
施設名 診療科名 〒 住所 16回登録

北海道大学病院 消化器内科 060-8648 札幌市北区北１４条西５丁目 ○

北海道大学病院 第１外科 060-8648 札幌市北区北１４条西５丁目

札幌医科大学附属病院 第１内科 060-8543 札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地 ○

旭川医科大学病院 消化器内科 078-8510 旭川市緑ヶ丘東２条１－１－１ ○

国立病院機構　北海道がんセンター 消化器内科 003-0804 札幌市白石区菊水４条２丁目３番５４号 ○

JA北海道厚生連　札幌厚生病院 消化器科 060-0033 札幌市中央区北３条東８丁目５番地 ○

市立札幌病院 消化器科 060-0031 札幌市中央区北１１条西１３丁目１－１

市立旭川病院 内科 070-8610 旭川市金星町１－１－６５

北見赤十字病院 消化器内科 090-8666 北見市北６条東２丁目

北海道社会事業協会　富良野病院 消化器内科 076-8765 富良野市住吉町１－３０ ○

手稲渓仁会病院 消化器内科 006-8555 札幌市手稲区前田１条１２丁目１－４０ ○

国保中富良野町立病院 内科 071-0761 北海道空知郡中富良野町西町３番２５号

同交会病院 消化器内科 060-0062 札幌市中央区南2条西19-291

弘前大学医学部附属病院 消化器内科 036-8563 弘前市本町５３番地 ○

国立病院機構　弘前病院 消化器科 036-8545 弘前市大字富野町１番地

青森県立中央病院 消化器内科 030-8553 青森市東造道２－１－１

青森市民病院 第三内科（消化器） 030-0821 青森市勝田１－１４－２０

弘前市立病院 内科 036-8004 弘前市大町三丁目８－１

鷹場郷腎研究所弘前病院 内科 036-8243 青森県弘前市大字小沢字山崎９０番地 ○

秋田大学医学部附属病院 消化器内科 010-8543 秋田市本道１－１－１ ○

市立秋田総合病院 消化器内科・代謝科 010-0933 秋田市川元松丘町４－３０

大館市立総合病院 第二内科　 017-0885 秋田県大館市豊町3-1

秋田赤十字病院 010-1495 秋田市上北手猿田字苗代沢222-1

男鹿みなと市民病院 010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り一号8番地6

秋田厚生連　山本組合総合病院 016-0014 秋田県能代市落合字上前田地内

岩手医科大学附属病院 消化器肝臓内科 020-8505 盛岡市内丸１９－１ ○

岩手医科大学附属病院 移植外科 020-8505 盛岡市内丸１９－１

岩手県立中央病院 消化器科 020-0066 盛岡市上田１－４－１

盛岡赤十字病院 消化器内科 020-8560 岩手県盛岡市三本柳６地割１番地１

東北大学医学部附属病院 消化器内科 980-8574 仙台市青葉区星陵町１－１ ○

東北大学医学部附属病院 移植再建内視鏡外科 980-8574 仙台市青葉区星陵町１－１

国立病院機構　仙台医療センター 消化器科 983-8520 仙台市宮城野区宮城野２－８－８

塩竃市立病院 消化器科 985-0054 塩竃市香津町７－１ ○

仙台市医療センター　仙台オープン病院 消化器内科 983-0824 仙台市宮城野区鶴ケ谷５－２２－１ ○

労働者健康福祉機構　東北労災病院 内科（消化器） 981-0911 仙台市青葉区台原４－３－２１

仙台社会保険病院 消化器科 981-8501 仙台市青葉区堤町３－１６－１ ○

涌井内科医院 内科 980-0802 仙台市青葉区二日町２－１０

東北医科薬科大学病院 消化器科 983-8512 仙台市宮城野区福室１丁目１２番１号 ○

栗原市立栗駒病院 内科 987-2200 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎松木田１０－１

光成会　宮城中央病院 消化器科 980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目９－１７

古川星陵病院 内科 989-6155 宮城県大崎市古川南町3-1-3-5

山形大学医学部附属病院 第二内科 990-9585 山形市飯田西２－２－２ ○

山形市立病院済生館 消化器科 990-0042 山形市七日町１－３－２６

公立置賜総合病院 内科 992-0601 山形県東置賜郡川西町大字西大塚２０００番地

福島県立医科大学附属病院 消化器ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 960-1295 福島市光が丘１番地 ○

福島県立医科大学附属病院 肝胆膵・移植外科 960-1295 福島市光が丘１番地

いわき市立総合磐城共立病院 消化器科 973-8555 いわき市内郷御厩町久世原１６

綜合病院　福島赤十字病院 消化器科 960-8530 福島市入江町１１－３１

塙厚生病院 内科 963-5400 東白川郡塙町大字塙字大町１－５ ○

辰星会　枡記念病院 消化器科 964-0867 福島県二本松市住吉１００番地

公立藤田病院 969-1793 福島県伊達郡国見町塚野目字三本木14

辰星会　枡病院 964-8567 福島県二本松市本町１丁目103番地

社会保険二本松病院 964-8501 福島県二本松市成田町1-553

三春町立三春病院 963-7752 福島県田村郡三春町字六升蒔50

財団法人　大原総合病院 960-8611 福島県福島市大町6-11



公立相馬病院 976-0011 福島県相馬市新沼字坪ヶ迫142

労働者健康福祉機構 福島労災病院 消化器科 973-8403 福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地

