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連携施設

連携施設　施設情報

支部 施設名 第一希望連携施設名

北海道 X0001 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 札幌中央病院

北海道 X0003 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院 札幌徳洲会病院

北海道 X0295 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院 国家公務員共済組合連合会　斗南病院

北海道 X0305 市立札幌病院 市立釧路総合病院

北海道 X0306 社会医療法人　北海道循環器病院 函館五稜郭病院

北海道 X0397 札幌医科大学附属病院 旭川赤十字病院

北海道 X0397 札幌医科大学附属病院 王子総合病院

東北 X0009 岩手医科大学附属病院 岩手県立中部病院

東北 X0009 岩手医科大学附属病院 岩手県立磐井病院

東北 X0009 岩手医科大学附属病院 八戸赤十字病院

東北 X0009 岩手医科大学附属病院 岩手県立久慈病院

東北 X0009 岩手医科大学附属病院 青森市民病院

東北 X0009 岩手医科大学附属病院 岩手県立宮古病院

東北 X0015 公益財団法人　星総合病院 寿泉堂綜合病院

東北 X0019 一般財団法人厚生会　仙台厚生病院 総合南東北病院

東北 X0256 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 社会医療法人福島厚生会　福島第一病院

東北 X0256 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 白河厚生総合病院

東北 X0256 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 竹田綜合病院

東北 X0329 地方独立行政法人山形県･酒田市病院機構　日本海総合病院 山形県立新庄病院

東北 X0329 地方独立行政法人山形県･酒田市病院機構　日本海総合病院 北村山公立病院

東北 X0329 地方独立行政法人山形県･酒田市病院機構　日本海総合病院 鶴岡市立荘内病院

関東甲信越 X0026 学校法人獨協学園　獨協医科大学病院 学校法人獨協学園　獨協医科大学日光医療センター

関東甲信越 X0026 学校法人獨協学園　獨協医科大学病院 友愛記念病院

関東甲信越 X0028 自治医科大学附属病院 佐野厚生総合病院

関東甲信越 X0028 自治医科大学附属病院 芳賀赤十字病院

関東甲信越 X0033 日本赤十字社　前橋赤十字病院 群馬県済生会前橋病院

関東甲信越 X0035 社会医療法人中信勤労者医療協会　松本協立病院 相澤病院

関東甲信越 X0035 社会医療法人中信勤労者医療協会　松本協立病院 社会医療法人　健和会　健和会病院

関東甲信越 X0037 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院 新潟県厚生連　長岡中央綜合病院

関東甲信越 X0039 社会福祉法人　三井記念病院 JCHO東京新宿メディカルセンター

関東甲信越 X0039 社会福祉法人　三井記念病院 社会福祉法人　同愛記念病院

関東甲信越 X0040 東京慈恵会医科大学附属病院 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

関東甲信越 X0042 公益財団法人　心臓血管研究所付属病院 東京逓信病院

関東甲信越 X0043 日本医科大学付属病院 日本医科大学多摩永山病院

関東甲信越 X0044 東京大学医学部附属病院 社会医療法人社団森山医会　森山記念病院

関東甲信越 X0045 東京都立墨東病院 東京都立大塚病院

関東甲信越 X0047 公益財団法人榊原記念財団附属　榊󠄀原記念病院 日本大学病院

関東甲信越 X0048 東邦大学医療センター大橋病院 東京労災病院

関東甲信越 X0048 東邦大学医療センター大橋病院 国家共済組合連合会　虎の門病院　分院

関東甲信越 X0048 東邦大学医療センター大橋病院 日産厚生会玉川病院

関東甲信越 X0049 慶應義塾大学病院 国際医療福祉大学　三田病院

関東甲信越 X0051 東京女子医科大学病院 社会医療法人 北斗　北斗病院

関東甲信越 X0051 東京女子医科大学病院 東京女子医科大学附属足立医療センター

関東甲信越 X0052 帝京大学医学部附属病院 東京警察病院

関東甲信越 X0052 帝京大学医学部附属病院 松弘会　三愛病院

関東甲信越 X0052 帝京大学医学部附属病院 医療法人社団幸正会　岩槻南病院

関東甲信越 X0053 日本大学医学部附属板橋病院 川口市立医療センター

関東甲信越 X0053 日本大学医学部附属板橋病院 ＴＭＧあさか医療センター

関東甲信越 X0053 日本大学医学部附属板橋病院 公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院

