
2018.5.25現在

※　FAX番号の記載のある施設にお申し込み下さい。

※　この表は適宜更新されます。

※　腎臓学会では研修施設への仲介は行いません。各自で手配をお願いいたします。

所在地 施設名 
FAX番号

空欄は未回答

月あたりの受け入れ

可能研修者数

(外部から)

施設での
研修費用

（一日当たり）
空欄は未回答

備考

北海道 医療法人仁友会北彩都病院 平山　智也 0166-26-1047 1

北海道 札幌医科大学附属病院 茂庭　仁人 1～2

北海道 勤医協中央病院 入宇田　智子 1

北海道 医療法人渓仁会手稲溪仁会病院 滝沢　英毅 3～4【薬剤部のみ】 薬剤部のみ受け入れ可能

岩手県 岩手県立中央病院 中屋　来哉 019-653-8919 1 無料

宮城県 （独）地域医療機能推進機構仙台病院 石山　勝也 022-234-4194 1

宮城県 石巻赤十字病院 長澤　　 将 0225-96-0122 2 ¥2,500

山形県 山形大学医学部附属病院 市川　一誠 023-628-5305 1

山形県 山形済生病院 高崎　　 聡 1

山形県 医療法人社団清永会矢吹病院 伊東　　 稔 023-682-8567 3～4 無料

茨城県 筑波大学附属病院 斎藤　知栄 029-853-3202 2 \1,500＋税

茨城県 一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 高田　健治 1

茨城県 ＪＡとりで総合医療センター 前田　益孝 0297-74-5551 1 無料

茨城県 東京医科大学茨城医療センター 平山　浩一 029-887-6266 1～2 無料

茨城県 ＪＡ茨城県厚生連茨城西南医療センター病院 飯塚　　 正 0280-86-7702 1 無料

栃木県 自治医科大学附属病院 秋元　　 哲 0285-44-4869 2 無料

栃木県 足利赤十字病院 平野　景太 1

群馬県 群馬大学医学部附属病院 池内　秀和 027-220-8173 1～2

群馬県 医療法人社団三思会東邦病院 植木　嘉衛 2

群馬県 医療法人三省会堀江病院 桜井　俊宏 0276-38-3095 3 ¥1,000

埼玉県 埼玉医科大学病院 友利　浩司 2

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 長谷川　元 049-226-8451 2

埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 森下　義幸 048-648-5166 2

埼玉県 獨協医科大学越谷病院 竹田　徹朗 048-965-1372 1 無料 院内立ち入り許可申請と履歴書が必要

埼玉県 医療法人秀和会秀和総合病院 志熊  聡美 2

埼玉県 医療法人財団健和会みさと健和病院 松山　公彦 1

埼玉県 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 元　　 志宏 04-2953-6611 3

千葉県 千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 松隈　英樹 1

千葉県 地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 宮内　義浩 1

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 内藤　省太郎 2

東京都 慶應義塾大学病院 徳山　博文 1

東京都 東京医科大学病院 長岡　由女 03-3342-2650 4 無料

東京都 国立国際医療研究センター 日ノ下　文彦 03-5273-6840 2

東京都 虎の門病院 星野　純一 03-3582-7068 2 \2,000＋税

東京都 国際医療福祉大学三田病院 佐藤  敦久 03-3454-0067 1

東京都 東邦大学医療センター大橋病院 田中　友里 1

東京都 帝京大学医学部附属病院 内田　俊也 03-3964-8942 2

東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院 井尾　浩章 03-5923-3214 1
医師3000円/日、

その他1500円/日

東京都 練馬光が丘病院 藤巻　道孝 03-3979-3860 1

東京都 公益財団法人日産厚生会玉川病院 今村　吉彦 03-3700-3824 1 無料

東京都 新渡戸記念中野総合病院 野田　裕美 03-3381-4799 1 無料

東京都 （独）労働者健康安全機構東京労災病院 内藤　　 隆 03-3744-9310 1 ¥2,160

東京都 大森赤十字病院 澁谷　　 研 03-3776-0004 1

東京都 日本赤十字社医療センター 上條　由佳 03-3409-1604 20 有料。金額は未定。

東京都 東京北医療センター 元吉 八重子 03-5963-6687 1 ¥2,000

東京都 公益財団法人東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 小林　克樹 042-396-3076 1 \2,000＋税