南相馬市立総合病院 消化器科 975-0033 福島県南相馬市原町区高見町二丁目54番地の6

群馬大学医学部附属病院 消化器肝臓内科 371-8511 前橋市昭和町３－３９－１５ ○

群馬大学医学部附属病院 第１外科 371-8511 前橋市昭和町３－３９－１５

伊勢崎市民病院 内科 372-0817 伊勢崎市連取本町１２番地１

前橋赤十字病院 消化器内科 371-0014 前橋市朝日町３－２１－３６ ○

国立病院機構　西群馬病院 消化器内科 377-8511 群馬県渋川市金井２８５４番地 ○

総合太田病院 内科 373-8585 群馬県太田市八幡町２９－５

利根中央病院 内科 378-0053 沼田市東原新町１８５５－１ ○

高崎総合医療センター 消化器内科 370-0829 群馬県高崎市高松町36番地 ○

富士重工業健康保険組合 太田記念病院 消化器内科 373-8585 群馬県太田市大島町455番地1

埼玉医科大学病院 消化器内科・肝臓内科 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ ○

埼玉医科大学総合医療センター 第一内科 350-8550 川越市鴨田辻道町１９８１ ○

防衛医科大学校病院 第２内科 359-8513 所沢市並木３－２

獨協医科大学越谷病院 消化器内科 343-8555 越谷市南越谷２－１－５０ ○

自治医科大学附属大宮医療センター 消化器科 330-8503 さいたま市大宮区天沼町１－８４７

順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 内科 343-0032 越谷市袋山５６０番地 ○

埼玉県立がんセンター 消化器内科 362-0806 北足立郡伊奈町小室８１８番地

埼玉県済生会川口総合病院 消化器内科 332-8558 川口市西川口５－１１－５ ○

上尾中央総合病院 代謝内分泌科 362-8588 埼玉県上尾市柏座1-10-10

関越病院 消化器内科 350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折145-1

さいたま市民医療センター 内科 331-0054 さいたま市西区島根299-1

自治医科大学附属病院 消化器センター内科 329-0498 下野市薬師寺３３１１－１ ○

獨協医科大学病院 消化器内科 321-0293 下都賀郡仁生町北小林８８０

国立病院機構　栃木病院 内科（消化器科） 320-8580 宇都宮市中戸祭１－１０－３７

筑波大学附属病院 消化器科 305-8576 つくば市天久保２－１－１

東京医科大学霞ヶ浦病院 消化器内科 300-0395 稲敷郡阿見町中央３－２０－１ ○

総合病院土浦協同病院 消化器内科 300-0053 土浦市真鍋新町１１－７

総合守谷第一病院 消化器科 302-0102 茨城県守谷市松前台1-17

千葉大学医学部附属病院 消化器内科 260-8677 千葉市中央区亥鼻１－８－１ ○

千葉大学医学部附属病院 肝胆膵外科 260-8677 千葉市中央区亥鼻１－８－１

帝京大学ちば総合医療センター 内科（消化器） 299-0111 市原市姉崎３４２６－３

順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院 消化器内科 279-0021 浦安市冨岡２－１－１