関東甲信越 X0058 昭和大学病院 小山記念病院

関東甲信越 X0058 昭和大学病院 日本赤十字社　山梨赤十字病院

関東甲信越 X0058 昭和大学病院 社会医療法人愛宣会　ひたち医療センター

関東甲信越 X0068 自治医科大学附属さいたま医療センター 練馬光が丘病院

関東甲信越 X0068 自治医科大学附属さいたま医療センター 日本赤十字社　古河赤十字病院

関東甲信越 X0068 自治医科大学附属さいたま医療センター 南魚沼市民病院

関東甲信越 X0084 聖マリアンナ医科大学病院 杏林大学医学部付属病院

関東甲信越 X0187 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 横須賀市立市民病院

関東甲信越 X0187 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター JCHO横浜保土ケ谷中央病院

関東甲信越 X0232 長野医療生活協同組合　長野中央病院 南長野医療センター篠ノ井総合病院

関東甲信越 X0233 船橋市立医療センター 成田赤十字病院

関東甲信越 X0257 国立大学法人　東京医科歯科大学医学部附属病院 新渡戸記念中野総合病院

関東甲信越 X0257 国立大学法人　東京医科歯科大学医学部附属病院 JAとりで総合医療センター

関東甲信越 X0257 国立大学法人　東京医科歯科大学医学部附属病院 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院

関東甲信越 X0328 医療法人社団公仁会　大和成和病院 社会医療法人社団正志会　南町田病院

関東甲信越 X0357 千葉大学医学部附属病院 千葉県救急医療センター

関東甲信越 X0357 千葉大学医学部附属病院 千葉ろうさい病院

関東甲信越 X0359 川崎市立川崎病院 神奈川県警友会　けいゆう病院

関東甲信越 X0381 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 大館市立総合病院

関東甲信越 X0396 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 医療法人社団三思会　東邦病院

＊誤りがあった場合には、Eメール(info@cvit.jp)までお知らせください。

＊2022年1月1日から12月31日までの1年間の研修施設群構成です。
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関東甲信越 X0396 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 宇都宮記念病院

関東甲信越 X0420 日本赤十字社　諏訪赤十字病院 伊那中央病院

関東甲信越 X0437 学校法人北里研究所　北里大学 北里大学メディカルセンター

関東甲信越 X0437 学校法人北里研究所　北里大学 北里大学北里研究所病院

関東甲信越 X0456 新潟大学医歯学総合病院 新潟県厚生農業協同組合連合会　新潟医療センター

東海北陸 X0106 医療法人澄心会　豊橋ハートセンター 協立総合病院

東海北陸 X0106 医療法人澄心会　豊橋ハートセンター 愛知厚生連渥美病院

東海北陸 X0109 日本赤十字社　愛知医療センター名古屋第一病院 独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター

東海北陸 X0111 愛知医科大学病院 成田記念病院

東海北陸 X0111 愛知医科大学病院 独立行政法人労働者健康安全機構　旭ろうさい病院

東海北陸 X0116 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院 名古屋掖済会病院

東海北陸 X0121 岐阜市民病院 社会医療法人厚生会　木沢記念病院

東海北陸 X0128 日本赤十字社　富山赤十字病院 高岡市民病院

東海北陸 X0129 富山県立中央病院 市立砺波総合病院

東海北陸 X0132 石川県立中央病院 金沢市立病院

東海北陸 X0187 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 国際医療福祉大学熱海病院

東海北陸 X0267 医療法人澄心会　岐阜ハートセンター JA岐阜厚生連　飛騨医療センター　久美愛厚生病院

東海北陸 X0267 医療法人澄心会　岐阜ハートセンター 岐阜県厚生農業協同組合連合会　久美愛厚生病院

東海北陸 X0290 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院 大垣徳洲会病院

東海北陸 X0339 医療法人社団浅ノ川　心臓血管センター金沢循環器病院 恵寿総合病院

東海北陸 X0344 公立大学法人　名古屋市立大学病院 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

東海北陸 X0419 福井県立病院 杉田玄白記念公立小浜病院

東海北陸 X0466 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院　聖隷三方原病院 磐田市立総合病院

東海北陸 X0466 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院　聖隷三方原病院 浜松赤十字病院

東海北陸 X0492 国立大学法人　富山大学附属病院 富山労災病院

近畿 X0145 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院 東京品川病院

近畿 X0149 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会　大阪府済生会中津病院 宝塚市立病院

近畿 X0150 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院

近畿 X0150 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 市立吹田市民病院

近畿 X0153 大阪医科薬科大学病院　 市立ひらかた病院

近畿 X0153 大阪医科薬科大学病院　 マックシール巽病院

近畿 X0156 独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病院 独立行政法人　国立病院機構　大阪南医療センター

