医療法人宝生会 ＰＬ病院 大阪府 370  

Pg0035 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 東京都 819  

Pg0036 社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院 岐阜県 501 エクセレント賞 

Pg0038 医療法人同仁会 耳原総合病院 大阪府 386  

Pg0039 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 大阪府 189  

Pg0040 JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 651  

Pg0041 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 長野県 456  

Pg0042 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 神奈川県 650  

Pg0044 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 865  

Pg0047 国立大学法人 筑波大学附属病院 茨城県 800  

Pg0049 社会医療法人 親仁会 米の山病院 福岡県 219  

Pg0050 社会医療法人愛仁会 高槻病院 大阪府 477  

Pg0051 四日市市 市立四日市病院 三重県 568  

Pg0052 医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 629  

Pg0053 津軽保健生活協同組合 健生病院 青森県 282  

Pg0054 日本赤十字社 諏訪赤十字病院 長野県 455  

Pg0055 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 730  

Pg0056 医療法人警和会 大阪警察病院 大阪府 580  

Pg0057 愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院 愛媛県 88  

Pg0059 福島医療生活協同組合 医療生協わたり病院 福島県 196  

Pg0060 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 大阪府 341  

Pg0061 東日本電信電話株式会社 ＮＴＴ東日本関東病院 東京都 594  

Pg0062  岩手県立中央病院 岩手県 685  

Pg0064 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 京都府 473  

Pg0065  鳥取県立中央病院 鳥取県 518  

Pg0066 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 419  

Pg0068 日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 愛知県 812  

Pg0069 医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 鹿児島県 391 エクセレント賞 
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Pg0070 組合立 諏訪中央病院 長野県 360  

Pg0072 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 愛知県 534  

Pg0073 学校法人日本医科大学 日本医科大学付属病院 東京都 877  

Pg0074 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 神奈川県 610  

Pg0075 医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 沖縄県 345  

Pg0076  沖縄県立中部病院 沖縄県 559  

Pg0077 医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院 埼玉県 399  

Pg0078  島根県立中央病院 島根県 618  

Pg0079 香川県 香川県立中央病院 香川県 526  

Pg0081 学校法人近畿大学 近畿大学病院 大阪府 929  

Pg0082 医療法人財団健和会 みさと健和病院 埼玉県 282  

Pg0083 医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院 沖縄県 347  

Pg0084 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 山形済生病院 山形県 473  

Pg0085 一部事務組合下北医療センター むつ総合病院 青森県 434  

Pg0087  大垣市民病院 岐阜県 903  

Pg0088 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院 大阪府 343  

Pg0089 国立大学法人鳥取大学 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 697  

Pg0090 砂川市 砂川市立病院 北海道 498  

Pg0091 医療法人財団 東京勤労者医療会 東葛病院 千葉県 366 エクセレント賞 

Pg0092 川崎市 川崎市立川崎病院 神奈川県 713  

Pg0093 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 愛知県 606  

Pg0094 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 愛知県 661  

Pg0096 地方独立行政法人 長野市民病院 長野県 400  

Pg0097 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 愛知県 704 エクセレント賞 

Pg0098 医療法人 沖縄徳洲会 湘南厚木病院 神奈川県 253 エクセレント賞 

Pg0100 社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 東京都済生会中央病院 東京都 535  

Pg0101 国立大学法人島根大学 島根大学医学部附属病院 島根県 600  

Pg0102 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 1080  

Pg0103 宮崎医療生活協同組合 宮崎生協病院 宮崎県 124  

Pg0104 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 三重県 685  

Pg0105  三豊総合病院 香川県 482  

Pg0106  徳島県立中央病院 徳島県 460  

Pg0107 鹿児島医療生活協同組合 総合病院鹿児島生協病院 鹿児島県 306  

Pg0108 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院 愛知県 300  

Pg0109 公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院 福岡県 350 エクセレント賞 

Pg0110 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター いなべ総合病院 三重県 220  

Pg0111 川崎医療生活協同組合 川崎協同病院 神奈川県 267  

Pg0112 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 静岡県 521  

Pg0114  豊川市民病院 愛知県 527  

Pg0115  豊橋市民病院 愛知県 800 エクセレント賞 

Pg0116 公益社団法人石川勤労者医療協会 城北病院 石川県 314  

Pg0117 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 宮城県 628  

Pg0118 学校法人東邦大学 東邦大学医療センター大森病院 東京都 934  

Pg0119 川崎市 川崎市立井田病院 神奈川県 383  

Pg0120 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 934  

Pg0121  熊本赤十字病院 熊本県 490  

Pg0122  公立陶生病院 愛知県 633  

Pg0124 社会医療法人明和会 中通総合病院 秋田県 450  

Pg0127 日本赤十字社 秋田赤十字病院 秋田県 480  

Pg0128 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 千葉県 400  

Pg0129 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 愛知県 556  

Pg0130 地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 静岡県 506  

Pg0131 社会医療法人健友会 上戸町病院 長崎県 104  

Pg0132 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 大阪府 500  

Pg0133 岐阜市 岐阜市民病院 岐阜県 609  

Pg0134 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 北海道 347  
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Pg0136 公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属 西淀病院 大阪府 218  