東京慈恵会医科大学附属柏病院 消化器・肝臓内科 277-8567 柏市柏下１６３－１

東邦大学医療センター佐倉病院 消化器センター（内科） 285-8741 佐倉市下志津５６４－１

千葉県がんセンター 消化器内科 280-8717 千葉市中央区仁戸名町６６６－２

社会保険船橋中央病院 内科 273-8556 船橋市海神６－１３－１０

国立がんセンター東病院 肝胆膵内科 277-8577 柏市柏の葉６－５－１

千葉西総合病院 消化器科 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１

国保旭中央病院 内科 289-2511 旭市イ１３２６

キッコーマン病院 内科 278-0005 千葉県野田市宮崎１００ ○

津田沼中央総合病院 275-0026 千葉県習志野市谷津1-9-17

船橋市立医療センター 消化器内科 273-8588 千葉県船橋市金杉1丁目21番1号

千葉市立海浜病院 消化器内科 261-0012 千葉市美浜区磯辺3-31-1

東京大学医学部附属病院 消化器内科 113-8655 文京区本郷７－３－１ ○

東京大学医学部附属病院 移植外科 113-8655 文京区本郷７－３－１

東京大学医学部附属病院 内分泌内科 113-8655 文京区本郷７－３－１

東京大学医科学研究所附属病院 内科 108-8639 港区白金台４－６－１

東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科 113-8519 文京区湯島１－５－４５ ○

日本大学医学部附属板橋病院 消化器・肝臓内科 173-8610 板橋区大谷口上町３０－１

駿河台日本大学病院 消化器科 101-8309 千代田区神田駿河台１－８－１３

帝京大学医学部附属病院 内科 173-8606 板橋区加賀２－１１－１ ○

日本医科大学付属病院 消化器内科 113-8603 文京区千駄木１－１－５

日本医科大学多摩永山病院 消化器科 206-8512 多摩市永山１－７－１

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 113-8431 文京区本郷３－１－３ ○



順天堂大学医学部附属練馬病院 消化器内科 177-0033 練馬区高野台３－１－１０

慶応義塾大学病院 消化器内科 160-8582 新宿区信濃町３５ ○

慶応義塾大学病院 移植外科 160-8582 新宿区信濃町３５

東京医科大学病院 消化器内科 160-0023 新宿区西新宿６－７－１ ○

東京医科大学八王子医療センター 消化器内科 193-0998 八王子市館町１１６３

東京女子医科大学病院 消化器内科 162-8666 新宿区河田町８－１

東京女子医科大学病院 消化器外科 162-8666 新宿区河田町８－１

東京女子医科大学東医療センター 内科（消化器科） 116-8567 荒川区西尾久２－１－１０

東京慈恵会医科大学附属病院 消化器・肝臓内科 105-8471 港区西新橋３－１９－１８ ○

東京慈恵会医科大学附属病院 人工臓器移植外科 105-8471 港区西新橋３－１９－１８

東京慈恵会医科大学附属青戸病院 消化器・肝臓内科 125-8506 葛飾区青戸６－４１－２

東京慈恵会医科大学附属第三病院 消化器・肝臓内科 201-8601 狛江市和泉本町４－１１－１ ○

東京慈恵会医科大学附属第三病院 総合診療部 201-8601 狛江市和泉本町４－１１－１ ○

昭和大学病院 消化器内科 142-8666 品川区籏の台１－５－８ ○

昭和大学附属烏山病院 内科 157-8577 世田谷区北島山６－１１－１１

昭和大学附属豊洲病院 内科（消化器） 135-8577 江東区豊洲４－１－１８

昭和大学病院附属東病院 一般内科 142-0054 品川区西中延２－１４－１９

東邦大学医療センター大森病院 消化器内科 143-8541 大田区大森西６－１１－１ ○

東邦大学医療センター大橋病院 消化器内科 153-8515 目黒区大橋２－１７－６ ○

杏林大学病院 消化器内科 181-8611 三鷹市新川６－２０－２ ○

東海大学医学部付属東京病院 消化器科 151-0053 渋谷区代々木１－２－５

国立成育医療センター 消化器科 157-8535 世田谷区大蔵２－１０－１

国立がんセンター病院 肝胆膵内科 104-0045 中央区築地５－１－１

国立病院機構　東京医療センター 消化器科 152-0021 目黒区東が丘２－５－１ ○

国立国際医療センター 消化器内科 162-0052 新宿区戸山１－２１－１

国立病院機構　東京病院 消化器科 204-0023 東京都清瀬市竹丘３－１－１

日本赤十字社医療センター 消化器内科 150-8935 渋谷区広尾４－１－２２ ○

都立駒込病院 消化器内科 113-8677 文京区本駒込３－１８－２２

東京都立広尾病院 消化器内科 150-0013 渋谷区恵比寿２－３４－１０ ○

東京都立多摩総合医療センター 消化器内科 183-8524 府中市武蔵台2-8-29　

東京都健康長寿医療センター 消化器内科 173-0015 板橋区栄町３５－２

東京警察病院 内科（消化器） 164-8541 中野区中野４－２２－１

JCHO東京新宿メディカルセンター 消化器内科 162-8543 新宿区津久戸町５－１ ○

武蔵野赤十字病院 消化器科 180-8610 武蔵野市境南町１－２６－１ ○

ＮＴＴ東日本　関東病院 消化器内科 141-8625 品川区東五反田５－９－２２

東京逓信病院 消化器内科 102-8979 千代田区富士見２－１４－２３ ○

東芝病院 消化器内科 140-8522 品川区東大井６－３－２２ ○

北里研究所病院 消化器科 108-8642 港区白金５－９－１

自衛隊中央病院 内科 154-8532 世田谷区池尻１－２－２４

聖路加国際病院 消化器内科 104-8560 中央区明石町９－１ ○

東京医療生協　中野総合病院 内科 164-8607 中野区中央４－５９－１６

白十字診療所 内科 116-0013 荒川区西日暮里２－２１－３

武蔵小金井クリニック 内科 184-0005 東京都小金井市本町５－１９－３３ ○

幸野病院 内科 157-0072 東京都世田谷区祖師谷３－３０－２８

東海大学医学部附属八王子病院 消化器科 192-0032 八王子市石川町１８３８

信愛報恩会　信愛病院 消化器科 204-0024 東京都清瀬市梅園２－５－９

府中恵仁会病院 消化器内科 183-8507 東京都府中市住吉町５－２１－１

稲城市立病院 消化器科 206-0801 東京都稲城市大丸１１７１

関東中央病院 消化器科 158-8531 東京都世田谷区上用賀６－２５－１

公立阿伎留医療センター 消化器内科 197-0834 東京都あきる野市引田７８番地１

新栄会　滝野川病院 114-0023 東京都北区滝野川2丁目32番12号

順和会　山王病院 内科 107-0052 東京都港区赤坂8-10-16

国際医療福祉大学三田病院 108-8329 東京都港区三田1-4-3

島村記念病院 177-0051 東京都練馬区関町北2-4-1

吉祥寺あさひ病院 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-30-12

公立福生病院 197-8511 東京都福生市加美平1-6-1 ○



大島医療センター 100-0101 東京都大島町元町3-2-9

天誠会　武蔵境病院 180-0022 東京都武蔵野市境1-18-6

浅草病院 内科 111-0025 東京都台東区東浅草1-10-12 ○

ＪＲ東京総合病院 消化器内科 151-8528 東京都渋谷区代々木2-1-3

多摩丘陵病院 内科 194-0297 東京都町田市下小山田町1491

日扇会第一病院 消化器肝臓内科 152-0031 東京都目黒区中根2-10-20

荻窪病院 消化器内科 167-0035 東京都杉並区今川3-1-24 ○

JCHO東京高輪病院 消化器内科 108-8606 東京都港区高輪3-10-11

順和会　山王メディカルセンター 消化器内科 107-2252 東京都港区赤坂8-5-35 ○

横浜市立大学附属病院 消化器内科 236-0004 横浜市金沢区福浦３－９

横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター 232-0024 横浜市南区浦舟町４－５７

北里大学病院 消化器内科 228-8555 相模原市北里１－１５－１

北里大学東病院 消化器内科 228-8520 相模原市麻溝台２－１－１

聖マリアンナ医科大学病院 消化器・肝臓内科 216-8511 川崎市宮前区菅生２－１６－１ ○

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 消化器内科 241-0811 横浜市旭区矢指町１１９７－１

聖マリアンナ医科大学東横病院 内科 211-0063 川崎市中原区小杉町３－４３５

東海大学医学部付属病院 消化器内科 259-1193 伊勢原市下糟屋１４３ ○

東海大学医学部付属大磯病院 消化器内科 259-0198 神奈川県中郡大磯町月京２１－１

昭和大学藤が丘病院 消化器内科 227-8501 横浜市緑区藤が丘１－３０

帝京大学医学部附属溝口病院 消化器内科 213-8507 川崎市高津区溝口３－８－３ ○

日本医科大学武蔵小杉病院 内科 211-8533 川崎市中原区小杉町１－３９６

国立病院機構　相模原病院 消化器内科 228-8522 相模原市桜台１８－１ ○

聖隷横浜病院 消化器内科 240-8521 横浜市保土ヶ谷区岩井町２１５

横浜市立市民病院 消化器科 240-8555 横浜市保土ヶ谷区岡沢町５６

労働者健康福祉機構　関東労災病院 消化器内科 211-8510 川崎市中原区木月住吉町１－１

国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院 消化器内科 238-8558 横須賀市米が浜通１－１６ ○

