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北海道
東北

関東

東京

北海道大学大学院消化器外科Ⅰ

〒
住所
060-8638 札幌市北区北15条西7

北海道大学消化器外科学分野II

060-8638 札幌市北区北15条西7

札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座

060-8543 札幌市中央区南1条西16

秋田大学小児外科学分野

010-8543 秋田市本道1-1-1

東北大学消化器外科学

980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1

東北大学小児外科

980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1

福島県立医科大学肝胆膵・移植外科学講座

960-1295 福島市光が丘1

仙台オープン病院

983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1

手稲渓仁会病院消化器病センター

006-8555 札幌市手稲区前田1条12-1-40

群馬大学医学部附属病院外科診療センター

371-8511 前橋市昭和町3-39-22

群馬県立小児医療センター外科

377-8577 渋川市北橘町下箱田779

自治医科大学消化器・一般外科

329-0498 下野市薬師寺3311-1

自治医科大学小児外科

329-0498 下野市薬師寺3311-1

獨協医科大学第一外科

321-0293 下都賀郡壬生町北小林880

獨協医科大学第二外科

321-0293 下都賀郡壬生町北小林880

獨協医科大学越谷病院小児外科

343-8555 越谷市南越谷2-1-50

足利赤十字病院

326-0843 足利市五十部町284-1

筑波大学医学医療系小児外科

305-8575 つくば市天王台1-1-1

千葉大学大学院医学研究院消化器・腎臓内科

260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1

千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学

260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1

千葉大学大学院医学研究院小児外科学

260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1

順天堂大学医学部附属浦安病院消化器内科

279-0021 浦安市富岡2-1-1

横浜市立大学大学院医学研究科消化器・腫瘍外科学

236-0004 横浜市金沢区福浦3-9

聖マリアンナ医科大学消化器・一般外科

216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1

聖マリアンナ医科大学小児外科

216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1

東海大学医学部消化器外科

259-1193 伊勢原市下糟屋143

北里大学医学部外科学

252-0380 相模原市南区麻溝台2-1-1

日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター

211-8533 川崎市中原区小杉町1-396

埼玉県立小児医療センター小児外科

339-8551 さいたま市岩槻区馬込2100

埼玉医科大学小児外科

350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

日本大学小児外科

173-8610 板橋区大谷口上町30-1

日本医科大学消化器外科

113-8603 文京区千駄木1-1-5

東京大学肝胆膵・人工臓器移植外科

113-8655 文京区本郷7-3-1

東京大学小児外科

113-8655 文京区本郷7-3-1

順天堂大学肝・胆・膵外科

113-8421 文京区本郷2-1-1

順天堂大学小児外科

113-8421 文京区本郷2-1-1

順天堂大学病理・腫瘍学

113-8421 文京区本郷2-1-1

東京医科歯科大学肝胆膵外科

113-8519 文京区湯島1-5-45

東京都立駒込病院

113-8677 文京区本駒込3-18-22

慶應義塾大学医学部外科

160-8582 新宿区信濃町35

東京医科大学外科第３講座

160-0023 新宿区西新宿6-7-1

東京女子医科大学消化器外科

162-8666 新宿区河田町8-1

東京女子医科大学小児外科

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外科

116-8567 荒川区西尾久2-1-10

東京慈恵会医科大学外科学講座

105-8461 港区西新橋3-25-8

虎の門病院消化器外科

105-8470 港区虎の門2-2-2

昭和大学小児外科

142-8666 品川区旗の台1-5-8

東邦大学医療センター大橋病院外科

153-8515 目黒区大橋2-17-6

杏林大学外科学教室（消化器・一般）

181-8611 三鷹市新川6-20-2

国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科部外科

157-8535 世田谷区大蔵2-10-1

中部

関西

中国

四国

山梨大学第１外科

409-3898 中央市下河東1110

名古屋大学大学院医学系研究科小児外科学

466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65

名古屋市立大学大学院医学研究科消化器・代謝内科学

467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

名古屋市立大学病院小児外科

467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院消化器外科

454-8509 名古屋市中川区尾頭橋3-6-10

藤田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

松阪中央総合病院外科

514-8566 松阪市川井町字小望102

静岡県立こども病院小児外科

420-8660 静岡市葵区漆山860

