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1 札幌厚⽣病院 外科

2 国家公務員共済組合連合会 ⽃南病院 外科

3 札幌医科⼤学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科学

4 北海道⼤学⼤学院医学研究科 消化器外科学分野Ⅰ

5 北海道⼤学医学研究院 消化器外科学教室Ⅱ

6 イムス札幌消化器総合中央病院 外科

7 北海道消化器科病院 外科

8 旭川医科⼤学 外科学講座・消化器病態外科学分野

9 弘前⼤学⼤学院医学研究科 消化器外科学講座

10 岩⼿県⽴中央病院 消化器外科

11 岩⼿医科⼤学 外科学講座

12 東北⼤学⼤学院医学系研究科 消化器外科学

13 ⼭形⼤学医学部 外科学講座消化器・乳腺甲状腺・⼀般外科学

14 ⼭形県⽴中央病院 外科

15 茨城県⽴中央病院 外科

16 筑波⼤学医学医療系 消化器外科

17 ⼟浦協同病院 外科

18 東京医科⼤学茨城医療センター 消化器外科

19 獨協医科⼤学 第⼆外科

20 栃⽊県⽴がんセンター 外科

21 済⽣会宇都宮病院 外科

22 那須⾚⼗字病院 外科

23 ⾜利⾚⼗字病院 外科

24 ⾃治医科⼤学 消化器・⼀般外科

25 太⽥記念病院 外科

26 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター ⼀般・消化器外科

27 さいたま市⽴病院 外科

28 埼⽟医科⼤学国際医療センター 消化器外科

29 埼⽟医科⼤学総合医療センター 肝胆膵・⼩児外科

30 防衛医科⼤学校 外科学講座

31 深⾕⾚⼗字病院 外科

32 千葉⼤学⼤学院医学研究院 臓器制御外科学

33 千葉県がんセンター 肝胆膵外科

34 ⽇本医科⼤学千葉北総病院  外科

35 国⽴がん研究センター東病院 肝胆膵外科

36 千葉労災病院 外科

37 帝京⼤学ちば総合医療センター 外科

38 東京⻭科⼤学 市川総合病院 外科  

39 船橋市⽴医療センター 外科

40 国保直営総合病院 君津中央病院 外科

41 東京慈恵会医科⼤学 外科学講座

42 ⾚坂⾒附 前⽥病院  外科

43 東京医科⻭科⼤学 肝胆膵外科
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44 ⽇本医科⼤学 消化器外科

45 がん・感染症センター 都⽴駒込病院 肝胆膵外科

46 東京⼥⼦医科⼤学東医療センター 外科

47 公益財団法⼈がん研究会有明病院 肝胆膵外科

48 東邦⼤学医療センター⼤森病院 ⼀般・消化器外科

49 東邦⼤学医療センター⼤橋病院 外科

50 東京医科⼤学 消化器・⼩児外科学分野

51 慶応義塾⼤学医学部 ⼀般・消化器外科

52 東京⼥⼦医科⼤学消化器病センター 消化器外科

53 板橋中央総合病院 外科

54 杏林⼤学医学部 消化器・⼀般外科

55 国⽴病院機構災害医療センター 消化器・乳腺外科

56 ⼋王⼦消化器病院 消化器外科

57 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター 消化器外科・移植外科

58 公⽴福⽣病院 外科

59 ⽇本医科⼤学附属多摩永⼭病院 消化器外科・乳腺外科・⼀般外科

60 帝京⼤学医学部 肝胆膵外科

61 ⽇本鋼管病院 外科

62 聖マリアンナ医科⼤学 消化器・⼀般外科

63 川崎市⽴川崎病院 外科

64 昭和⼤学藤が丘病院 消化器・⼀般外科

65 北⾥⼤学医学部 ⼀般・⼩児・肝胆膵外科

66 横浜市⽴⼤学 消化器・腫瘍外科学

67 東海⼤学医学部 消化器外科

68 湘南藤沢徳洲会病院 外科

69 新潟県⽴中央病院 外科

70 新潟⼤学⼤学院 消化器・⼀般外科学分野

71 富⼭⼤学⼤学院  消化器・腫瘍・総合外科

72 済⽣会富⼭病院 外科

73 富⼭市⽴富⼭市⺠病院 外科

74 ⾦沢医科⼤学 ⼀般・消化器外科

75 ⾦沢⼤学 消化器・腫瘍 ・再⽣外科学

76 福井⼤学医学部 第⼀外科

77 福井県済⽣会病院 外科

78 ⼭梨⼤学医学部 第1外科

79 群⾺⼤学 医学研究科総合外科学講座 肝胆膵外科部⾨

80 佐久総合病院佐久医療センター 消化器外科

81 信州⼤学医学部 第⼀外科

82 伊南⾏政組合 昭和伊南総合病院 外科

83 岐⾩⼤学 腫瘍外科

84 ⼤垣市⺠病院 外科

85 浜松医科⼤学附属病院 第⼆外科

86 聖隷三⽅原病院 外科
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87 名古屋医療センター 外科