日本鋼管病院 内科 210-0852 川崎市川崎区鋼管通１－２－１

ふれあい横浜ホスピタル 内科 231-0031 神奈川県横浜市中区万代町２－３－３

小田原市立病院 250-8558 神奈川県小田原市久野46番地

相模台病院 消化器内科 252-0001 神奈川県座間市相模が丘6-24-28

横浜新緑総合病院 消化器内科 226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7

横浜総合病院 内科 225-0025 横浜市青葉区鉄町2201-5

横浜旭中央総合病院 消化器内科 241-0801 横浜市旭区若葉台4-20-1

湘南泉病院 消化器内科 245-0009 横浜市泉区新橋町1783

相愛病院 内科 252-0336 神奈川県相模原市南区当麻1632

新潟大学医歯学総合病院 消化器内科 951-8520 新潟市旭町通１番町７５４ ○

新潟県立がんセンター新潟病院 内科：消化器 951-8566 新潟市川岸町２－１５－３

新潟市民病院 消化器科 950-1197 新潟市中央区鐘木４６３－７

JA新潟厚生連　長岡中央綜合病院 内科 940-8653 長岡市川崎町２０４１番地 ○

日本歯科大学　医科病院 内科 951-8580 新潟市浜浦町１－８

JA新潟厚生連　糸魚川総合病院 内科（消化器） 941-8502 糸魚川市竹ケ花４５７－１

信州大学医学部附属病院 消化器内科 390-8621 松本市旭３－１－１ ○

信州大学医学部附属病院 移植外科 390-8621 松本市旭３－１－１

諏訪赤十字病院 消化器科 392-8510 諏訪市湖岸通り５－１１－５０

長野赤十字病院 内科（消化器部門） 380-8582 長野市若里５ー２２－１

山梨大学医学部附属病院 消化器内科 409-3898 山梨県中央市下河東１１１０

市立甲府病院 内科 400-0832 甲府市増坪町３６６番地

富山大学附属病院 消化器内科 930-0194 富山市杉谷２６３０ ○

富山県立中央病院 内科（消化器） 930-8550 富山市西長江２－２－７８

南砺市民病院 内科 932-0211 南砺市井波９３８番地 ○

富山市立富山市民病院 内科（消化器科） 939-8511 富山市今泉北部町２番地の１

JA富山厚生連　高岡病院 消化器科 933-8555 高岡市永楽町５－１０

富山逓信病院 内科 930-8798 富山市鹿島町２－２－２９ ○

あさひ総合病院 内科 939-0741 下新川郡朝日町泊４７７

木戸クリニック 内科 934-0053 新湊市朴木２４４

黒部市民病院 内科・胃腸科 938-8502 黒部市三日市１１０８－１



JCHO高岡ふしき病院 消化器科 933-0115 高岡市伏木古府元町８－５ ○

横田病院（富山県） 内科 939-8085 富山市中野新町１－１－１１

富山県済生会富山病院 931-8533 富山市楠木33番地1

不二越病院 930-0964 富山市東石金町11番65号 ○

市立砺波総合病院 939-1395 富山県砺波市新富町1番61号

金沢大学附属病院 消化器内科 920-8641 金沢市宝町１３－１ ○

金沢大学附属病院 肝胆膵・移植外科 920-8641 金沢市宝町１３－１

金沢大学がん高度先進治療センター 腫瘍内科 920-0934 金沢市宝町１３－１ ○

金沢医科大学病院 肝胆膵内科 920-0293 石川県河北郡内灘町大学１－１ ○

国立病院機構　金沢医療センター 消化器科 920-8650 金沢市下石引町１－１

公立羽咋病院 内科 925-8502 石川県羽咋市的場町松崎24 ○

公立能登総合病院 消化器内科 926-0816 石川県七尾市藤橋町ア部6番地4

河北中央病院 内科 929-0323 石川県河北郡津幡町字津幡口51番地2

小松市民病院 消化器内科 923-8560 石川県小松市向本折町ホ６０ ○

福井大学医学部附属病院 消化器内科 910-1193 福井県吉田郡松岡町下合月２３－３ ○

福井県済生会病院 内科 918-8235 福井市和田中町舟橋７－１

市立敦賀病院 消化器科 914-8502 敦賀市三島町１－６－６０

藤田医院 内科 910-4137 あわら市中番１２－１ ○

国立病院機構　敦賀医療センター 消化器内科 914-0195 福井県敦賀市桜ケ丘町33番1号

浜松医科大学医学部附属病院 肝臓内科 431-3192 浜松市半田山１丁目２０－１ ○

順天堂大学医学部附属静岡病院 消化器内科 410-2295 静岡県伊豆の国市長岡町１１２９

県西部浜松医療センター 消化器科 432-8580 浜松市富塚町３２８

静岡市立静岡病院 消化器科 420-8630 静岡市葵区追手町１０－９３

名古屋大学医学部附属病院 消化器内科 466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町６５

名古屋大学大幸医療センター 内科 461-0047 名古屋市東区大幸南１－１－２０

名古屋市立大学病院 消化器系内科 467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１

藤田学園保健衛生大学病院 消化器内科 470-1192 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８

