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施設名 〒 施設所在地 部署名 担当者 連絡先

社会医療法人恵佑会札幌病院 003-0027 北海道札幌市白石区本通14丁目北1-1 外科 西田　靖仙 011-863-5666（FAX）

札幌医大付属病院 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目291番地 消化器・総合 信岡　隆幸 011-611-2111

旭川医科大学病院 078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 消化管外科 長谷川　公治 0166-68-2501、0166-68-2193（FAX）

青森県立中央病院 030-8553 青森県青森市東造道2丁目1-1 がん診療センター　外科 木村　昭利 017-726-8325（FAX）

国立病院機構仙台医療センター 983-8520 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-8-8 外科 湯目　玄 022-293-1111　内線7986

宮城県立がんセンター 981-1293 宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1 消化器外科 長谷川　康弘 022-384-3151、022-381-1174（FAX）

東北医科薬科大学病院 983-8512 宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1 消化器外科 安本　明浩 akiyasu1127@yahoo.co.jp

福島県立医大付属病院 960-1295 福島県福島市光が丘1番地 消化管外科 佐瀬　善一郎 024-547-1220

山形大学医学部附属病院 990-2331 山形県山形市飯田西2-2-2 第一外科 蜂谷　修 023-633-1122

山形県立中央病院 990-2292 山形県山形市大字青柳1800番地 外科 野村　尚 0236-85-2606（FAX、がん相談支援センター）

茨城県立中央病院 309-1793 茨城県笠間市鯉淵6528 外科 川崎　普司 0296-77-2886（FAX）

埼玉医科大学国際医療センター 350-1298　埼玉県日高市山根1397-1 消化器外科 櫻本　信一 042-984-4111

千葉大学医学部附属病院 260-8670 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 食道胃腸外科 早野　康一、加野　将之 043-226-2113（FAX)

千葉県がんセンター 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町666-2 食道・胃腸外科 滝口　伸浩 ntaki@chiba-cc.jp

聖路加国際病院 104-8560 東京都中央区明石町9−1 消化器・一般外科 鈴木研裕 asuzuki@luke.ac.jp

東京慈恵会医科大学附属病院 105-8461 東京都港区西新橋3-25-8 上部消化管外科 三森　教雄 mitsumori@jikei.ac.jp

メディカルクリニック銀座 104-0061 東京都中央区銀座2-10-11 消化器外科 太田　惠一朗 03-6260-6475、03-6260-6477（FAX）

国際医療福祉大学三田病院 108-0073 東京都港区三田1-4-3 消化器センター 吉田　昌 03-3454-0067（FAX）

東京女子医科大学東医療センター 116-0011 東京都荒川区西尾久2-1-10 外科 勝部　隆男 03-3810-1111

昭和大学江東豊洲病院 135-0061 東京都江東区豊洲5-1-38 消化器センター 井上　晴洋、鬼丸　学 03-6204-6000

東邦大学医療センター大森病院 143-0015 東京都大田区大森西6-11-1 消化器センター外科 大嶋　陽幸 03-3762-4151

帝京大学医学部付属病院 173-0003 東京都板橋区加賀2-11-1 外科 福島　亮治 03-3964-1211　内）32150医療連携室

東海大学医学部附属八王子病院 192-0032　東京都八王子市石川町1838 消化器外科 野村　栄治 042-639-1111

東京慈恵会医科大学付属第三病院 201-8601 東京都狛江市和泉本町4丁目11-1 医療連携室 梅林　俊宏 03-3430-3611（FAX）

聖マリアンナ医科大学病院 216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 消化器・一般外科 民上　真也 044-977-8111（地域連携室）

横浜市立大学附属市民総合医療センター 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 消化器病センター　外科 國崎　主税 045-261-5656

横浜市立市民病院 240-0062 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町56 消化器外科 高橋　正純 045-331-1961

新潟大学医歯学総合病院 951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地 消化器・一般外科 石川　卓 025-227-2443（医療相談窓口）

