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北海道 認定施設 北海道立子ども総合医療・療育センター（小児外科）

北海道 認定施設 北海道大学大学院医学研究科外科学講座消化器外科学分野Ⅰ

北海道 認定施設 旭川医科大学外科学講座小児外科

北海道 教育関連施設Ａ 社会医療法人母恋天使病院 北海道大学大学院　医学研究科外科学講座　消化器外科学分野Ⅰ

青森県 認定施設 弘前大学医学部附属病院小児外科

青森県 教育関連施設Ａ 八戸市立市民病院（小児外科） 東北大学医学部小児外科

岩手県 教育関連施設Ａ 岩手県立中央病院（小児外科） 東北大学医学部小児外科

岩手県 教育関連施設Ａ 岩手医科大学外科 茨城県立こども病院(小児外科）

岩手県 教育関連施設Ｂ 盛岡赤十字病院（外科・小児外科・消化器外科） 秋田大学医学部小児外科

宮城県 認定施設 東北大学小児外科

宮城県 認定施設 仙台赤十字病院（小児外科）

宮城県 認定施設 宮城県立こども病院（外科）

宮城県 教育関連施設Ｂ 石巻赤十字病院（小児外科） 東北大学医学部小児外科

秋田県 認定施設 秋田大学医学部小児外科

秋田県 教育関連施設Ｂ 秋田厚生医療センター（小児外科） 秋田大学医学部小児外科

山形県 教育関連施設Ａ 山形県立中央病院小児外科 東北大学医学部小児外科

山形県 教育関連施設Ａ 山形大学医学部附属病院第二外科 東北大学医学部小児外科

山形県 教育関連施設Ｂ 鶴岡市立荘内病院（小児外科） 新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座小児外科学分野
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福島県 認定施設 福島県立医科大学附属病院小児外科

福島県 認定施設 いわき市医療センター小児外科

福島県 教育関連施設Ｂ 太田西ノ内病院（小児外科） 福島県立医科大学医学部小児外科

茨城県 認定施設 土浦協同病院（小児外科）

茨城県 認定施設 筑波大学医学医療系小児外科

茨城県 認定施設 茨城県立こども病院(小児外科）

茨城県 教育関連施設Ｂ JAとりで総合医療センター（小児外科） 筑波大学医学医療系小児外科

栃木県 認定施設 獨協医科大学第一外科

栃木県 認定施設 自治医科大学とちぎ子ども医療センター外科小児外科

栃木県 教育関連施設Ｂ 栃木医療センター（小児外科） 慶應義塾大学病院小児外科

栃木県 教育関連施設Ｂ 国際医療福祉大学病院小児外科 慶應義塾大学病院小児外科

群馬県 認定施設 群馬県立小児医療センター（外科）

群馬県 教育関連施設Ａ 群馬大学大学院総合外科学講座小児外科分野 群馬県立小児医療センター

群馬県 教育関連施設Ａ 太田記念病院（小児外科） 慶應義塾大学病院小児外科

埼玉県 認定施設 埼玉県立小児医療センター（小児外科）

埼玉県 認定施設 さいたま市立病院(小児外科）

埼玉県 認定施設 埼玉医科大学小児外科

埼玉県 認定施設 埼玉医科大学総合医療センター肝胆膵外科・小児外科
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埼玉県 教育関連施設Ａ 自治医科大学さいたま医療センター小児外科 自治医科大学とちぎ子ども医療センター外科小児外科

埼玉県 教育関連施設Ａ 川口市立医療センター(外科） 東京慈恵会医科大学外科

埼玉県 教育関連施設Ａ 獨協医科大学埼玉医療センター小児外科 獨協医科大学第一外科

埼玉県 教育関連施設Ａ TMGあさか医療センター（小児外科） 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科

埼玉県 教育関連施設Ｂ 埼玉医科大学国際医療センター小児外科 埼玉医科大学小児外科

埼玉県 教育関連施設Ｂ 上尾中央総合病院（小児外科） 埼玉医科大学小児外科

埼玉県 教育関連施設Ｂ 深谷赤十字病院(小児外科） 埼玉医科大学小児外科

埼玉県 特定教育関連施設 独立行政法人国立病院機構埼玉病院（小児外科） 慶應義塾大学病院小児外科

千葉県 認定施設 千葉大学医学部小児外科

千葉県 認定施設 千葉県こども病院（小児外科）

千葉県 認定施設 東京女子医科大学八千代医療センター

千葉県 認定施設 順天堂大学医学部附属浦安病院小児外科

千葉県 教育関連施設Ａ 松戸市立総合医療センター（小児外科） 千葉大学医学部小児外科

千葉県 教育関連施設Ａ 君津中央病院（小児外科） 千葉大学医学部小児外科

千葉県 教育関連施設Ｂ 東京慈恵会医科大学附属柏病院(外科） 東京慈恵会医科大学外科

千葉県 教育関連施設Ｂ 東京ベイ・浦安市川医療センター（小児外科） 順天堂大学医学部小児外科講座

千葉県 教育関連施設Ｂ 亀田総合病院（小児外科） 昭和大学病院小児外科

千葉県 特定教育関連施設 国際医療福祉大学成田病院小児外科 慶應義塾大学病院小児外科
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東京都 認定施設 東京慈恵会医科大学外科