藤田学園保健衛生大学坂文種報徳会病院 消化器内科 454-8509 名古屋市中川区尾頭橋３－６－１０

愛知医科大学病院 肝胆膵内科 480-1195 愛知県愛知郡長久手町岩作字雁又２１ ○

名古屋第一赤十字病院 消化器科 453-8511 名古屋市中村区道下町３－３５

JA愛知厚生連　豊田厚生病院 消化器内科 470-0396 豊田市浄水町伊保原５００－１ ○

半田市立半田病院 消化器内科 475-8599 半田市東洋町２－２９

公立陶生病院 消化器内科 489-8642 瀬戸市西追分町１６０

刈谷豊田総合病院 内科 448-0802 刈谷市住吉町５－１５

横山胃腸科病院 消化器内科 460-0012 名古屋市中区千代田３－１１－２０

蒲郡市民病院 内科 443-8501 愛知県蒲郡市平田町向田１－１

トヨタ記念病院 消化器科 471-8513 愛知県豊田市平和町１丁目１番地

岐阜大学医学部附属病院 消化器内科 501-1194 岐阜市柳戸１番１ ○

大垣市民病院 消化器科 503-0864 大垣市南頬町４－８６

羽島市民病院 消化器科 501-6206 羽島市新生町３－２４６

高山赤十字病院 内科 506-8550 高山市天満町３－１１

岩砂病院 内科 502-0817 岐岐阜市長良福光１６１－１

三重大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科 514-8507 津市江戸橋２－１７４ ○

三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 514-8507 津市江戸橋２－１７４

JA三重厚生連　鈴鹿中央総合病院 消化器内科 513-8630 鈴鹿市安塚町山之花１２７５－５３

市立四日市病院 消化器科 510-8567 四日市市芝田２－２－３７

伊勢赤十字病院 肝臓内科 516-8512 三重県伊勢市船江1-471-2 ○

国立病院機構　三重中央医療センター 消化器科 514-1101 三重県津市久居明神町２１５８－５

桑名市総合医療センター　桑名東医療センター 511-0061 三重県桑名市寿町3-11

愛誠会　若葉病院 514-0832 三重県津市南中央28-13

京都大学医学部附属病院 消化器内科 606-8507 京都市左京区聖護院川原町５４ ○

京都大学医学部附属病院 移植外科 606-8507 京都市左京区聖護院川原町５４

京都大学医学部附属病院 移植外科 606-8507 京都市左京区聖護院川原町５４

京都府立医科大学附属病院 消化器内科 602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５ ○

京都府立医科大学附属病院 移植外科 602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５

国立病院機構　京都医療センター 消化器科 612-8555 京都市伏見区深草向畑町１－１



京都第一赤十字病院 消化器内科 605-0981 京都市東山区本町１５－７４９ ○

京都第二赤十字病院 消化器科 602-8026 京都市上京区釜座通丸太町上る春帯町３５５－５

京都市立病院 消化器内科 604-8845 京都市中京区壬生東高田町１－２

愛生会山科病院 内科 607-8086 京都市山科区竹鼻四丁野町１９－４

洛西ニュータウン病院 消化器科 610-1142 京都市西京区大枝東新林町３－６

京都桂病院 消化器内科 615-8256 京都市西京区山田平尾町１７ ○

京都南病院 内科 600-8876 京都市下京区西七条南中野町８

西京病院 消化器科 615-0026 京都市右京区西院北矢掛町３９－１

三菱京都病院 615-8087 京都市西京区桂御所町1番地

新生十全会　なごみの里病院 601-1423 京都市伏見区日野西風呂町5番地

京都南病院 消化器内科 600-8876 京都市下京区西七条南中野町8番地

松寿会　共和病院 内科 601-1378 京都市伏見区醍醐川久保町30

大阪大学医学部附属病院 消化器内科 565-0871 吹田市山田丘２－１５ ○

大阪大学医学部附属病院 消化器外科

大阪市立大学医学部附属病院 肝胆膵内科 545-8586 大阪市阿倍野区旭町１－５－７ ○

大阪医科大学附属病院 消化器内科（肝胆膵） 569-8686 高槻市大学町２－７

関西医科大学附属滝井病院 消化器肝臓内科 570-8507 守口市文園町１０－１５ ○

関西医科大学附属滝井病院 外科 570-8507 守口市文園町１０－１５

美杉会男山病院 内科 614-8366 八幡市男山泉１９

関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科 573-1192 枚方市新町２丁目３番１号 ○

関西医科大学附属枚方病院 外科 573-1192 枚方市新町２丁目３番１号

関西医科大学香里病院 内科 572-8551 寝屋川市香里本通町8番45号 ○

近畿大学医学部付属病院 消化器内科 589-8511 大阪狭山市大野東３７７－２

近畿大学医学部堺病院 消化器科 590-0132 堺市南区原山台２－７－１

国立病院機構　大阪医療センター 消化器科 540-0006 大阪市中央区法円坂２－１－１４

大阪府立成人病センター 消化器内科 537-8511 大阪市東成区中道１－３－３ ○

大阪府立急性期・総合医療センター 消化器内科 558-8558 大阪市住吉区万代東３－１－５６

JCHO大阪病院 内科 553-0003 大阪市福島区福島４－２－７８

大阪市立住吉市民病院 内科 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋１－２－１６

大阪市立総合医療センター 消化器内科 534-0021 大阪市都島区都島本通２－１３－２２

大阪赤十字病院 消化器科 543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町５－３０

労働者健康福祉機構　大阪労災病院 消化器内科 591-8025 堺市北区長曽根町１１７９－３

大阪鉄道病院 消化器内科 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町１－２－２２

市立池田病院 内科 563-8510 池田市城南３－１－１８

市立豊中病院 内科 560-0055 豊中市柴原町４－１４－１

大阪府済生会野江病院 消化器科 536-0001 大阪市城東区古市1-3-25

