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北海道 北海道大学病院 ○ 692

北海道 旭川医科大学病院 ○ 925

北海道 札幌医科大学附属病院 ○ 386

青森 弘前大学医学部附属病院 ○ 744

岩手 岩手医科大学附属病院 ○ 344

秋田 秋田大学医学部附属病院 ○ 150

山形 国立大学法人山形大学医学部附属病院 ○ 994

宮城 東北大学病院 ○ 820

宮城 東北医科薬科大学病院 ○ 2010

宮城 東北医科薬科大学若林病院 ○ 958

福島 福島県立医科大学会津医療センター ○ 204

福島 福島県立医科大学附属病院 ○ 971

茨城 東京医科大学茨城医療センター ○ 487

茨城 国立大学法人筑波大学附属病院 ○ 666

栃木 自治医科大学附属病院 ○ 1015

栃木 獨協医科大学病院 ○ 573

群馬 群馬大学医学部附属病院 ○ 717

埼玉 獨協医科大学越谷病院 ○ 80

埼玉 埼玉医科大学総合医療センター ○ 300

埼玉 埼玉医科大学病院 ○ 227

埼玉 埼玉医科大学 国際医療センター ○ 239

埼玉 北里大学メディカルセンター ○ 660

埼玉 自治医科大学附属さいたま医療センター ○ 369

千葉 帝京大学ちば総合医療センター ○ 56

千葉 東京慈恵会医科大学附属柏病院 ○ 640

千葉 順天堂大学医学部附属浦安病院 ○ 710

千葉 東京女子医科大学附属八千代医療センター ○ 481

千葉 日本医科大学千葉北総病院 ○ 485

千葉 千葉大学医学部附属病院 ○ 2011

千葉 東邦大学医療センター佐倉病院 ○ 823

東京 東京慈恵会医科大学附属病院 ○ 361

東京 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター ○ 735

東京 東京慈恵会医科大学附属第三病院 ○ 747

東京 東京女子医科大学病院 ○ 859
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http://www-mhp.med.hokudai.ac.jp/
http://www.asahikawa-med.ac.jp/index_h.php
http://web.sapmed.ac.jp/hospital/index.html
http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/
http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/index.html
http://www.hos.akita-u.ac.jp/
http://www.id.yamagata-u.ac.jp/MID/index.htm
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/
http://www.hosp.tohoku-pharm.ac.jp/
http://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/wakabayashi/
http://www.fmu.ac.jp/amc/index.html
http://www.fmu.ac.jp/byoin/
http://ksm.tokyo-med.ac.jp/
http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/
http://www.jichi.ac.jp/hospital/top/
http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/
http://www.med.gunma-u.ac.jp/hospital/
http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-k/
http://www.saitama-med.ac.jp/kawagoe/
http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/
http://www.saitama-med.ac.jp/kokusai/index.html
http://www.kitasato-u.ac.jp/kmc-hp/
http://www.jichi.ac.jp/center/
http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/
http://www.jikei.ac.jp/hospital/kashiwa/
http://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/
http://www.twmu.ac.jp/TYMC/
http://www.hokuso-h.nms.ac.jp/
http://www.ho.chiba-u.ac.jp/index.html
http://www.sakura.med.toho-u.ac.jp/
http://www.jikei.ac.jp/hospital/honin/index.html
http://www.jikei.ac.jp/hospital/katsushika/index.html
http://www.jikei.ac.jp/hospital/daisan/
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/