東京都 認定施設 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科

東京都 認定施設 東京大学医学部附属病院小児外科

東京都 認定施設 昭和大学病院小児外科

東京都 認定施設 東邦大学医療センター大森病院小児外科

東京都 認定施設 日本赤十字社医療センター(小児外科）

東京都 認定施設 国立成育医療研究センター（外科）

東京都 認定施設 東京医科大学病院小児外科

東京都 認定施設 慶應義塾大学病院小児外科

東京都 認定施設 東京女子医科大学小児外科・第二外科

東京都 認定施設 日本大学医学部小児外科

東京都 認定施設 杏林大学病院小児外科

東京都 認定施設 東京都立小児総合医療センター（外科）

東京都 教育関連施設Ａ 聖路加国際病院（小児外科） 慶應義塾大学病院小児外科

東京都 教育関連施設Ａ 東京都立大塚病院（小児外科） 日本大学医学部外科学講座

東京都 教育関連施設Ａ 帝京大学医学部外科学講座小児外科 日本大学医学部外科学講座

東京都 教育関連施設Ａ 順天堂大学附属練馬病院小児外科 順天堂大学医学部小児外科講座 

東京都 教育関連施設Ａ 東海大学医学部付属八王子病院（小児外科） 東海大学医学部外科学系小児外科学
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東京都 教育関連施設Ｂ 東京医科歯科大学附属病院小児外科 土浦協同病院（小児外科）

東京都 教育関連施設Ｂ 東部地域病院小児外科 順天堂大学医学部小児外科

東京都 教育関連施設Ｂ 昭和大学江東豊洲病院小児外科 昭和大学病院小児外科

神奈川県 認定施設 聖マリアンナ医科大学小児外科

神奈川県 認定施設 神奈川県立こども医療センター（外科）

神奈川県 認定施設 北里大学病院小児外科

神奈川県 認定施設 東海大学医学部外科学系小児外科学

神奈川県 教育関連施設Ａ 日本医科大学武蔵小杉病院小児外科 順天堂大学医学部附属浦安病院小児外科

神奈川県 教育関連施設Ａ 昭和大学横浜市北部病院こどもセンター(小児外科) 昭和大学病院小児外科

神奈川県 教育関連施設Ａ 横須賀市立うわまち病院（小児外科） 神奈川県立こども医療センター（一般外科）

神奈川県 教育関連施設Ａ 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院(小児外科) 聖マリアンナ医科大学小児外科

神奈川県 教育関連施設Ｂ 湘南藤沢徳洲会病院（小児外科） 昭和大学病院小児外科

新潟県 認定施設 新潟市民病院（小児外科）

新潟県 認定施設 新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座小児外科学分野

新潟県 教育関連施設Ａ 新潟県立中央病院（小児外科） 新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座小児外科学分野

新潟県 教育関連施設Ａ 長岡赤十字病院（小児外科） 新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座小児外科学分野

富山県 認定施設 富山県立中央病院(小児外科）

富山県 教育関連施設Ａ 富山大学医学部第二外科 金沢医科大学小児外科
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石川県 認定施設 金沢医科大学小児外科