88 愛知県がんセンター中央病院 消化器外科

89 名古屋⼤学⼤学院医学系研究科 消化器外科学

90 名古屋市⽴⼤学医学部 消化器外科

91 名古屋セントラル病院 外科

92 藤⽥保健衛⽣⼤学坂⽂種報德會病院 消化器外科

93 藤⽥保健衛⽣⼤学 総合消化器外科学

94 愛知医科⼤学 消化器外科

95 三重⼤学⼤学院医学系研究科 肝胆膵･移植外科

96 松阪市⺠病院 外科

97 松阪中央総合病院 外科

98 滋賀医科⼤学 外科学講座

99 ⼤津⾚⼗字病院 外科

100 京都府⽴医科⼤学 外科学教室消化器外科学部⾨

101 京都⼤学医学研究科 肝胆膵・移植外科

102 京都第⼀⾚⼗字病院 肝臓・膵臓外科

103 公益社団法⼈京都保健会 京都⺠医連中央病院 消化器外科

104 淀川キリスト教病院 外科

105 （公財）⽥附興⾵会医学研究所 北野病院 消化器センター外科

106 ⼤阪府済⽣会中津病院 外科・消化器外科

107 ⼤阪市⽴総合医療センター  肝胆膵外科

108 ⼤阪国際がんセンター 消化器外科

109 ⼤阪医療センター 肝胆膵外科

110 NTT⻄⽇本⼤阪病院 消化器外科

111 ⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学研究科 腫瘍外科学

112 ⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学研究科 肝胆膵外科学

113 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 外科学講座消化器外科

114 ⼤阪医科⼤学 ⼀般・消化器外科

115 関⻄医科⼤学 外科学講座

116 近畿⼤学医学部 外科, 肝胆膵部⾨

117 ⼤阪労災病院 外科

118 堺市⽴総合医療センター  肝胆膵外科

119 地⽅独⽴⾏政法⼈ りんくう総合医療センター 外科

120 神⼾⼤学⼤学院医学系研究科 肝胆膵外科

121 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 外科

122 ⼀般財団法⼈ 甲南会 甲南病院 外科

123 明和病院 外科

124 兵庫医科⼤学 外科

125 天理よろづ相談所病院 消化器外科

126 奈良県⽴医科⼤学 消化器・総合外科学教室

127 和歌⼭県⽴医科⼤学 第2外科

128 ⿃取⼤学医学部 病態制御外科学

129 島根⼤学医学部 消化器・総合外科
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130 岡⼭⼤学⼤学病院 肝・胆・膵外科

131 岡⼭⾚⼗字病院 外科

132 川崎医科⼤学 消化器外科

133 倉敷中央病院 外科・消化器外科

134 広島市⽴広島市⺠病院 外科

135 地⽅独⽴⾏政法⼈ 広島市⽴病院機構 広島市⽴外科

136 広島⼤学⼤学院医⻭薬保健学研究科 外科学

137 広島⼤学病院 消化器・移植外科

138 国家公務員共済組合連合会 広島記念病院 肝胆膵外科

139 福⼭市⺠病院 外科

140 国⽴病院機構 呉医療センター・中国がんセンタ外科

141 JA広島総合病院 外科

142 宇部興産中央病院 外科

143 ⼭⼝⼤学⼤学院 消化器・腫瘍外科学

144 ⾹川⼤学医学部 消化器外科

145 愛媛⼤学⼤学院医学研究科 肝胆膵・乳腺外科学

146 松⼭⾚⼗字病院 外科

147 ⾼知医療センター 消化器外科

148 北九州市⽴医療センター 外科

149 ⼾畑共⽴病院 外科

150 国⽴病院機構九州医療センター 肝胆膵外科

151 社会医療法⼈社団⾄誠会 ⽊村病院

152 九州⼤学⼤学院医学研究院 臨床・腫瘍外科

153 福岡⼤学医学部 外科学講座消化器外科

154 久留⽶⼤学 外科

155 公⽴⼋⼥総合病院 外科

156 飯塚病院 外科

157 佐賀⼤学医学部 ⼀般・消化器外科

158 ⻑崎⼤学⼤学院 腫瘍外科学

159 ⻑崎⼤学⼤学院 移植・消化器外科

160 ⻑崎医療センター 外科

161 熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部 消化器外科学

162 ⼤分⾚⼗字病院 外科

163 宮崎⼤学医学部附属病院  肝胆膵外科

164 ⿅児島厚⽣連病院 外科

165 ⿅児島市医師会病院 外科

166 ⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 ⼼臓⾎管・消化器外科学

167 ⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 腫瘍制御学講座 消化器・乳腺甲状腺外科学

168 琉球⼤学医学部 第⼀外科

169 中頭病院 外科

170 沖縄県⽴中部病院 外科

171 社会医療法⼈仁愛会 浦添総合病院 消化器病センター