新潟県立がんセンター新潟病院 951-8566 新潟県新潟市中央区中央区川岸町2-15-3 消化器外科 薮崎　裕 025-233-3849（FAX）yabu@niigata-cc.jp

富山大学附属病院 930-0152 富山県富山市杉谷2630 第二外科 橋本　伊佐也 076-434-7331、076-434-5043（FAX）isaya138@med.u-toyama.ac.jp

富山県立中央病院 930-0975 富山県富山市西長江2-2-78 外科 加治　正英 076-424-1531

石川県立中央病院 920-8530　石川県金沢市鞍月東2丁目1番地 辻　敏克 076-237-8211

金沢大学付属病院 920-8641 石川県金沢市宝町13-1 胃腸外科 伏田　幸夫 fushida@staff.kanazawa-u.ac.jp

福井大学 910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３−３ 消化器外科 廣野　靖夫 hirono@u-fukui.ac.jp

岐阜大学医学部附属病院 501-1112 岐阜県岐阜市柳戸1-1 消化器外科 吉田　和弘、奥村　直樹、棚橋　利行 058-230-6000（代表）

順天堂大学静岡病院 410-2295 静岡県伊豆の国市長岡1129 伊藤　智彰 055-948-3111

医療法人社団秀峰会　川村病院 416-0907 静岡県富士市中島327 川村　雅彦 0545-61-4050　

愛知県がんセンター 464-8681 愛知県名古屋市千種区鹿子殿1-1 消化器外科 伊藤　誠二 seito@aichi-cc.jp

三重大学医学部附属病院 514-8507 三重県津市江戸橋2-174 消化管外科 大井　正貴、安田　裕美 059-232-1111

鈴鹿中央総合病院 513-8630 三重県鈴鹿市安塚町山之花1275-53 外科 田岡　大樹 059-384-1033

滋賀医科大学 520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 外科学講座 貝田　佐知子 077-548-2239、077-548-2240（FAX）kaida@belle.shiga-med.ac.jp

藤田医科大学病院 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 総合消化器外科 柴崎　晋 0562-93-9254

JCHO大阪病院 553-0003 大阪府大阪市福島区福島4丁目2番78号 上部消化管外科 出村　公一 06-6441-5451　06-6445-8900（FAX)

景岳会南大阪病院 559-0012　大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-18-18 竹村　雅至 06-6685-0221　06-6685-5208（FAX)

大阪医科大学附属病院 569-0801 大阪府高槻市大学町2-7 一般・消化器外科 李　相雄 072-683-1221　072-685-2057（FAX）

箕面市立病院 562-0014 大阪府箕面市萱野5丁目7-1 消化器外科 岡　義雄 072-728-2001

八尾市立病院 581-0069 大阪府八尾市龍華町1-3-1 外科 田村　茂行 072-922-0881

近畿大学病院 589-8511 大阪府大阪狭山市大野東377-2 木村　豊、安田　篤 072-366-0221

市立貝塚病院 597-0015 大阪府貝塚市市堀3-10-20 今本　治彦、川田　純司 072-422-5865、072-439-6061(FAX)

りんくう総合医療センター 598-8577 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23 種村　匡弘 072-469-3111

京都府立医科大学 602-8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 窪田　健 075-251-5522(FAX)

神戸大学大学院医学研究科科学講座 650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町７丁目５−２ 食道胃腸外科 鈴木　知志 078-382-5925 (FAX) 078-382-5939

神戸市立医療センター中央市民病院 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町２丁目１−１ 外科 近藤　正人 078-302-4321
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関西労災病院 660-8511 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1-69 消化器外科 竹野　淳 takeno-atsushi@kansaih.johas.go.jp

兵庫医科大学病院 663-8131 兵庫県西宮市武庫川町1-1 上部消化管外科 石田　善敬 0798-45-6764（FAX）

公立宍粟総合病院 671-2576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢93 外科 衣笠　章一 TEL:0790-62-2410 FAX:0790-62-0676 skinugasa@yahoo.co.jp