石川県 認定施設 石川県立中央病院小児外科

石川県 教育関連施設Ａ 金沢大学附属病院周産母子センター 金沢医科大学小児外科

福井県 教育関連施設Ａ 福井県立病院（小児外科） 金沢医科大学小児外科

山梨県 認定施設 山梨県立中央病院(小児外科）

山梨県 教育関連施設Ｂ 山梨大学医学部第二外科 山梨県立中央病院(小児外科）

長野県 認定施設 長野県立こども病院（外科）

長野県 教育関連施設Ａ 佐久総合病院佐久医療センター（小児外科） 長野県立こども病院（外科）

岐阜県 教育関連施設Ａ 独立行政法人国立病院機構長良医療センター（小児外科） 藤田医科大学小児外科

岐阜県 教育関連施設Ｂ 岐阜県総合医療センター小児外科 京都府立医科大学大学院小児外科学

岐阜県 特定教育関連施設 岐阜大学腫瘍外科 京都府立医科大学大学院小児外科学

静岡県 認定施設 静岡県立こども病院（外科）

静岡県 教育関連施設Ａ 聖隷浜松病院（小児外科） 静岡県立こども病院（外科）

静岡県 教育関連施設Ｂ 沼津市立病院（小児外科） 日本大学医学部外科学講座

静岡県 教育関連施設Ｂ 浜松医科大学小児外科 大阪大学医学部小児成育外科

愛知県 認定施設 名古屋大学小児外科

愛知県 認定施設 藤田医科大学小児外科

愛知県 教育関連施設Ａ 名古屋市立西部医療センター（小児外科） 藤田医科大学小児外科
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愛知県 教育関連施設Ａ 名古屋市立大学病院小児外科 藤田医科大学小児外科

愛知県 教育関連施設Ａ あいち小児保健医療総合センター（小児外科） 名古屋大学小児外科

愛知県 教育関連施設Ａ 愛知県医療療育総合センター中央病院(小児外科） 名古屋大学小児外科

愛知県 教育関連施設Ａ 愛知医科大学外科 名古屋大学小児外科

愛知県 教育関連施設Ｂ 豊橋市民病院（小児外科） 名古屋大学小児外科

愛知県 教育関連施設Ｂ 岡崎市民病院（小児外科） 名古屋大学小児外科

愛知県 教育関連施設Ｂ 安城更生病院(小児外科） 名古屋大学小児外科

愛知県 教育関連施設Ｂ 刈谷豊田総合病院（外科） 藤田医科大学小児外科

三重県 認定施設 三重大学消化管・小児外科

三重県 教育関連施設Ａ 三重病院（小児外科） 三重大学消化管・小児外科

三重県 教育関連施設Ｂ 三重県立総合医療センター（小児外科） 三重大学消化管・小児外科

滋賀県 教育関連施設Ａ 滋賀医科大学附属病院消化器・乳腺一般外科 京都府立医科大学大学院小児外科学

滋賀県 教育関連施設Ａ 大津赤十字病院（小児外科） 京都大学医学部附属病院小児外科

滋賀県 教育関連施設Ａ 近江八幡市立総合医療センター（小児外科） 京都府立医科大学大学院小児外科学

京都府 認定施設 京都府立医科大学大学院小児外科学

京都府 認定施設 京都大学医学部附属病院小児外科

京都府 教育関連施設Ａ 京都第一赤十字病院(小児外科） 京都府立医科大学大学院小児外科学

京都府 教育関連施設Ａ 宇治徳洲会病院（小児外科） 京都府立医科大学大学院小児外科学
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京都府 教育関連施設Ｂ 市立福知山市民病院（小児外科） 京都府立医科大学大学院小児外科学

京都府 教育関連施設Ｂ 京都中部総合医療センター（小児外科） 京都府立医科大学大学院小児外科学

大阪府 認定施設 北野病院（小児外科）

大阪府 認定施設 淀川キリスト教病院（小児外科）

大阪府 認定施設 大阪市立総合医療センター(小児外科）

大阪府 認定施設 大阪赤十字病院（小児外科）

大阪府 認定施設 大阪大学医学部小児成育外科

大阪府 認定施設 医療法人愛仁会高槻病院(小児外科）

大阪府 認定施設 関西医科大学附属病院小児外科

大阪府 認定施設 近畿大学外科学教室

大阪府 認定施設 大阪母子医療センター(小児外科)

大阪府 教育関連施設Ａ 大阪市立大学小児外科 淀川キリスト教病院（小児外科）

大阪府 教育関連施設Ｂ 愛染橋病院（小児外科） 大阪大学医学部小児成育外科

大阪府 教育関連施設Ｂ 大阪急性期・総合医療センター（小児外科） 大阪大学医学部小児成育外科

大阪府 教育関連施設Ｂ 大阪医科大学附属病院一般・消化器・小児外科 京都府立医科大学大学院小児外科学

大阪府 教育関連施設Ｂ 市立東大阪医療センター（小児外科） 大阪大学医学部小児成育外科

大阪府 教育関連施設Ｂ 八尾徳洲会総合病院（小児外科） 大阪大学医学部小児成育外科

大阪府 教育関連施設Ｂ 泉大津市立病院（外科・内視鏡外科） 和歌山県立医科大学第２外科
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兵庫県 認定施設 神戸大学医学部附属病院小児外科

兵庫県 認定施設 兵庫県立こども病院（小児外科）

兵庫県 認定施設 兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県 認定施設 兵庫医科大学小児外科

兵庫県 認定施設 姫路赤十字病院（小児外科）

兵庫県 認定施設 加古川中央市民病院（小児外科）

兵庫県 教育関連施設Ｂ 姫路聖マリア病院（小児外科） 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター（小児外科）　