東京都 東京都立多摩総合医療センター 西尾　康英 042-323-9209 1～2 無料

東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院 宮崎　陽一 2

東京都 杏林大学病院 要　　 伸也 0422-44-4119 4～5

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 白井　小百合 2

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 緒方　浩顕 045-949-7287 2 ¥2,000

神奈川県 （独）労働者健康安全機構横浜労災病院 波多野　道康 045-474-8323 1

神奈川県 国際親善総合病院 酒井　政司 1

神奈川県 社会医療法人財団石心会川崎幸病院 宇田　　 晋 044-549-4858 2 無料

神奈川県 虎の門病院分院 澤　　 直樹 044-877-5333 2 \2,000＋税

神奈川県 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 祝田　　 靖 044-333-5599 1 無料 連絡先：事務局　金谷浩人

神奈川県 川崎市立多摩病院 今井　直彦 1

神奈川県 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 日高　寿美 0467-45-0190 2

神奈川県 東海大学医学部付属病院 和田　健彦 0463-91-3350 1 ¥2,160

神奈川県 北里大学病院 竹内　康雄 042-778-8699 １～２ ¥3,000

神奈川県 厚木市立病院 中田　泰之 046-222-7836 １～２

神奈川県 横須賀市立市民病院 国保　敏晴 046-858-1776 1 無料

神奈川県 横須賀共済病院 田中　啓之 046-823-0609 ５～6 無料

山梨県 山梨大学医学部附属病院 北村健一郎 055-273-9685 3～4 ¥3,240 要規定書類提出

長野県 信州大学医学部附属病院 上條　祐司 0263-37-3020 2 ¥1,080

長野県 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 小口　智雅 0263-33-8672 1

長野県 長野赤十字病院 小林　　 衛 026-228-8439 1 ¥1,000

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 山本　　 卓 2

新潟県 医療法人新潟臨港保険会新潟臨港病院 大澤　　 豊 025-274-4560 2 無料 医師外来、栄養指導が可能

新潟県 ＪＡ新潟厚生連三条総合病院 岩渕  洋一 2

新潟県 新潟県立新発田病院 本間　則行 1

新潟県 新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 飯野　則昭 025-777-2811 2 無料

新潟県 長岡赤十字病院 山崎　　 肇 0258-28-9000 1 1500円＋税

富山県 富山県済生会富山病院 松本　三千夫 076-437-1122 5 無料

富山県 富山県立中央病院 川端　雅彦 076-422-0667 4 無料

富山県 富山市立富山市民病院 大田　　 聡 076-422-1371 1

石川県 金沢大学附属病院 坂井　宣彦 076-234-4273 5 1部署当たり, \1,620/日
腎臓内科、看護部、薬剤部、栄養部全て廻る場合は、1,620円 X 4 = 6,480

円

石川県 金沢市立病院 高桑　　 浩 1

石川県 金沢医科大学病院 藤本　圭司 076-286-2786 2 医師： \2,160 医師以外の研修： \1,080

福井県 福井県済生会病院 潮木　保幸 2

福井県 財団医療法人藤田記念病院 宮崎　良一 0776-24-2117 2
福井県 福井大学医学部附属病院 髙橋　直生 0776-61-8120 2 ¥1,080 服薬指導不可。要規定書類提出。 