市立貝塚病院 内科 597-0015 貝塚市堀３－１０－２０

松下記念病院 消化器内科 570-8540 守口市外島町５－５５ ○

JCHO星ヶ丘病院 消化器科 573-8511 枚方市星丘４－８－１

大阪けいさつ病院 内科 543-0035 大阪市天王寺区北山町１０－３１

堺市立総合医療センター 消化器内科 593-8304 堺市西区家原寺町1-1-1 ○

大阪回生病院 消化器センター 532-0003 大阪市淀川区宮原１－６－１０

高槻赤十字病院 消化器科 569-1096 高槻市阿武野１－１－１ ○

大阪府済生会泉尾病院 消化器内科 551-0032 大阪市大正区北村３－４－５

大阪船員保険病院 内科 552-0021 大阪市港区築港１－８－３０

大阪府済生会中津病院 消化器内科 530-0012 大阪市北区芝田２－１０－３９

大阪府済生会富田林病院 内科 584-0082 富田林市向陽台１－３－３６

北野病院 消化器センター 530-8480 大阪市北区扇町２－４－２０

大阪中央病院 530-0001 大阪市北区梅田３－３－３０

守口生野記念病院 消化器科 570-0002 守口市佐太中町６－１７－３３

蒼生病院 消化器科 571-0025 門真市北島２８８番地

信愛会　新生病院（高槻市） 内科 569-0856 高槻市玉川新町８－１

シオノギ製薬摂津工場内診療所 内科 566-0022 摂津市三島２－５－１

寝屋川南病院 内科 572-0051 寝屋川市高柳１－１－１７

聖クリニック 567-0072 茨木市郡５－１８－５ ○

国立病院機構　刀根山病院 消化器内科 560-8552 大阪府豊中市刀根山５－１－１



大阪ゆうゆうの里診療所 内科 570-0038 守口市河原町１０－１５

牧リハビリテーション病院 内科 571-0015 門真市大字三ツ島２２２３番地 ○

東大阪市立総合病院 消化器科 578-8588 東大阪市西岩田３丁目４番５号

大野記念病院 消化器内科 550-0015 大阪市西区堀江１－２６－１０

協立病院 消化器内科 573-0058 枚方市伊加賀東町２番２１号

NTT西日本大阪病院 消化器内科 543-8922 大阪市天王寺区烏ヶ辻２－６－４０ ○

日生病院 消化器内科 550-0012 大阪市西区立売堀６丁目３－８

枚方公済病院 573-0153 大阪府枚方市藤阪東町1丁目2番1号

箕面市立病院 562-0014 大阪府箕面市萱野5-7-1

多根総合病院 550-0025 大阪市西区九条南1-12-21

東住吉森本病院 546-0014 大阪市東住吉区鷹合3丁目2番66号

永山病院 590-0406 大阪府泉南郡熊取町大久保東1丁目1-10

萱島生野病院 内科 571-0071 大阪府門真市上島町22-11

小松病院 消化器内科 572-8567 大阪府寝屋川市川勝町11-6 ○

咲花病院 消化器科 594-1105 大阪府和泉市のぞみ野1-3-10

大阪市立十三市民病院 消化器内科 532-0034 大阪市淀川区野中北2-12-27

交野病院 内科 576-0043 大阪府交野市松塚39番1号 ○

国立病院機構　大阪南医療センター 消化器科 586-8521 大阪府河内長野市木戸東町2-1

すみれ病院 内科 536-0001 大阪市城東区古市1-20-85

神戸大学医学部附属病院 消化器内科 650-0017 神戸市中央区楠町７－５－２ ○

兵庫医科大学病院 肝･胆･膵科 663-8501 西宮市武庫川町１－１ ○

兵庫医科大学篠山医療センター 内科 669-2321 兵庫県篠山市黒岡5番地

国立病院機構　神戸医療センター 消化器科 654-0155 神戸市須磨区西落合３－１－１

兵庫県立成人病センター 消化器内科 673-8558 明石市北王寺町１３－７０

兵庫県立西宮病院 内科 662-0918 西宮市六湛寺町１３－９

市立芦屋病院 内科 659-8502 芦屋市朝日ケ丘町３９－１

加古川市民病院 内科 675-8611 加古川市米田町平津３８４－１

神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科 650-0046 神戸市中央区港島南町2-1-1

市立伊丹病院 内科 664-8540 伊丹市昆陽池１－１００

甲南病院　加古川病院 内科 675-0009 加古川市神野町西条１５４５－１

労働者健康福祉機構　関西ろうさい病院 内科 660-8511 尼崎市稲葉荘３－１－６９

兵庫県立尼崎総合医療センター 消化器内科 660-8550 尼崎市東難波町2-17-77

西宮市立中央病院 内科 663-8014 西宮市林田町８－２４

兵庫県立淡路医療センター 内科 656-0021 洲本市塩屋1-1-137

製鉄記念広畑病院 671-1122 兵庫県姫路市広畑区夢前町3丁目1番地

芳恵会　三好病院 663-8112 兵庫県西宮市甲子園口北町24-9 ○

和歌山県立医科大学附属病院 消化器内科 641-8510 和歌山市紀三寺８１１－１ ○

和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 内科 649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺２１９

国保日高総合病院 内科 664-8655 御坊市薗１１６－２

社会保険　紀南病院 消化器科 646-8588 田辺市新庄町４６番地の７０ ○

国立病院機構　南和歌山医療センター 消化器科 646-8558 和歌山県田辺市たきない町２７番１号

滋賀医科大学附属病院 消化器内科 520-2192 大津市瀬田月輪町 ○

滋賀県立成人病センター 消化器科 524-8524 守山市守山５－４－３０

大津市民病院 消化器科 520-0804 大津市本宮２－９－９

野洲病院 消化器科 520-2331 野洲市小篠原１０９４

奈良県立医科大学附属病院 消化器・内分泌代謝内科 634-8522 橿原市四条町８４０ ○

奈良県立医科大学附属病院 移植外科 634-8522 橿原市四条町８４０

近畿大学医学部奈良病院 消化器内科 630-0293 生駒市乙田町１２４８－１ ○

天理よろづ相談所病院 消化器内科 632-8552 天理市三島町２００

奈良県総合医療センター 消化器内科 631-0846 奈良市平松１－３０－１ ○

吉野町国民健康保険　吉野病院 639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治１３０番地の１ ○