119 件

都道
府県

病院名
ﾏｯﾁﾝｸﾞ
参加

受付
番号

平成28年度マッチング参加申込予定　 大学病院一覧 （本日現在）

東京 東京女子医科大学東医療センター ○ 202

東京 日本大学医学部附属板橋病院 ○ 410

東京 日本大学病院 ○ 343

東京 東京医科歯科大学医学部附属病院 ○ 964

東京 東京大学医学部附属病院 ○ 960

東京 慶應義塾大学病院 ○ 947

東京 順天堂大学医学部附属順天堂医院 ○ 727

東京 順天堂大学医学部附属練馬病院 ○ 837

東京 東海大学医学部付属八王子病院 ○ 907

東京 東京医科大学病院 ○ 687

東京 東京医科大学八王子医療センター ○ 320

東京 帝京大学医学部附属病院 ○ 882

東京 北里大学北里研究所病院 ○ 262

東京 杏林大学医学部付属病院 ○ 745

東京 東邦大学医療センター大森病院 ○ 821

東京 東邦大学医療センター大橋病院 ○ 822

東京 日本医科大学付属病院 ○ 648

東京 日本医科大学多摩永山病院 ○ 1002

東京 昭和大学病院 ○ 914

東京 昭和大学江東豊洲病院 ○ 885

神奈川 横浜市立大学附属病院 ○ 501

神奈川 横浜市立大学附属市民総合医療センター ○ 476

神奈川 帝京大学医学部附属溝口病院 ○ 611

神奈川 北里大学病院 ○ 225

神奈川 東海大学医学部付属病院 ○ 888

神奈川 昭和大学横浜市北部病院 ○ 924

神奈川 昭和大学藤が丘病院 ○ 940

神奈川 日本医科大学武蔵小杉病院 ○ 977

神奈川 聖マリアンナ医科大学病院 ○ 942

神奈川 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 ○ 565

山梨 山梨大学医学部附属病院 ○ 2002

新潟 新潟大学医歯学総合病院 ○ 944

長野 国立大学法人信州大学医学部附属病院 ○ 697

静岡 順天堂大学医学部附属静岡病院 ○ 524

http://www.twmu.ac.jp/DNH/
http://www.med.nihon-u.ac.jp/hospital/itabashi/
http://www.nihon-u.ac.jp/hospital/
http://www.tmd.ac.jp/medhospital/
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/
http://www.hosp.keio.ac.jp/
http://www.juntendo.ac.jp/hospital/
http://www.juntendo-nerima.jp/
http://www.hachioji-hosp.tokai.ac.jp/
http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/
http://www.tokyo-med.ac.jp/hmc/
http://www.teikyo-u.ac.jp/hospital/index.html
http://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/index.html
http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/
http://www.omori.med.toho-u.ac.jp/
http://www.ohashi.med.toho-u.ac.jp/
http://hosp.nms.ac.jp/
http://www.tama-h.nms.ac.jp/
http://www.showa-u.ac.jp/SUH/index.html
http://www10.showa-u.ac.jp/~toyosu/
http://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
http://www.urahp.yokohama-cu.ac.jp/
http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~mizo/
http://www.kitasato-u.ac.jp/khp/
http://www.u-tokai.ac.jp/hospital/fuzoku/
http://www10.showa-u.ac.jp/~hokubu/
http://www.showa-u.ac.jp/SUHF/
http://kosugi-h.nms.ac.jp/
http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/
http://marianna-yokohama.jp/
http://www.hosp.yamanashi.ac.jp/
http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/
http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/
http://www.hosp-shizuoka.juntendo.ac.jp/
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静岡 浜松医科大学医学部附属病院 ○ 571

愛知 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 ○ 850

愛知 藤田保健衛生大学病院 ○ 803

愛知 名古屋市立大学病院 ○ 340

愛知 愛知医科大学病院 ○ 263

愛知 名古屋大学医学部附属病院 ○ 337

岐阜 岐阜大学医学部附属病院 ○ 547

三重 三重大学病院 ○ 817

富山 国立大学法人富山大学附属病院 ○ 419

石川 金沢大学附属病院 ○ 305

石川 金沢医科大学病院 ○ 437

福井 福井大学医学部附属病院 ○ 939

滋賀 滋賀医科大学医学部附属病院 ○ 594

京都 京都大学医学部附属病院 ○ 129

京都 京都府立医科大学附属病院 ○ 716

京都 京都府立医科大学附属北部医療センター ○ 493

大阪 大阪大学医学部附属病院 ○ 641

大阪 大阪市立大学医学部附属病院 ○ 133

大阪 関西医科大学総合医療センター ○ 199

大阪 関西医科大学附属病院 ○ 200

大阪 近畿大学医学部堺病院

大阪 近畿大学医学部附属病院 ○ 779

大阪 大阪医科大学附属病院 ○ 247

兵庫 神戸大学医学部附属病院 ○ 778

兵庫 兵庫医科大学病院 ○ 1011

奈良 奈良県立医科大学附属病院 ○ 88

奈良 近畿大学医学部奈良病院 ○ 832

和歌山 和歌山県立医科大学附属病院 ○ 1001

鳥取 鳥取大学医学部附属病院 ○ 972

島根 島根大学医学部附属病院 ○ 271

岡山 岡山大学病院 ○ 974

岡山 川崎医科大学附属病院 ○ 983

岡山 川崎医科大学附属川崎病院 ○ 165

広島 広島大学病院 ○ 990

http://www.hama-med.ac.jp/hos_index.html
http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL2/
http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/
http://w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp/
http://www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/index.html
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/
http://hosp.gifu-u.ac.jp/
http://www.hosp.mie-u.ac.jp/
http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/index.html
http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~hospital/
http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
http://www.h.kpu-m.ac.jp/
http://nmc.kpu-m.ac.jp/
http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/
http://www.kmu.ac.jp/takii/
http://www.kmu.ac.jp/hirakata/
http://www.med.kindai.ac.jp/sakai/
http://www.med.kindai.ac.jp/huzoku/
http://hospital.osaka-med.ac.jp/
http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/
http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/
http://www.naramed-u.ac.jp/~hp/
http://www.kindainara.com/top.html
http://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/
http://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/
http://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/
http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/hos/index.html
http://www.kawasaki-m.ac.jp/hospital/
http://www.kawasaki-m.ac.jp/kawasakihp/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/hosp/
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山口 山口大学医学部附属病院 ○ 301

徳島 徳島大学病院 ○ 775

香川 香川大学医学部附属病院 ○ 723

愛媛 愛媛大学医学部附属病院 ○ 229

高知 高知大学医学部附属病院 ○ 659

福岡 福岡大学病院 ○ 2005

福岡 福岡大学筑紫病院 ○ 455

福岡 九州大学病院 ○ 665

福岡 久留米大学病院 ○ 787

福岡 久留米大学医療センター ○ 585

福岡 産業医科大学病院 ○ 606

佐賀 佐賀大学医学部附属病院 ○ 582

長崎 長崎大学病院 ○ 886

熊本 熊本大学医学部附属病院 ○ 981

大分 大分大学医学部附属病院 ○ 436

宮崎 宮崎大学医学部附属病院 ○ 591

鹿児島 鹿児島大学病院 ○ 792

沖縄 琉球大学医学部附属病院 ○ 466

http://www.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/
http://www.tokushima-hosp.jp/
http://www.kms.ac.jp/~hospital/
http://www.hsp.ehime-u.ac.jp/
http://www.kochi-ms.ac.jp/~hsptl/index.shtml
http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/
http://www.fukuoka-u.ac.jp/chikushi/index.php
http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/index.php
http://www.hosp.kurume-u.ac.jp/
http://www.hosp.kurume-u.ac.jp/iryo/index.html
http://www.uoeh-u.ac.jp/hospital.html
http://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/top.php
http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/
http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/
http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/index.html?jtpl=8
http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/