岐阜県 社会医療法人木沢記念病院 宮本　敢右 1～2

静岡県 静岡県立総合病院 森　　 典子 1

ご担当いただく

責任者となる

腎臓専門医



静岡県 聖隷浜松病院 三崎　太郎 053-475-6050 1 ¥5,400

静岡県 浜松医療センター 大石　和久 053-452-9217 1 ¥1,080

静岡県 磐田市立総合病院 深澤  洋敬 1

静岡県 富士宮市立病院 榊間　昌哲 0544-23-7232 1～2 無料

静岡県 （独）地域医療機能推進機構三島総合病院 平賀　聖悟 055-973-3647 1

静岡県 藤枝市立総合病院 山本　龍夫 054-646-1122 ３～5

愛知県 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院 小川　洋史 1～2

愛知県 名古屋大学医学部附属病院 小杉　智規 052-744-2184 2 ¥1,080

愛知県 名古屋掖済会病院 中嶋　　 貴 052-652-7783 1

愛知県 （独）地域医療機能推進機構中京病院 青山 　  功 1

愛知県 医療法人衆済会増子記念病院 両角　國男 052-451-1360 2～3

愛知県 （独）国立病院機構名古屋医療センター 中村　智信 1

愛知県 名古屋市立西部医療センター 菅　   憲広 052-916-2038 1～2

愛知県 津島市民病院 山本　順一郎 0567-28-5053 1 ¥1,080

愛知県 半田市立半田病院 水谷　　 真 0569-24-3253 1

医師　　 1,050円

看護師　1,500円

薬剤師　2,500円

管理栄養士　1,000円

愛知県 岡崎市民病院 朝田　啓明 0564-25-2913 1

愛知県 公立陶生病院 稲葉　慎一郎 2

愛知県 一宮市立市民病院 白崎　有正 1～2

愛知県 ＪＡ愛知厚生連安城更生病院 玉井　宏史 0566-75-2173 1～2 ¥3,000

三重県 三重大学医学部附属病院 石川　英二 059-231-5403 2 ¥1,080

三重県 社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院 松尾　浩司 059-375-1717 1～2 無料

滋賀県 滋賀医科大学附属病院 荒木  信一 077-543-3858 1 無料 本学病院長への依頼状と患者さんの個人情報保護の誓約書(指定フォーマット)を提出

滋賀県 済生会滋賀県病院 牧石　徹也 077-553-8259 2 無料

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 門　　 浩志 1

京都府 京都大学医学部附属病院 遠藤　修一郎 1

京都府 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 宮田　仁美 1～2

京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院 木下　千春 1 無料

京都府 （独）国立病院機構京都医療センター 八幡　兼成 075-643-4325 1

京都府 市立福知山市民病院 金森　弘志 1

京都府 京都山城総合医療センター 中谷　公彦 0774-72-2155 2

大阪府 社会医療法人寿楽会大野記念病院 大野  良晃 06-6536-6390 2

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 塚本　達雄 1～2

大阪府 関西電力病院 古宮　俊幸 06-6457-3109 1 検討中

大阪府 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 宇津 　  貴 1

大阪府 淀川キリスト教病院 吉田　俊子 06-6320-6308 1 ¥2,000

大阪府 大阪市立総合医療センター 北林　千津子 2

大阪府 関西医科大学附属病院 今田　崇裕 1

大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院 高橋　利和 072-682-3834 2 ¥1,500

