
学会認定不整脈専門医研修施設
認定更新および新規認定 審査結果一覧（全11ページ）

　2022年度の不整脈専門医研修施設認定作業が終了し、厳正なる審査の結果、
344施設の認定更新、28施設の新規認定、過去の認定施設7施設が再認定されることになりま
した。
（白色セルは認定更新施設、桃色セルは新規認定施設、青色セルは過去施設の再認定）
　新規認定および過去施設の再認定開始は2023年4月1日ですので、
該当施設は2023年4月より、ホームページの「研修施設一覧」に掲載されます。

【ご注意】 認定更新は2年ごとに行われますので、現在認定施設であっても 今年度更新が必要ない
              施設は下記に記載がありません。

北海道

社会医療法人　医翔会　札幌白石記念病院

手稲渓仁会病院

札幌心臓血管クリニック

公益法人社団　北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院

函館五稜郭病院

札幌医科大学附属病院

北海道大学病院

医療法人春林会　華岡青洲記念病院

独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター

社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院

社会医療法人社団カレスサッポロ　北光記念病院

医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院

旭川医科大学病院

社会医療法人北斗　北斗病院

国立病院機構　帯広病院

釧路孝仁会記念病院

札幌厚生病院

市立釧路総合病院

青森県

弘前大学医学部附属病院

秋田県

市立秋田総合病院

秋田大学医学部附属病院

岩手県

岩手県立中央病院

岩手医科大学附属病院

山形県

山形県立中央病院

山形大学医学部附属病院

宮城県

Page 1



一般財団法人厚生会　仙台厚生病院

東北大学病院

仙台市立病院

東北医科薬科大学病院

大崎市民病院

栗原市立栗原中央病院

石巻赤十字病院

福島県

公立大学法人　福島県立医科大学附属病院

一般財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院

一般財団法人脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院

新潟県

医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院

新潟県立中央病院

新潟市民病院

新潟県厚生農業協同組合連合会　新潟医療センター

新潟大学医歯学総合病院

富山県

富山大学附属病院

富山県立中央病院

富山県済生会高岡病院

富山県厚生農業協同組合連合会　高岡病院

石川県

金沢医科大学病院

石川県立中央病院

金沢大学附属病院

独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター

福井県

医療法人　福井心臓血圧センター　福井循環器病院

福井大学医学部附属病院

福井県済生会病院

茨城県

土浦協同病院

医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院

筑波大学附属病院

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター

社会福祉恩賜財団済生会　水戸済生会総合病院

茨城県厚生連JAとりで総合医療センター

栃木県

獨協医科大学病院
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新小山市民病院

自治医科大学附属病院

国際医療福祉大学病院

群馬県

群馬県立心臓血管センター

群馬大学医学部附属病院

独立行政法人国立病院機構　高崎総合医療センター

前橋赤十字病院

千葉県

千葉大学医学部附属病院

日本医科大学千葉北総病院

医療法人徳洲会　千葉西総合病院

松戸市立総合医療センター

船橋市立医療センター

柏市立柏病院

医療法人社団誠高会　おおたかの森病院

東京ベイ・浦安市川医療センター

順天堂大学医学部附属浦安病院

東千葉メディカルセンター

東邦大学医療センター佐倉病院

国際医療福祉大学成田病院

成田赤十字病院

総合病院　国保旭中央病院

千葉県循環器病センター

国保君津中央病院

医療法人鉄蕉会　亀田総合病院

埼玉県

自治医科大学附属さいたま医療センター

さいたま赤十字病院

かわぐち心臓呼吸器病院

草加市立病院

獨協医科大学埼玉医療センター

医療法人財団明理会　春日部中央総合病院

埼玉医科大学国際医療センター

新座志木中央総合病院

医療法人財団明理会　イムス富士見総合病院

防衛医科大学校病院

地方独立行政法人埼玉県立病院機構　埼玉県立循環器・呼吸器病センター

医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

社会医療法人社団埼玉巨樹の会　新久喜総合病院
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東京都

日本大学病院

学校法人聖路加国際大学　聖路加国際病院

東京慈恵会医科大学附属病院

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

心臓血管研究所付属病院

国際医療福祉大学三田病院

公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属　永寿総合病院

順天堂大学医学部付属順天堂医院

東京医科歯科大学病院

日本医科大学付属病院

東京大学医学部附属病院

医療法人社団明芳会　イムス葛飾ハートセンター

東京法人社団明芳会　イムス東京葛飾総合病院

東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター

社会福祉法人仁生社　江戸川病院

日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院

医療法人社団昌医会　葛西昌医会病院

昭和大学江東豊洲病院