近畿 X0175 北播磨総合医療センター 兵庫県立淡路医療センター

近畿 X0311 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 社会医療法人ささき会　藍の都脳神経外科病院

近畿 X0325 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 八尾市立病院

近畿 X0378 日本赤十字社　神戸赤十字病院 神鋼記念病院

近畿 X0392 医療法人藤井会　石切生喜病院 市立柏原病院

近畿 X0412 京都府立医科大学附属病院 近江八幡市立総合医療センター

近畿 X0412 京都府立医科大学附属病院 大阪鉄道病院

近畿 X0412 京都府立医科大学附属病院 社会福祉法人　京都社会事業財団　西陣病院

近畿 X0424 地方独立行政法人加古川市民病院機構　加古川中央市民病院 公立豊岡病院組合　豊岡病院

近畿 X0528 社会医療法人弘道会　守口生野記念病院 社会医療法人弘道会萱島生野病院

中四国 X0184 社会医療法人社団十全会　心臓病センター榊原病院 社会医療法人岡村一心堂病院

中四国 X0190 特定医療法人あかね会　土谷総合病院 広島赤十字・原爆病院

中四国 X0198 社会医療法人近森会　近森病院 高知大学医学部附属病院

中四国 X0198 社会医療法人近森会　近森病院 高知県立あき総合病院

中四国 X0198 社会医療法人近森会　近森病院 高知県立幡多けんみん病院

中四国 X0207 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院 下関市立市民病院

中四国 X0240 山口大学医学部附属病院 周東総合病院

中四国 X0240 山口大学医学部附属病院 萩市民病院

中四国 X0320 香川県立中央病院 住友別子病院

中四国 X0324 川崎医科大学附属病院 川崎医科大学総合医療センター

中四国 X0364 徳島大学病院 きたじま田岡病院

中四国 X0364 徳島大学病院 吉野川医療センター

中四国 X0364 徳島大学病院 徳島県鳴門病院

中四国 X0393 高知県･高知市病院企業団立　高知医療センター 医療法人広正会　井上病院

中四国 X0455 独立行政法人国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター 社会医療法人財団大樹会　回生病院

九州沖縄 X0200 社会医療法人天陽会　中央病院 徳之島徳洲会病院

九州沖縄 X0201 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市立医療センター

九州沖縄 X0202 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター 福岡輝栄会病院

九州沖縄 X0204 久留米大学病院 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大分県済生会日田病院

九州沖縄 X0207 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院 社会医療法人財団池友会　新小文字病院

九州沖縄 X0211 佐賀大学医学部附属病院 産業医科大学病院

九州沖縄 X0218 公益社団法人宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院 都城市郡医師会病院

九州沖縄 X0218 公益社団法人宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院 医療法人相愛会　桑原記念病院

九州沖縄 X0219 宮崎県立延岡病院 大分循環器病院

九州沖縄 X0220 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター 鹿児島県立大島病院

九州沖縄 X0220 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター 公益社団法人　鹿児島市医師会病院

九州沖縄 X0220 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター 公益社団法人出水郡医師会　広域医療センター

九州沖縄 X0221 沖縄県立中部病院 ハートライフ病院

九州沖縄 X0221 沖縄県立中部病院 沖縄県立八重山病院

九州沖縄 X0293 熊本大学病院 社会医療法人　寿量会　熊本機能病院

九州沖縄 X0321 地方独立行政法人　佐世保市総合医療センター 医療法人栄和会　泉川病院

九州沖縄 X0352 友愛医療センター 牧港中央病院



2022年7月28日更新

連携施設

連携施設　施設情報

支部 施設名 第一希望連携施設名

＊誤りがあった場合には、Eメール(info@cvit.jp)までお知らせください。

＊2022年1月1日から12月31日までの1年間の研修施設群構成です。

研修施設群　基幹施設・連携施設一覧

基幹施設

基幹施設　施設情報

九州沖縄 X0476 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館 一般財団法人医療・介護・教育研究財団　柳川病院

九州沖縄 X0476 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館 社会福祉法人恩賜財団　済生会唐津病院

九州沖縄 X0483 大分大学医学部附属病院 大分医療センター

九州沖縄 X0483 大分大学医学部附属病院 中津市立中津市民病院

九州沖縄 X0483 大分大学医学部附属病院 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

九州沖縄 X0493 国立大学法人　琉球大学大学院 南部医療センター・こども医療センター


