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　⑵　教室等関連病院（○印：大学協力病院　△印：専門修得コース関連病院）平成28年 4 月現在

※内科学講座（共通） 町立津南病院 国立病院機構宇都宮病院
○国立病院機構西埼玉中央病院 野村病院 国立病院機構相模原病院
○富士市立中央病院 ※腫瘍・血液内科 埼玉県立小児医療センター
○厚木市立病院 川口市立医療センター 都立北療育医療センター
○町田市民病院 がん研有明病院 東京都立小児総合医療センター
神奈川リハビリテーション病院 佐々木病院 国立成育医療研究センター
康心会汐見台病院 都立駒込病院 神奈川県立こども医療センター
国立病院機構宇都宮病院 △国立がん研究センター中央病院 狭山病院
さいたま北部医療センター ※呼吸器内科 総合母子保健センター愛育病院
JCHO桜ヶ丘病院 国立病院機構東京病院 総合母子保健センター愛育クリニック
国立病院機構東京医療センター 埼玉県立循環器・呼吸器病センター ※皮膚科
東京逓信病院 国立がん研究センター中央病院 ○厚木市立病院
新宿健診プラザ 神奈川県立循環器呼吸器病センター 東京警察病院
※総合診療部 さいたま赤十字病院 NTT東日本関東病院
△東京都立多摩総合医療センター 太田総合病院 太田睡眠障害センター 東京逓信病院
△川崎市立井田病院 △国立がんセンター中央病院 国立国際医療研究センター病院
△群馬大学医学部附属病院 ※精神医学 △虎の門病院
※消化器・肝臓内科 ○富士市立中央病院 △自治医科大学病院
○東急病院 ○厚木市立病院 ※外科
パナソニック東京健康管理センター ○町田市民病院 ○国立病院機構西埼玉中央病院
松島病院大腸肛門病センター 栃木県精神保健福祉センター ○富士市立中央病院
△国立がん研究センター中央病院 パナソニック東京健康管理センター ○厚木市立病院
※神経内科 北辰病院 ○町田市民病院
東京都健康長寿医療センター 横手興生病院 ○東急病院
△東京都立神経病院 湘南病院 神奈川リハビリテーション病院
△虎ノ門病院 成増厚生病院 康心会汐見台病院
△横浜労災病院 成田病院 JCHO桜ヶ丘病院
△国立病院機構東埼玉中央病院 総武病院 がん研有明病院
△国立精神・神経医療研究センター 東条病院 埼玉慈恵病院
△国立精神・神経医療研究センター病院 放射線医学総合研究所 川口市立医療センター
※腎臓・高血圧内科 西熊谷病院 総合高津中央病院
○東急病院 国立成育医療研究センター 賛育会病院
益子病院 常心会川室記念病院 春日部中央総合病院
川口市立医療センター 栃木県立岡本台病院 守谷慶友病院
養生会かしま病院 豊後荘病院 総合医療センター成田病院
足利赤十字病院 久喜すずのき病院 金町中央病院
さいたま赤十字病院 高田西城病院 麻生総合病院
日本鋼管病院 那須高原病院 佐々木病院
立川綜合病院 両毛病院 第三北品川病院
国立病院機構千葉東病院 河津浜病院 安田病院
※リウマチ・膠原病内科 芳野病院 益子病院
なし 光生会平川病院 川村病院
※循環器内科 小金井病院 葛西昌医会病院
○東急病院 大多喜病院 国際医療福祉大学附属病院
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 土浦厚生病院 AOI国際病院
湘南病院 八千代病院 総合東京病院
大洗海岸病院 大澤台病院 新百合ヶ丘総合病院
町立津南病院 ※小児科 いの町立国民健康保険仁淀病院
古川橋病院 ○富士市立中央病院 東京都立小児総合医療センター
横須賀市立うわまち病院 ○厚木市立病院 埼玉県立循環器・呼吸器病センター
太田総合病院 ○国立病院機構西埼玉中央病院 三島中央病院
※糖尿病・代謝・内分泌内科 ○町田市民病院 △仙台循環器病センター
衣笠病院 神奈川リハビリテーション病院 ※整形外科
川口市立医療センター 康心会汐見台病院 ○国立病院機構西埼玉中央病院