大阪府 パナソニック健康保険組合松下記念病院 川瀬　義夫 1

大阪府 関西医科大学総合医療センター 菊池  早苗 06-6992-4846 2 ¥3,000 窓口連絡先は　管理課事務：津田彩香　宛て。　２日研修を予定。

大阪府 近畿大学医学部附属病院 杉本　圭相 1

大阪府 大阪大学医学部附属病院 猪阪　善隆 06-6879-3230 1～2 ¥2,160

大阪府 医療法人蒼龍会井上病院 辻本　吉広 1

大阪府 医療法人良秀会藤井病院 雑賀　保至 072-436-5080 4 無料
医師診療、栄養指導のみ受入可能。

連絡先は代表窓口：072（436）5101（内）6002　栄養科　脇田　千鶴

兵庫県 原泌尿器科病院 吉矢　邦彦 078-371-2726 1～2 無料

兵庫県 一般財団法人甲南会甲南病院 藤森　　 明 078-821-0962 1 無料

兵庫県 （独）労働者健康安全機構関西労災病院 和泉　雅章 06-6419-1870 1 無料

兵庫県 公立宍粟総合病院 山城  有機 0790-62-0676 1 無料

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 鮫島　謙一 0744-22-9726 ３～5 無料

奈良県 近畿大学医学部奈良病院 美馬　　 晶 0743-77-0890 1 無料

奈良県 済生会御所病院 京田　有輔 1

鳥取県 （独）労働者健康安全機構山陰労災病院 中岡　明久 0859-22-9651 1～2 ¥1,000

島根県 島根大学医学部附属病院 伊藤　孝史 0853-20-2122 1～2 ¥1,080

島根県 松江赤十字病院 花田　　 健 0852-31-9783 1

島根県 松江保健生活協同組合総合病院松江生協病院 佐藤　陽隆 0852-26-4104 1 無料

島根県 益田赤十字病院 青木　明彦 1

岡山県 岡山大学病院 木野村　賢 086-222-5214 3 無料

岡山県 医療法人創和会重井医学研究所附属病院 福島　正樹 082-282-5345 1 無料

岡山県 川崎医科大学附属病院 柏原　直樹 2

岡山県 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 浅野　健一郎 086-421-3424 1 ¥1,000

岡山県 医療法人創和会しげい病院 有元　克彦 086-421-1991 4 無料

広島県 広島県立広島病院 小川　貴彦 1～2

広島県 広島大学病院 平塩　秀磨 082-257-1508 2 無料

広島県 医療法人あかね会土谷総合病院 森石　みさき 082-241-1865 2 ¥10,000

広島県 医療法人中央内科クリニック 川合　　 徹 1

山口県 山口県済生会下関総合病院 新田　　 豊 083-262-2301 1 無料

山口県 下関市立市民病院 坂井　尚二 1

香川県 香川県立中央病院 氏家　はる代 1

香川県 高松赤十字病院 山中　正人 087-834-7809(総務課) 1～2 ¥1,000 まずは、看護師のみ。

香川県 香川大学医学部附属病院 祖父江　理 087-891-2150 3 無料

高知県 高知大学医学部附属病院 寺田　典生 088-880-2344 1

高知県 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 土山　芳徳 088-837-6766 4～６ 無料

高知県 医療法人尚腎会高知高須病院 末廣　　 正 088-878-3322 2 無料

福岡県 福岡赤十字病院 満生　浩司 092-522-3066 1～2 ¥2,000

福岡県 福岡県済生会福岡総合病院 笹冨　佳江 1

福岡県 医療法人原三信病院 四枝　英樹 2

福岡県 済生会八幡総合病院 安永　親生 093-671-3823 3 無料

福岡県 久留米大学病院 深水　　 圭 0942-31-7763 2

福岡県 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 東　　 治道 2 施設長の受入許可が必要

福岡県 田川市立病院 大仲　正太郎 0947-45-0715 2

福岡県 公立八女総合病院 大原　敦子 0943-22-3185 3 ¥1,000

長崎県 医療法人光晴会病院 大坪　俊夫 2～3

長崎県 長崎みなとメディカルセンター市民病院 浦松　　 正 1

長崎県 佐世保市総合医療センター 中沢　将之 1

長崎県 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 上条　将史 1

熊本県 医療法人社団松下会あけぼのクリニック 田中　元子 096-358-7226 1～2 無料

熊本県 熊本中央病院 野村　和史 096-214-8977 1～2 無料

熊本県 熊本赤十字病院 豊田　麻理子 096-384-3939 1 ¥1,080

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 藤元　昭一 0985-85-6596 2 ¥1,080 薬剤師の研修は、1,620円（税込）

宮崎県 宮崎県立宮崎病院 池田　直子 5

鹿児島県 鹿児島市立病院 野崎　   剛 1

鹿児島県 医療法人愛心会大隅鹿屋病院 田村　幸大 0994-40-4579 1

沖縄県 琉球大学医学部附属病院 宮城　剛志 4

沖縄県 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 下地　國浩 1～2

沖縄県 沖縄県立中部病院 宮里　　 均 098-973-2703 2 ¥5,000