NTT東日本関東病院

昭和大学病院

東邦大学医療センター大森病院

東京都立広尾病院

東邦大学医療センター大橋病院

自衛隊中央病院

東京ハートリズムクリニック

東京医科大学病院

東京都立病院機構　東京都立大久保病院

慶應義塾大学病院

東京女子医科大学病院

医療法人財団　荻窪病院

東京都立病院機構　東京都立豊島病院

地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター

帝京大学医学部附属病院

日本大学医学部附属板橋病院

板橋中央総合病院

武蔵野赤十字病院

杏林大学医学部付属病院

公益財団法人　榊原記念財団附属　榊原記念病院

東京都立多摩総合医療センター
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公益財団法人　結核予防会　新山手病院

独立行政法人国立病院機構　災害医療センター

東海大学医学部付属八王子病院

社会医療法人社団正志会　南町田病院

青梅市立総合病院

東京女子医科大学附属足立医療センター

医療法人社団苑田会　苑田第一病院

順天堂大学医学部附属練馬病院

練馬光が丘病院

医療法人社団栄悠会　綾瀬循環器病院

JR東京総合病院

神奈川県

AOI国際病院

日本医科大学武蔵小杉病院

社会医療法人財団　川崎幸病院

新百合ヶ丘総合病院

聖マリアンナ医科大学病院

独立行政法人労働者健康安全機構　横浜労災病院

横浜総合病院

昭和大学藤が丘病院

社会福祉法人　恩賜財団　済生会横浜市東部病院

横浜市立みなと赤十字病院

横浜市立大学附属市民総合医療センター

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会横浜市南部病院

公立大学法人　横浜市立大学附属病院

横浜南共済病院

国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院

横浜旭中央総合病院

独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター

湘南鎌倉総合病院

医療法人邦友会　小田原循環器病院

北里大学病院

医療法人社団康心会　湘南東部総合病院

国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院

小田原市立病院

東海大学医学部付属病院

社会医療法人財団大和会　東大和病院

医療法人明徳会　総合新川崎病院

医療法人社団明芳会　横浜新都市脳神経外科病院

藤沢市民病院
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川崎市立多摩病院

長野県

長野医療生活協同組合　長野中央病院

長野赤十字病院

長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター

松本協立病院

社会医療法人財団滋泉会　相澤病院

信州大学医学部附属病院

伊那中央病院

飯田市立病院

山梨県

地方独立行政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病院

公益財団法人山梨厚生会　山梨厚生病院

静岡県

医療法人社団宏和会　岡村記念病院

独立行政法人国立病院機構　静岡医療センター

公益社団法人有隣厚生会　富士病院

静岡県立総合病院

地方独立行政法人　静岡市立静岡病院

静岡県立こども病院

静岡済生会総合病院

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院

浜松医科大学医学部附属病院

浜松医療センター

日本赤十字社　浜松赤十字病院

愛知県

医療法人澄心会　豊橋ハートセンター

岡崎市民病院

愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院

刈谷豊田総合病院

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院

公益社団法人日本海員掖済会　名古屋掖済会病院

藤田医科大学ばんたね病院

中部労災病院

独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院

国立病院機構　名古屋医療センター

名古屋ハートセンター

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

名古屋大学医学部附属病院
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日本赤十字社愛知医療センター　名古屋第二病院

名古屋市立大学病院

愛知県厚生連農業協同組合連合会　豊田厚生病院

藤田医科大学病院

トヨタ記念病院

半田市立半田病院

愛知医科大学病院

愛知県厚生農業協同組合連合会　江南厚生病院

名古屋徳洲会総合病院

公立陶生病院

一宮市立市民病院

一宮西病院

藤田医科大学岡崎医療センター

岐阜県

医療法人澄心会　岐阜ハートセンター

地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター

東海国立大学機構　岐阜大学医学部附属病院

大垣市民病院

岐阜県立多治見病院

三重県

市立四日市病院

地方独立行政法人　桑名市総合医療センター

三重大学医学部附属病院

医療法人　三重ハートセンター

三重厚生連　松阪中央総合病院

伊勢赤十字病院

名張市立病院

滋賀県

滋賀医科大学医学部附属病院

大津赤十字病院

彦根市立病院

近江八幡市立総合医療センター

滋賀県立総合病院

長浜赤十字病院

大阪府

特定医療法人渡辺医学会　桜橋渡辺病院

大阪府済生会中津病院

公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院

大阪医科薬科大学病院

大阪市立総合医療センター
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独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター

国家公務員共済組合連合会　大手前病院

医療法人警和会　大阪警察病院

大阪赤十字病院

大阪公立大学医学部附属病院

大阪府済生会泉尾病院

地域医療機能推進機構　大阪病院

大阪急性期・総合医療センター

国立研究開発法人　国立循環器病研究センター

社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会千里病院

大阪大学医学部附属病院

関西医科大学附属病院

独立行政法人地域医療機能推進機構　星ヶ丘医療センター

医療法人藤井会　石切生喜病院

八尾市立病院

春秋会　城山病院

国立病院機構　大阪南医療センター

近畿大学病院

独立行政法人　労働者健康安全機構　大阪労災病院

医療法人良秀会　高石藤井心臓血管病院

社会医療法人　ペガサス馬場記念病院

市立岸和田市民病院

医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院

社会医療法人生長会　ベルランド総合病院

社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会野江病院

関西電力病院

医療法人徳洲会　吹田徳洲会病院

地方独立行政法人　りんくう総合医療センター

京都府

医療法人財団康生会　武田病院

京都第二赤十字病院

京都府立医科大学附属病院

京都第一赤十字病院

京都大学医学部附属病院

洛和会音羽病院

独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

三菱京都病院

社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院

社会福祉法人恩賜財団　京都済生会病院

国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院
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京都田辺中央病院

奈良県

地方独立行政法人奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター

社会医療法人高清会　高井病院

公益財団法人　天理よろづ相談所病院

医療法人橿原友絋会　大和橿原病院

奈良県立医科大学附属病院

奈良県西和医療センター

医療法人新生会総合病院　高の原中央病院

近畿大学奈良病院

和歌山県

和歌山県立医科大学附属病院

兵庫県

神戸大学医学部附属病院

神戸市立医療センター中央市民病院

JCHO神戸中央病院

神戸赤十字病院

甲南医療センター

独立行政法人労働者健康安全機構　関西労災病院

兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫医科大学病院

医療法人愛心会　東宝塚さとう病院

兵庫県立はりま姫路総合医療センター

社会医療法人愛仁会　明石医療センター

地方独立行政法人加古川市民病院機構　加古川中央市民病院

医療法人社団　倫生会みどり病院

医療法人　川崎病院

鳥取県

鳥取県立中央病院

鳥取大学医学部附属病院

島根県

松江赤十字病院

総合病院　松江生協病院

島根県立中央病院

岡山県

社会医療法人社団十全会　心臓病センター榊原病院

岡山大学病院

医療法人五尽会　岡山ハートクリニック

一般財団法人津山慈風会　津山中央病院

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院
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広島県

特定医療法人財団竹政会　福山循環器病院

福山市民病院

地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院

医療法人あかね会　土谷総合病院

広島心臓血管病院

地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立北部医療センター安佐市民病院

県立広島病院

広島大学病院

国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

広島赤十字・原爆病院

山口県

独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター

地方独立行政法人山口県立病院機構　山口県立総合医療センター

山口大学医学部附属病院

香川県

高松赤十字病院

香川県立中央病院

香川県立白鳥病院　心臓病センター

徳島県

徳島大学病院

徳島赤十字病院

愛媛県

愛媛県立中央病院

松山赤十字病院

愛媛大学医学部附属病院

高知県

社会医療法人　近森会　近森病院

高知赤十字病院

高知大学医学部附属病院

社会医療法人仁生会　細木病院

福岡県

九州労災病院門司メディカルセンター

平成紫川会　小倉記念病院

製鉄記念八幡病院

独立行政法人　地域医療機能推進機構　九州病院

産業医科大学病院

国立病院機構　九州医療センター

医療法人財団池友会　福岡和白病院

九州大学病院
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福岡山王病院

福岡大学病院

社会医療法人大成会　福岡記念病院

日本赤十字社　福岡赤十字病院

飯塚病院

社会医療法人天神会　新古賀病院

医療法人社団高邦会　高木病院

国立病院機構　福岡東医療センター

柳川病院

佐賀県

長崎県

長崎大学病院

公益社団法人地域医療振興協会　市立大村市民病院　心臓血管病センター

独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院

熊本県

熊本大学病院

社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院

熊本赤十字病院

国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院

大分県

大分大学医学部附属病院

独立病院機構　別府医療センター

宮崎県

公益社団法人宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院

社会医療法人泉和会　千代田病院

宮崎大学医学部附属病院

鹿児島県

社会医療法人緑泉会　米盛病院

鹿児島大学病院

独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター

沖縄県

友愛会　友愛医療センター

社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

地方独立行政法人　那覇市立病院
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