奈良県 認定施設 近畿大学医学部奈良病院小児外科

奈良県 認定施設 奈良県立医科大学消化器総合外科・小児外科・乳腺外科

和歌山県 認定施設 和歌山県立医科大学第２外科

和歌山県 教育関連施設Ａ 日本赤十字社和歌山医療センター（小児外科） 京都大学医学部附属病院小児外科

鳥取県 教育関連施設Ｂ 鳥取大学医学部附属病院小児外科 大阪大学医学部小児成育外科

島根県 教育関連施設Ａ 島根大学医学部附属病院小児外科 国立病院機構岡山医療センター

岡山県 認定施設 岡山大学病院小児外科

岡山県 認定施設 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター（小児外科）

岡山県 教育関連施設Ａ 川崎医科大学小児外科 大阪大学医学部小児成育外科

岡山県 教育関連施設Ａ 倉敷中央病院外科 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター（小児外科）

広島県 認定施設 国立病院機構福山医療センター（小児外科）
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広島県 認定施設 広島市立広島市民病院(小児外科）

広島県 認定施設 県立広島病院(小児外科）

広島県 教育関連施設Ｂ 広島市立舟入市民病院（小児外科） 県立広島病院

広島県 教育関連施設Ｂ 広島大学病院小児外科 県立広島病院

山口県 教育関連施設Ａ 山口県立総合医療センター（小児外科） 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター（小児外科）

山口県 教育関連施設Ｂ 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター（小児外科） 岡山大学病院小児外科

徳島県 認定施設 徳島大学小児外科・小児内視鏡外科

香川県 認定施設 香川大学医学部小児外科

香川県 認定施設 四国こどもとおとなの医療センター小児外科

愛媛県 教育関連施設Ａ 愛媛県立中央病院（小児外科） 九州大学大学院小児外科学分野

愛媛県 教育関連施設Ｂ 松山赤十字病院（小児外科） 九州大学大学院小児外科学分野

愛媛県 教育関連施設Ｂ 愛媛大学医学部附属病院消化器腫瘍外科 九州大学大学院小児外科学分野

高知県 教育関連施設Ａ 高知医療センター小児外科 岡山大学病院小児外科

福岡県 認定施設 国立病院機構小倉医療センター（小児外科）

福岡県 認定施設 九州大学大学院小児外科学分野

福岡県 認定施設 福岡市立こども病院小児外科

福岡県 認定施設 福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

福岡県 認定施設 久留米大学医学部小児外科
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福岡県 認定施設 聖マリア病院（小児外科）

福岡県 教育関連施設Ａ 北九州市立医療センター（小児外科） 福岡大学医学部外科学講座呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

福岡県 教育関連施設Ａ JCHO九州病院（小児外科） 福岡大学医学部外科学講座呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

福岡県 教育関連施設Ａ 飯塚病院（小児外科） 九州大学大学院小児外科学分野

福岡県 教育関連施設Ｂ 北九州市立八幡病院（外科・呼吸器外科） 鹿児島大学医学部小児外科

福岡県 教育関連施設Ｂ 九州医療センター（小児外科） 九州大学大学院小児外科学分野

佐賀県 認定施設 佐賀県医療センター好生館（小児外科）

佐賀県 特定教育関連施設 佐賀大学医学部附属病院小児外科 九州大学大学院小児外科学分野

長崎県 教育関連施設Ａ 長崎大学病院小児外科 九州大学大学院小児外科学分野

熊本県 認定施設 熊本大学病院小児外科・移植外科

熊本県 認定施設 熊本市立熊本市民病院（小児外科）

熊本県 教育関連施設Ａ 熊本赤十字病院（小児外科） 熊本市立熊本市民病院（小児外科）

熊本県 特定教育関連施設 熊本労災病院（小児外科・移植外科） 熊本大学病院小児外科・移植外科

大分県 教育関連施設Ａ 大分県立病院（小児外科） 九州大学大学院小児外科学分野

宮崎県 教育関連施設Ａ 宮崎県立宮崎病院（小児外科） 九州大学大学院小児外科学分野 

宮崎県 教育関連施設Ａ 宮崎大学医学部外科学講座 鹿児島大学医学部小児外科

鹿児島県 認定施設 鹿児島大学学術研究院小児外科学分野

鹿児島県 認定施設 鹿児島市立病院（小児外科・周産期医療センター）
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沖縄県 教育関連施設Ａ 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター（小児外科） 鹿児島大学医学部小児外科

沖縄県 教育関連施設Ｂ 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 大阪大学医学部小児成育外科

沖縄県 教育関連施設Ｂ 琉球大学大学院消化器・腫瘍外科学講座 鹿児島大学医学部小児外科