兵庫県立加古川医療センター 675-8555 兵庫県加古川市神野町神野203 外科・消化器外科 多田羅　敬 TEL:079-497-7011  FAX:079-438-3756（地域医療連携部）

奈良県立医科大学 634-0813 奈良県橿原市四条町840 消化器総合外科 松本　壮平 0744-22-3051

近畿大学奈良病院 603-0293 奈良県生駒市乙田町1248-1 消化器外科 木村　豊 0743-77-0901（FAX)

日本赤十字社　和歌山医療センター 640-8558 和歌山県和歌山市松原通四丁目20番地 消化管外科 山下　好人 073-422-4171

和歌山県立医科大学 641-8510 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1 外科学第二講座 中村　公紀 073-441-0613

橋本市民病院 648-0005 和歌山県橋本市小峰台二丁目8番地の１ 外科 中村　公紀 mnakamura@hashimoto-hsp.jp

岡山大学病院 700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 消化管外科 黒田　新士、菊地　覚次 086-223-7151

医療法人　天声会　おおもと病院 700-0924 岡山県岡山市北区大元1-1-5 外科 磯崎　博司 086-241-6896（FAX)

川崎医大付属病院 701-0192 岡山県倉敷市松島577 消化器外科 藤原　由規 086-462-1111

広島記念病院 730-0802 広島県広島市中区本川町一丁目4番3号 豊田　和宏 082-292-1271

広島市立広島市民病院 730-8518 広島県広島市中区基町7番33号 外科 石田　道拡 082-212-3239、082-223-5514（FAX）

広島市立安佐市民病院 731-0223 広島県広島市安佐北区可部南2-1-1 外科 檜原　淳・徳本　憲昭・加納　幹浩 082-815-5211

県立広島病院 734-0004 広島県南区宇品神田1丁目5-54 消化器乳腺移植外科 漆原　貴 082-254-1818

国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター 737-0023 広島県呉市青山町3-1 外科 鈴木　崇久 0823-22-3111、0823-21-0478（FAX）takahisa-suzuki@umin.ac.jp

香川大学医学部付属病院 761-0793　香川県木田郡三木町池戸1750-1 消化器外科 岸野　貴腎 087-898-5111

一般財団法人永瀬会松山市民病院 790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目6-5 外科 柚木　茂 089-943-1151　yunoki@matsuyama-shimin-hsp.or.jp

高知大学医学部 783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 外科学講座外科1 並川　努 088-880-2370、088-880-2371（FAX）tsutomun@kochi-u.ac.jp

九州大学大学院 812-8582 福岡市東区馬出3丁目1-1 消化器・総合外科（第二外科） 沖　英次 092-642-5462

福岡大学病院 814-0180 福岡県福岡市城南区七隅7-45-1 消化器外科 吉村　文博 092-801-1011

産業医科大学 807-0804 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 第1外科 柴尾　和徳 093-603-1611

久留米大学病院 830-0011 福岡県久留米市旭町67 外科学講座 磯辺　太郎 0942-35-3311

熊本大学医学部附属病院 860-0811 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1 消化器外科 岩槻　政晃 096-371-4378（FAX）

有田胃腸病院 870-0924 大分県大分市牧1-2-6 白水　章夫／倉科　憲太郎 097-556-1778(FAX)

大分県厚生連鶴見病院 874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地 地域連携センター 神田　智恵子 0977-23-7208

宮崎県立宮崎病院 880-8510 宮崎県宮崎市北高松町5番30号 消化器外科 日高　秀樹 0985-24-4181、0985-28-1881（FAX）

公益財団法人　慈愛会　今村総合病院 890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-23 外科 上之園　芳一 099-250-6181（FAX）

鹿児島大学病院 890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35-1 消化器・乳腺甲状腺外科学 有上　貴明 099-275-5361

鹿児島厚生連病院 890-0062 鹿児島市与次郎1-13-1 迫田　雅彦 099-252-2228

済生会川内病院 895-0074 鹿児島県薩摩川内市原田町2番46号 外科 有留　邦明 099-623-5221、099-623-9797（FAX）aridome-k@saiseikai-sendai.jp