健生会　土庫病院 635-0022 奈良県大和高田市日之出町１２番３号

国保中央病院 内科 636-0302 奈良県磯城郡田原本町大字宮古404-1

松下会　東生駒病院 内科 630-0012 奈良県生駒市辻町4番1号

岡山大学病院 消化器内科 700-8558 岡山市鹿田町２－５－１ ○

岡山大学病院 肝胆膵外科 700-8558 岡山市鹿田町２－５－１



川崎医科大学附属病院 肝･胆･膵内科 701-0192 倉敷市松島５７７ ○

川崎医科大学附属川崎病院 肝臓･消化器病センター 700-8505 岡山市中山下２－１－８０

岡山済生会総合病院 肝臓病センター 700-8511 岡山市北区国体町2-25 ○

(財)倉敷中央病院 消化器内科 710-8602 倉敷市美和１－１－１

重井医学研究所附属病院 内科 701-0202 岡山市山田２１１７

津山中央病院 内科 708-0841 津山市川崎１７５６

三樹会　梶木病院 701-0136 岡山市北区西花尻1231-1

水島中央病院 712-8064 岡山県倉敷市水島青葉町4番5号

倉敷市立児島市民病院 711-0921 岡山県倉敷市児島駅前2丁目39番地

光生病院 700-0985 岡山市北区厚生町3丁目8番35号

市立備前病院 705-8501 岡山県備前市伊部 2245番地

天声会　おおもと病院 700-0924 岡山市北区大元一丁目１番５号

広島大学病院 消化器内科 734-8551 広島市南区霞１－２－３ ○

広島大学病院 消化器移植外科 734-8551 広島市南区霞１－２－３ ○

広島赤十字・原爆病院 消化器内科 730-8619 広島市中区千田町１－９－６ ○

広島市立広島市民病院 内科 730-8518 広島市中区基町７－３３ ○

福山市民病院 内科 721-8511 福山市蔵王町５－２３－１ ○

広島逓信病院 内科 730-8798 広島市中区東白島町１９－１６

国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター 消化器内科 737-0023 呉市青山町３－１

国家公務員共済組合連合会　呉共済病院 消化器内科 737-8505 呉市西中央２－３－２８

川上消化器内科 730-0013 広島市中区八丁堀４－２４

三菱三原病院 内科 729-0324 三原市糸崎３－３－１

労働者健康福祉機構　中国労災病院 消化器科 737-0193 呉市広多賀谷１－５－１

寺岡記念病院 内科 729-3103 福山市新市町新市３７番地

広島市立安佐市民病院 内科 731-0293 広島市安佐北区可部南２－１－１

済生会呉病院 内科 737-0821 呉市三条２－１－１３

北川病院 内科 726-0003 府中市元町４３－１

福山城西病院 720-0067 広島県福山市西町二丁目11番36号

山口大学医学部附属病院 肝臓内科 755-8505 宇部市南小串１－１－１ ○

山口県立総合医療センター 消化器内科 747-8511 防府市大崎７７

国立病院機構　岩国医療センター 消化器科 740-8510 岩国市黒磯町２－５－１ ○

労働者健康福祉機構　山口労災病院 消化器内科 756-0095 山陽小野田市大字小野田１３１５－４ ○

阿知須共立病院 754-1277 山口市阿知須4171番地1

鳥取大学医学部附属病院 消化器内科 683-8504 米子市西町３６－１ ○

岡山大学病院三朝医療センター 内科 682-0192 東伯郡三朝町山田８２７

鳥取県立厚生病院 内科 682-0804 倉吉市東昭和町１５０番地 ○

島根大学医学部附属病院 肝臓内科 693-8501 出雲市塩冶町８９－１

島根県立中央病院 消化器科 693-8555 出雲市姫原４－１－１

平田市立病院 消化器科 691-0003 出雲市灘分町６１３ ○

大田市立病院 消化器科 694-0063 島根県大田市大田町吉永1428番地3

香川大学医学部附属病院 消化器・神経内科 761-0793 木田郡三木町池戸１７５０－１ ○

香川県立中央病院 内科 760-8557 高松市番町５－４－１６

三豊総合病院 消化器科 769-1695 観音寺市豊浜町姫浜７０８

屋島総合病院 内科 761-0113 高松市屋島西町１８５７－１

四国こどもとおとなの医療センター 消化器科 765-8507 善通寺市仙遊町2-1-1

高松市民病院 内科 760-8538 高松市宮脇町２－３６－１

公立学校共済組合　四国中央病院 消化器科 799-0193 四国中央市川之江町２２３３

愛媛大学医学部附属病院 消化器内科 791-0295 東温市志津川 ○

愛媛大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 791-0295 東温市志津川

国立病院機構　四国がんセンター 消化器科 791-0288 松山市南梅本町甲１６０

愛媛県立中央病院 消化器科 790-0024 松山市春日町８３

市立宇和島病院 消化器内科 798-8510 宇和島市御殿町１－１

住友別子病院 内科 792-8543 新居浜市王子町３－１

松山赤十字病院 内科 790-8524 松山市文京町１

市立八幡浜総合病院 内科 796-8502 八幡浜市大平１番耕地６３８番地

愛媛医療生協　新居浜協立病院 内科 792-0017 新居浜市若水町１－７－４５



徳島大学病院 消化器内科 770-8503 徳島市蔵本町２－５０－１

徳島大学病院 移植外科 770-8503 徳島市蔵本町２－５０－１

JA徳島厚生連　麻植協同病院 内科 776-8511 吉野川市鴨島町鴨島２５２

JA徳島厚生連　阿南共栄病院 内科･消化器科 779-1198 阿南市羽ノ浦町中庄

高知大学医学部附属病院 消化器内科 783-8505 南国市岡豊町小蓮 ○

高知医療センター 消化器科 781-8555 高知市池２１２５番地１

国立病院機構　高知病院 消化器科 780-8077 高知市朝倉西町１－２－２５

田村外科胃腸科 780-0815 高知市二葉町１０－１０

クリニック地球33番地 消化器内科 780-0056 高知市北本町４丁目－６１ ○