Pg0137  山形県立中央病院 山形県 609  

Pg0139 公益社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 愛知県 602  

Pg0140 学校法人 昭和大学病院 東京都 815  

Pg0141  市立函館病院 北海道 648  

Pg0142 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 北海道 325  

Pg0143  長野赤十字病院 長野県 680  

Pg0144 地方独立行政法人 市立大津市民病院 滋賀県 439  

Pg0145  名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 498  

Pg0146 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 神奈川県 300  

Pg0147 地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 三重県 443  

Pg0148 社会医療法人財団城南福祉医療協会 大田病院 東京都 189  

Pg0149 学校法人愛知医科大学 愛知医科大学病院 愛知県 900  

Pg0150  白河厚生総合病院 福島県 471  

Pg0151 社会福祉法人 恩賜財団済生会横浜市東部病院 神奈川県 516  

Pg0152 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 大阪府 415  

Pg0153  藤枝市立総合病院 静岡県 564  

Pg0154 独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院 愛知県 250  

Pg0155 倉敷医療生活協同組合 総合病院 水島協同病院 岡山県 282  

Pg0156  川崎医科大学総合医療センター 岡山県 647  

Pg0157 日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 愛知県 852  

Pg0158 医療法人医仁会 武田総合病院 京都府 500  

Pg0159 社会医療法人近森会 近森病院 高知県 512 エクセレント賞 

Pg0160 社会福祉法人恩賜財団済生会 栃木県済生会宇都宮病院 栃木県 644  

Pg0161 社会医療法人厚生会 木沢記念病院 岐阜県 452  

Pg0162  大館市立総合病院 秋田県 443  

Pg0163  長崎大学病院 長崎県 874  

Pg0165  蒲郡市民病院 愛知県 382  

Pg0166 公立大学法人名古屋市立大学 名古屋市立大学病院 愛知県 800  

Pg0167  松戸市立総合医療センター 千葉県 592  

Pg0168 医療法人医誠会 医誠会病院 大阪府 327  

Pg0169 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院 沖縄県 280  

Pg0170  茨城県立中央病院 茨城県 500  

Pg0171 日本赤十字社 旭川赤十字病院 北海道 520  

Pg0173 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 東京都 331  

Pg0174  春日井市民病院 愛知県 552  

Pg0175 岡山医療生活協同組合 総合病院岡山協立病院 岡山県 318  

Pg0176 公益社団法人山梨勤労者医療協会 甲府共立病院 山梨県 283  

Pg0177  船橋市立医療センター 千葉県 449  

Pg0178  津島市民病院 愛知県 352  

Pg0179 社会医療法人宏潤会 大同病院 愛知県 404  

Pg0180  安曇野赤十字病院 長野県 316  

Pg0181 社会医療法人母恋 天使病院 北海道 260  

Pg0182  岡崎市民病院 愛知県 680  

Pg0183 社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本記念病院 京都府 419  

Pg0184 公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 大阪府 699  

Pg0185 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 愛知県 684 エクセレント賞 

Pg0186 多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院 群馬県 399 エクセレント賞 

Pg0187  名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県 500  

Pg0188 社会福祉法人恩賜財団 済生会松山病院 愛媛県 199  

Pg0189 独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災病院 東京都 400  

Pg0190 君津中央病院企業団 国保直営総合病院君津中央病院 千葉県 660  

Pg0191 広島医療生活協同組合 広島共立病院 広島県 186  

Pg0192  半田市立半田病院 愛知県 499  

Pg0193 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 沖縄県 334  

Pg0194 社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会熊本病院 熊本県 400  



NPO法人卒後臨床研修評価機構 認定証発行病院 一覧 
2021.5.1（2021.4.20評価委員会） 

■認定番号 ■病院名 ■都道府県 ■病床数 ■エクセレント賞 
Pg0195 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 新潟県 318  