藤枝市立総合病院消化器科

426-8677 藤枝市駿河台4-1-11

新潟大学大学院消化器・一般外科学

951-8510 新潟市中央区旭町通1-757

新潟大学大学院小児外科

951-8510 新潟市中央区旭町通1-757

金沢大学消化器・腫瘍・再生外科

920-0934 金沢市宝町13-1

福井大学医学部第一外科

910-1193 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

福井県済生会病院

918-8503 福井市和田中町舟橋7-1

三重大学肝胆膵・移植外科

514-8507 津市江戸橋2-174

奈良県立医科大学消化器・総合外科

634-8522 橿原市四条町840

滋賀医科大学外科学講座

520-2192 大津市瀬田月輪町

京都府立医科大学小児外科

602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465

関西医科大学外科附属病院 小児外科

573-1191 枚方市新町2-3-1

大阪医科大学一般・消化器外科

569-8686 高槻市大学町2-7

大阪市立大小児外科・肝胆膵外科

545-8585 大阪市阿倍野区旭町1-4-3

大阪大学大学院医学系研究科E2 外科系臨床医学専攻消化器外科学

565-0871 吹田市山田丘2-2

大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科学

565-0871 吹田市山田丘2-2

近畿大学医学部外科

589-8511 大阪狭山市大野東377-2

大阪市立総合医療センター小児外科

534-0021 大阪市都島区都島本道2-13-22

兵庫医科大学外科学講座

663-8501 西宮市武庫川町1-1

神戸大学肝胆膵外科

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-2

兵庫県立こども病院小児外科

654-0081 神戸市須磨区高倉台1-1-1

公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院小児外科

530-8480 大阪市北区扇町2-4-20

鳥取大学病態制御外科学

683-8504 米子市西町36-1

岡山大学病院肝・胆・膵外科

700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1

広島大学大学院医歯薬保険学研究院 応用生命科学部門消化器・代謝内科学

734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島市立広島市民病院

730-8518 広島市中区基町7-33

山口大学大学院消化器・腫瘍外科学

755-8505 宇部市南小串1-1-1

広島赤十字・原爆病院

730-8619 広島市中区千田町1-9-6

広島県厚生連尾道総合病院

722-8508 尾道市平原1-10-23

島根大学医学部消化器・総合外科

693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1

徳島大学消化器・移植外科

770-8503 徳島市蔵本町3丁目18-15

愛媛大学消化器腫瘍外科学

791-0295 東温市重信町志津川

香川大学医学部附属病院小児育成外科

761-0793 木田郡三木町池戸1750-1

愛媛県立中央病院

790-0024 松山市春日町83

松山赤十字病院

790-8524 松山市文京町1

愛媛大学小児外科

791-0295 東温市志津川

田岡病院

770-0941 徳島市万代町4-2-2

阿南医療センター

779-1198 阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ36

高松市立みんなの病院

760-8538 高松市宮脇町2-36-1

九州

九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科

812-8582 福岡市東区馬出3-1-1

九州大学大学院消化器・総合外科

812-8582 福岡市東区馬出3-1-1

九州大学大学院小児外科学分野

812-8582 福岡市東区馬出3-1-1

福岡大学医学部消化器外科

814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1

久留米大学外科肝胆膵部門

830-0011 久留米市旭町67

久留米大学医学部外科学講座小児外科部門

830-0011 久留米市旭町67

長崎大学病院腫瘍外科（小児外科）

852-8501 長崎市坂本町1-7-1

長崎大学大学院移植・消化器外科

852-8501 長崎市坂本町1-7-1

熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学

860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1

熊本大学小児外科・移植外科

860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1

鹿児島大学大学院心臓血管・消化器外科学

890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系小児外科学分野

890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

別府医療センター

874-0011 別府市亀川大字内かまど1473

大分赤十字病院

870-0033 大分市千代町3-2-37

九州がんセンター肝胆膵外科

811-1395 福岡市南区野多目3-1-1

九州中央病院

815-8588 福岡市南区塩原3-23-1

福岡市民病院

812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-1

福岡県済生会八幡総合病院

805-0050 北九州市八幡東区春の町5-9-27

製鉄記念八幡病院

805-8508 北九州市八幡東区春の町1-1-1

唐津病院

847-0852 唐津市元旗町817

福岡総合病院

810-0001 福岡市中央区天神1-3-46

中津市民病院外科

871-8511 中津市大字下池永173

大分こども病院

870-0943 大分市片島83-7