─ 78 ─

○富士市立中央病院 医療法人恵愛会　恵愛病院 化学療法研究所附属病院
○厚木市立病院 ※泌尿器科 北品川病院
○東急病院 ○富士市立中央病院 梶原病院
神奈川リハビリテーション病院 ○厚木市立病院 国際医療福祉大学熱海病院
国立病院機構宇都宮病院 ○町田市民病院 国際医療福祉大学三田病院
豊島病院 ○東急病院 河北リハビリテーション病院
※脳神経外科 康心会汐見台病院 西広島リハビリテーション病院
○富士市立中央病院 さいたま北部医療センター 九段坂病院
○厚木市立病院 JR東京総合病院 国立障害者リハビリテーションセンター病院
東大宮総合病院 東京都リハビリテーション病院 新天本病院
秋葉病院 立正佼成会附属佼成病院 ※放射線科
麻生総合病院 国立成育医療研究センター ○富士市立中央病院
宇都宮第一病院 太田総合病院 ○厚木市立病院
大森赤十字病院 ※眼科 康心会汐見台病院
聖マリアンナ医科大学病院 ○厚木市立病院 日本赤十字社医療センター
明徳会佐藤第一病院 ○町田市民病院 那須赤十字病院
禎心会病院 ○東急病院 JR東京総合病院
国立病院機構東京医療センター 神奈川リハビリテーション病院 星総合病院
東横浜病院 国立病院機構相模原病院 荏原病院
横浜医療センター 東京労災病院 東京歯科大学市川総合病院
川崎幸病院 衣笠病院 東京労災病院
※形成外科 新松戸中央総合病院 立川綜合病院
○富士市立中央病院 宇都宮記念病院 ※麻酔科
○厚木市立病院 ※耳鼻咽喉科 ○富士市立中央病院
○町田市民病院 ○富士市立中央病院 ○厚木市立病院
JCHO東京新宿メディカルセンター ○厚木市立病院 ○町田市民病院
都立駒込病院 ○東急病院 ○東急病院
埼玉県立小児医療センター 神奈川リハビリテーション病院 川口市立医療センター
がん研究会有明病院 康心会汐見台病院 国立病院機構宇都宮病院
埼玉成恵会病院 がん研有明病院 康心会汐見台病院
※心臓外科 湘南病院 埼玉県立循環器・呼吸器病センター
○富士市立中央病院 聖路加国際病院 国保旭中央病院
○町田市民病院 大森赤十字病院 ※内視鏡科
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 太田総合病院 益子病院
埼玉県立小児医療センター 東京共済病院 松島クリニック
佐久総合病院 JCHO東京新宿メディカルセンター 川村病院
国立病院機構埼玉病院 東京歯科大学市川総合病院 医療法人社団青空会大町病院
明理会中央総合病院 豊島病院 ※病理学
※産婦人科 同愛記念病院 ○国立病院機構西埼玉中央病院
○国立病院機構西埼玉中央病院 国立がん研究センター東病院 ○富士市立中央病院
○富士市立中央病院 東部地域病院 ○厚木市立病院
○厚木市立病院 国保旭中央病院 立正佼成会附属佼成病院
○町田市民病院 東京臨海病院 ※救急医学
康心会汐見台病院 佐久総合病院 △厚木市立病院
茅ヶ崎市立病院 ※リハビリテーション科 ※歯科
深谷赤十字病院 ○東急病院 ○町田市民病院
杏雲堂病院 神奈川リハビリテーション病院 さいたま北部医療センター
太田総合病院 東京逓信病院 ※感染制御部
国立成育医療研究センター 東京都立墨東病院 康心会汐見台病院
立正佼成会附属佼成病院 とちぎリハビリテーションセンター △国立国際医療センター
こころとからだの元氣プラザ 東京都リハビリテーション病院 △横浜市立市民病院
谷津保健病院 初台リハビリテーション病院 ※法医学
東京都がん検診センター 健貢会総合東京病院 東京都監察医務院
オーククリニック フォーミズ病院 牧リハビリテーション病院 ※分子生理学
東千葉メディカルセンター 京都大原記念病院 東京歯科大市川総合病院
恵愛生殖医療クリニック志木 清水病院