Pg0196 松江保健生活協同組合 総合病院 松江生協病院 島根県 351  

Pg0197 社会医療法人社団三思会 東名厚木病院 神奈川県 282  

Pg0198 社会医療法人健生会 土庫病院 奈良県 199  

Pg0199 医療法人橘会 東住吉森本病院 大阪府 329  

Pg0200 名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 愛知県 373  

Pg0201 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道 480  

Pg0202  小牧市民病院 愛知県 520  

Pg0203 地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 岐阜県 575  

Pg0204 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 福岡県 1097  

Pg0205 学校法人 藤田学園 藤田医科大学病院 愛知県 1435  

Pg0206 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 埼玉県 733  

Pg0207 地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療センター 大阪府 487  

Pg0208 新潟勤労者医療協会 下越病院 新潟県 261  

Pg0209 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県 358  

Pg0210 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 香川県 404  

Pg0211 社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院 愛媛県 191  

Pg0212 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 東京都 579  

Pg0213 高知県・高知市病院企業団 高知医療センター 高知県 620  

Pg0214  松江赤十字病院 島根県 599  

Pg0215 日本赤十字社 松山赤十字病院 愛媛県 632  

Pg0216  川口市立医療センター 埼玉県 539  

Pg0217 社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 三重県 379  

Pg0218 鳥取医療生活協同組合 鳥取生協病院 鳥取県 260  

Pg0219 富山県 富山県立中央病院 富山県 733  

Pg0220 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院 千葉県 299  

Pg0221  名寄市立総合病院 北海道 355 エクセレント賞 

Pg0222 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 神奈川県 674  

Pg0223  大阪医科大学附属病院 大阪府 832  

Pg0224 学校法人藤田学園 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 370  

Pg0225 一宮市 一宮市立市民病院 愛知県 594  

Pg0226 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 大阪府 1063  

Pg0227 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 静岡県 312  

Pg0228 日本赤十字社 岐阜赤十字病院 岐阜県 311  

Pg0229 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 奈良県 300  

Pg0230 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 福岡県 702  

Pg0231 長野医療生活協同組合 長野中央病院 長野県 322  

Pg0232 医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 東京都 486  

Pg0233 社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院 愛知県 416  

Pg0234  松江市立病院 島根県 470  

Pg0235 豊中市 市立豊中病院 大阪府 613  

Pg0236  高松赤十字病院 香川県 576  

Pg0237 社会医療法人同心会 古賀総合病院 宮崎県 363  

Pg0238 池田市 市立池田病院 大阪府 364  

Pg0239  岩手県立胆沢病院 岩手県 346  

Pg0240 社会医療法人中信勤労者医療協会 松本協立病院 長野県 199  

Pg0241 一般財団法人 住友病院 大阪府 499  

Pg0242 社会医療法人財団聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院 兵庫県 440  

Pg0243 利根保健生活協同組合 利根中央病院 群馬県 253  

Pg0244 香川医療生活協同組合 高松平和病院 香川県 123  

Pg0245 日本赤十字社 京都第二赤十字病院 京都府 667  

Pg0246 学校法人聖マリアンナ医科大学 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 518  

Pg0247 国立大学法人信州大学 信州大学医学部附属病院 長野県 717  

Pg0248 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 東京都 520  

Pg0249 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 愛知県 465  

Pg0250 国民健康保険南丹病院組合 京都中部総合医療センター 京都府 464  
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■認定番号 ■病院名 ■都道府県 ■病床数 ■エクセレント賞 
Pg0251  焼津市立総合病院 静岡県 471  

Pg0252 尼崎医療生活協同組合 尼崎医療生協病院 兵庫県 199  

Pg0253 公益財団法人 横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院 神奈川県 266  

Pg0254 公立大学法人福島県立医科大学 福島県立医科大学附属病院 福島県 778  

Pg0255 日本赤十字社 大阪赤十字病院 大阪府 964  

Pg0256 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 大阪府 692  

Pg0257 一般財団法人倉敷成人病センター 倉敷成人病センター 岡山県 269  

Pg0258 日本赤十字社 大森赤十字病院 東京都 344  

Pg0259 独立行政法人 国立病院機構熊本医療センター 熊本県 550  

Pg0260 学校法人昭和大学 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 689  

Pg0261 公立大学法人奈良県立医科大学 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 992  

Pg0262 SUBARU 健康保険組合 太田記念病院 群馬県 404  

Pg0263 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 兵庫県 241  

Pg0264 社会医療法人大雄会 総合大雄会病院 愛知県 379  

Pg0265 日本赤十字社 北見赤十字病院 北海道 532  

Pg0266 学校法人 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 584  

Pg0267  日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 873  

Pg0268 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 埼玉県 550  

Pg0269 学校法人 埼玉医科大学 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 700  

Pg0270 公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 大阪府 350  

Pg0271 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 埼玉県 517  

Pg0272 学校法人東邦大学 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 447  

Pg0273  箕面市立病院 大阪府 317  

Pg0274 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 大阪府 388  

Pg0275 愛媛県 愛媛県立中央病院 愛媛県 827  

Pg0276  八尾市立病院 大阪府 380  

Pg0277 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 大阪府 678  

Pg0278 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 大阪府 304  

Pg0279 西尾市 西尾市民病院 愛知県 372  

Pg0280 独立行政法人労働者健康安全機構 山口労災病院 山口県 313  

Pg0281 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 大阪府 520  

Pg0282 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 450  

Pg0283 医療法人沖縄徳洲会 千葉西総合病院 千葉県 680  

Pg0284 地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター 奈良県 540  

Pg0285 医療法人健康会 新京都南病院 京都府 107  

Pg0286 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 大阪府 431  

Pg0287 掛川市・袋井市病院企業団 中東遠総合医療センター 静岡県 500  

Pg0288 広島中央保健生活協同組合 福島生協病院 広島県 165  

Pg0289 学校法人昭和大学 昭和大学江東豊洲病院 東京都 400  

Pg0290 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター 山口県 400  

 


