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関東ブロック

№ 都道府県 医療機関等

178 茨城県 財団法人 筑波メディカルセンター病院

115 埼玉県
医療法人財団健和会　みさと健和病院、
柳原病院、柳原リハビリテーション病院

4 埼玉県 医療法人秀和会　秀和総合病院

52 埼玉県 学校法人　埼玉医科大学

37 埼玉県 社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院

166 埼玉県 上尾中央医科グループ（上尾中央総合病院 他）

133 埼玉県 戸田中央医科グループ

49 神奈川県 医療法人横浜博萌会　西横浜国際総合病院

183 神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院

16 神奈川県 一般財団法人神奈川県警友会　けいゆう病院

17 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

39  237 神奈川県 横浜市立病院（市民病院/脳卒中・神経脊椎センター）

8 神奈川県 恩腸財団済生会横浜市南部病院

93 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学　付属2病院

13 神奈川県 国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院

2 神奈川県 社会医療法人財団　石心会　川崎幸病院

284 神奈川県 新富士病院グループ本部

112 神奈川県 聖マリアンナ医科大学（大学病院、横浜市西部病院、川崎市立多摩病院）

100 神奈川県 川崎医療生活協同組合　川崎協同病院

219 神奈川県
特定医療法人　ジャパンメディカルアライアンス
（海老名総合病院、東埼玉総合病院　他）

144 神奈川県 独立行政法人　労働者健康安全機構

20 神奈川県 北里大学病院　北里大学東病院

保2　10 神奈川県 神奈川県職員[保健師]

1 千葉県 医療法人社団　誠馨会　千葉中央メディカルセンター

239 千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田メディカルセンター

114 千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院

91 千葉県 千葉県職員［看護師］

79 千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター

194 千葉県 特定医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院

157　　　保
20

東京都 IMSグループ本部

http://www.tmch.or.jp/hosp/#
http://www.kenwa.or.jp/#
http://www.kenwa.or.jp/#
http://www.shuuwa-gh.or.jp/#
http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/#
http://www.saitama-sekishinkai.jp/#
http://www.achs.jp/#
http://www.nishiyokohama.or.jp/#
http://www.shonankamakura.or.jp/#
http://www.keiyu-hospital.com/#
http://www.yokohama.jrc.or.jp/#
http://yokohama-shiminhosp.jp/#
http://www.nanbu.saiseikai.or.jp/#
http://www.yokohama-cu.ac.jp/#
http://www.ykh.gr.jp/#
http://saiwaihp.jp/#
http://sfmw-g.org/#
http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/
http://www.kawasaki-kyodo.jp/#
http://www.jinai.jp/#
http://www.jinai.jp/#
https://www.johas.go.jp/#
https://www.kitasato-u.ac.jp/khp/index.html#
http://www.ccmc.seikei-kai.or.jp/
http://www.kameda.com/#
http://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/#
https://www.pref.chiba.lg.jp/byouin/
http://tokyobay-mc.jp/#
http://www.chibatoku.or.jp/#
http://www.ims.gr.jp/group/
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42 東京都 NTT東日本関東病院

273 東京都 カマチグループ（一般社団法人　巨樹の会　他）

280 東京都 医療法人社団　根岸病院

54 東京都 医療法人社団ＫＮＩ　北原国際病院

174 東京都 医療法人社団明芳会　板橋中央総合病院

125 東京都
医療法人社団和風会
多摩ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院、所沢中央病院　他

175 東京都 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院

102 東京都 慶應義塾大学病院

212 東京都 公益社団法人　日本看護協会

32 東京都 国家公務員共済組合連合会　九段坂病院

99 東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

74 東京都 国家公務員共済組合連合会　三宿病院

72 東京都 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院

134 東京都
国際医療福祉大学(三田病院・熱海病院・化学療法研究所附属病院・国際医
療福祉大学病院・山王病院)

123 東京都 国立がんセンター中央病院

235 東京都 国立国際医療研究センター　センター病院

29 東京都 国立精神・神経医療研究センター病院

163 東京都 財団法人　がん研有明病院

95 東京都 財団法人日産厚生会　玉川病院

48　145 東京都
財団法人日本心臓血圧研究振興会
附属榊原記念病院

182 東京都 社会医療法人　河北医療財団　（河北総合病院　他）

242 東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院

250 東京都
昭和大学　（昭和大学病院、
昭和大学病院附属東病院、昭和大学藤が丘病院 他）

286 東京都 医療法人社団　成仁

56 東京都 東京医科大学病院

162 東京都 東京大学医学部附属病院

109 127
231

東京都 東京都看護職員

224 東京都 東芝病院

27 東京都
東邦大学医療センター
（大森病院・大橋病院・佐倉病院）

35 東京都 特定医療法人社団健生会　立川相互病院

117 東京都
日本医科大学（付属病院、武蔵小杉病院、
多摩永山病院、千葉北総病院）

21 262 東京都 日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院

https://www.ntt-east.co.jp/kmc/
http://www.kyojunokai.jp/index.html
http://negishi.or.jp/
http://www.kitaharahosp.com/
http://www.ims-itabashi.jp/#
http://www.wafukai.or.jp/sisetsu/index.html#
http://www.wafukai.or.jp/sisetsu/index.html#
http://www.tokyonishi-hp.or.jp/
http://www.hosp.keio.ac.jp/
http://www.nurse.or.jp/
http://www.kudanzaka.com/
https://www.toranomon.gr.jp/
https://www.mishuku.gr.jp/
http://www.tkh.meguro.tokyo.jp/
http://www.iuhw.ac.jp/IHWG/guide/index.html
http://www.iuhw.ac.jp/IHWG/guide/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/
http://www.hosp.ncgm.go.jp/index.html
http://www.ncnp.go.jp/hospital/
http://www.jfcr.or.jp/hospital/
http://www.tamagawa-hosp.jp/
http://www.hospital.heart.or.jp/
http://www.hospital.heart.or.jp/
https://kawakita.or.jp/
http://www.juntendo.ac.jp/hospital_nerima/
http://www.showa-u.ac.jp/hospitals/index.html
http://www.showa-u.ac.jp/hospitals/index.html
http://www.seijin.org/
http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/iryou/kangotop.html
http://www.toshiba-hospital.jp/
http://www.t-kenseikai.jp/tachisou/
https://www.nms.ac.jp/
https://www.nms.ac.jp/
http://www.tokyorinkai.jp/
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10 東京都 日本赤十字社　大森赤十字病院

41 東京都 日本赤十字社医療センター

98 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 　他

47 東京都 日本郵政公社　東京逓信病院

保3 東京都 江戸川区職員［保健師］

保12 東京都 武蔵野市職員〔保健師〕

保46 東京都 東芝病院

保51 東京都 東京都職員[保健師]

保76 東京都 医療法人社団　成仁(精神科)［保健師］

http://omori.jrc.or.jp/
http://www.med.jrc.or.jp/#
http://www.med.nihon-u.ac.jp/hospital/itabashi/
http://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/shokuinsaiyo/
http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/jinji_saiyo/saiyo/1015565.html
http://www.toshiba-hospital.jp/
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/shokuinboshu_hokenshi.html
http://www.seijin.org/