野市中央病院 内科 781-5213 高知県香南市野市町東野５５５－１８

高知いちょう病院 内科 780-0921 高知市井口町11番地

九州大学病院 肝臓・膵臓・胆道内科 812-8582 福岡市東区馬出３－１－１

九州大学病院 肝臓移植外科 812-8582 福岡市東区馬出３－１－１

産業医科大学病院 消化器･代謝内科 807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘１－１

福岡大学病院 消化器科 814-0180 福岡市城南区七隈７－４５－１ ○

福岡大学筑紫病院 消化器科 818-8502 筑紫野市俗明院１－１－１

久留米大学病院 消化器内科 830-0011 久留米市旭町６７ ○

久留米大学医療センター 消化器科 839-0863 久留米市国分町１５５－１

国立病院機構　九州がんセンター 消化器科 811-1395 福岡市南区野多目３－１－１

北九州市立医療センター 消化器科 802-0077 北九州市小倉北区馬借２－１－１

国立病院機構　福岡東医療センター 消化器科 811-3195 福岡県古賀市千鳥１－１－１

国立病院機構　小倉病院 消化器科 802-8533 北九州市小倉南区春ケ丘１０－１

大牟田市立病院 消化器病センター 836-0861 大牟田市宝坂町２－１９－１

飯塚病院 消化器内科 820-8505 飯塚市芳雄町３－８３

福岡市民病院 内科 812-0046 福岡市博多区吉塚本町１３－１

国立病院機構　九州医療センター 消化器科 810-8563 福岡市中央区地行浜１－８－１

福岡赤十字病院 肝臓内科 815-0082 福岡市南区大楠３丁目１番１号

誠仁会　夫婦石病院 811-1355 福岡市南区大字桧原853-9

久留米中央病院 消化器科 830-0001 福岡県久留米市小森野2-3-8

長崎大学医学部･歯学部附属病院 消化器内科 852-8501 長崎市坂本１－７－１ ○

国立病院機構　長崎医療センター 消化器科 856-8562 長崎県大村市久原２－１００１－１ ○

日本赤十字社　長崎原爆病院 内科 852-8511 長崎市茂里町３－１５ ○

長崎市立市民病院 内科 850-8555 長崎市新地町６－３９

佐賀大学医学部附属病院 肝臓糖尿病内分泌内科 849-8501 佐賀市鍋島５－１－１ ○

佐賀大学医学部附属病院 第２外科 849-8501 佐賀市鍋島５－１－１

敬愛会　佐賀記念病院 消化器内科 849-0917 佐賀市高木瀬町長瀬１２４０－１ ○

国立病院機構　嬉野医療センター 消化器科 843-0393 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙２４３６

大分大学医学部附属病院 消化器内科 879-5593 由布市狹間町医大ケ丘１－１ ○

国立病院機構　大分医療センター 消化器科 870-0263 大分市横田２－１１－４５

大分赤十字病院 870-0033 大分市千代町3丁目2-37

仁和会　小池病院 840-0861 佐賀市嘉瀬町中原1922-2 ○

佐賀市立富士大和温泉病院 840-0516 佐賀市富士町大字梅野1721-1

至誠堂　宇都宮病院 849-3133 佐賀県唐津市厳木町本山386-1

熊本大学医学部附属病院 消化器内科 860-8556 熊本市本庄１－１－１ ○

国立病院機構　熊本医療センター 消化器科 860-0008 熊本市二の丸１－５

国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院 消化器科 862-0965 熊本市田井島１－５－１

熊本市医師会　熊本地域医療センター 内科 860-0811 熊本市本荘５－１６－１０

国立病院機構　熊本南病院 消化器科 869-0593 宇城市松橋町豊福２３３８

西日本病院 内科 861-8034 熊本市八反田３－２０－１

健康保険　人吉総合病院 消化器科 868-0053 熊本県人吉市老神町３５番地

くまもと森都総合病院 肝臓消化器内科 862-8655 熊本市中央区新屋敷1丁目17番27号 ○

宮崎大学医学部附属病院 第二内科 889-1692 宮崎郡清武町木原５２００

古賀総合病院 肝臓内科 880-0041 宮崎市池内町数太木１７４９－１ ○

日南市立中部病院 内科 889-3141 日南市大堂津５－１０－１ ○

宮崎医療センター病院 消化器肝臓内科 880-0003 宮崎市高松町２番１６号 ○

市民の森病院 消化器科 880-0122 宮崎市大字塩路2783-37



宮崎生協病院 内科 880-0824 宮崎市大島町天神前1171

藤元上町病院 一般内科 885-0072 宮崎県都城市上町10街区24号

延岡市医師会病院 内科 882-0856 宮崎県延岡市出北6丁目1621番

海老原総合病院 内科 884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江207 ○

伸和会　共立病院 消化器内科 882-0031 宮崎県延岡市中川原町3丁目42番地

宮崎県立日南病院 内科 887-0013 宮崎県日南市木山1丁目9番5号 ○

鹿児島大学病院 消化器内科 890-8520 鹿児島市桜ケ丘８－３５－１ ○

鹿児島市医師会病院 消化器内科 890-0064 鹿児島市鴨池新町７－１ ○

霧島市立医師会医療センター 肝臓内科 899-5112 鹿児島県霧島市隼人町松永３３２０番地 ○

鹿児島赤十字病院 内科 891-0133 鹿児島市平川町２５４５番地

済生会川内病院 内科 895-0074 鹿児島県薩摩川内市原田町２番４６号

琉球大学医学部付属病院 第一内科（消化器内科） 903-0215 中頭郡西原町字上原２０７ ○

かりゆし会　ハートライフ病院 消化器内科 901-2492 沖縄県中頭郡中城村字伊集２０８番地

沖縄県立南部医療センター 消化器内科 901-1193 沖縄県島尻郡南風原町字新川１１８番地の１

豊見城中央病院 901-0243 沖縄県豊見城市字上田25番地

おもろまちメディカルセンター 900-0011 那覇市上之屋1-3-1

中頭病院 消化器内科 904-2195 沖縄市知花6丁目25番5号 ○


