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（平成29年3月31日現在）

病院名 県 住所

1 独立行政法人国立病院機構弘前病院 青森県 弘前市大字富野町１

2 弘前大学医学部附属病院 青森県 弘前市本町５３

3 八戸市立市民病院 青森県 八戸市大字田向字毘沙門平１

4 青森県立中央病院 青森県 青森市東造道２－１－１

5 津軽保健生活協同組合　健生病院 青森県 弘前市大字野田２－２－１

6 十和田市立中央病院 青森県 十和田市西十二番町１４－８

7 むつ総合病院 青森県 むつ市小川町１－２－８

8 青森市民病院 青森県 青森市勝田１－１４－２０

9 弘前市立病院 青森県 弘前市大字大町３－８－１

10 黒石市国民健康保険　黒石病院 青森県 黒石市北美町１－７０

11 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院 青森県 八戸市大字白銀町南ヶ丘１

12 つがる西北五広域連合　つがる総合病院 青森県 五所川原市字岩木町１２－３

13 三沢市立三沢病院 青森県 三沢市大字三沢字堀口１６４－６５

14 八戸赤十字病院 青森県 八戸市大字田面木字中明戸２

15 岩手医科大学附属病院 岩手県 盛岡市内丸１９－１

16 岩手県立中央病院 岩手県 盛岡市上田１－４－１

17 盛岡赤十字病院 岩手県 盛岡市三本柳６－１－１

18 岩手県立胆沢病院 岩手県 奥州市水沢区字龍ヶ馬場６１

19 岩手県立磐井病院 岩手県 一関市狐禅寺字大平１７

20 岩手県立大船渡病院 岩手県 大船渡市大船渡町字山馬越１０－１

21 岩手県立釜石病院 岩手県 釜石市甲子町第１０地割４８３－６

22 岩手県立宮古病院 岩手県 宮古市崎鍬ヶ崎１－１１－２６

23 岩手県立久慈病院 岩手県 久慈市旭町第１０地割１

24 岩手県立二戸病院 岩手県 二戸市堀野字大川原毛３８－２

25 北上済生会病院 岩手県 北上市花園町１－６－８

26 岩手県立中部病院 岩手県 北上市村崎野１７地割１０

27 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 宮城県 仙台市宮城野区宮城野２－８－８

28 独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 宮城県 仙台市青葉区台原４－３－２１

29 仙台市立病院 宮城県 仙台市若林区あすと長町１－１－１

30 坂総合病院 宮城県 塩釜市錦町１６－５

31 東北大学病院 宮城県 仙台市青葉区星陵町１－１

32 東北医科薬科大学病院 宮城県 仙台市宮城野区福室１－１２－１

33 大崎市民病院 宮城県 大崎市古川穂波３－８－１

34 石巻赤十字病院 宮城県 石巻市蛇田字西道下７１

35 社会医療法人将道会　総合南東北病院 宮城県 岩沼市里の杜１－２－５

36 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 宮城県 仙台市青葉区堤町３－１６－１

37 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 宮城県 仙台市泉区七北田字駕籠沢１５

38 一般財団法人厚生会　仙台厚生病院 宮城県 仙台市青葉区広瀬町４－１５

39 気仙沼市立病院 宮城県 気仙沼市田中１８４

40 みやぎ県南中核病院 宮城県 柴田郡大河原町字西３８－１

41 仙台赤十字病院 宮城県 仙台市太白区八木山本町２－４３－３

42 公益財団法人仙台市医療センター　仙台オープン病院 宮城県 仙台市宮城野区鶴ヶ谷５－２２－１

43 東北公済病院 宮城県 仙台市青葉区国分町２－３－１１

44 栗原市立栗原中央病院 宮城県 栗原市築館宮野中央３－１－１

45 東北医科薬科大学　若林病院 宮城県 仙台市若林区大和町２－２９－１

（１）医師臨床研修病院（基幹型）一覧
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（平成29年3月31日現在）

病院名 県 住所

（１）医師臨床研修病院（基幹型）一覧

46 秋田赤十字病院 秋田県 秋田市上北手猿田字苗代沢２２２－１

47 中通総合病院 秋田県 秋田市南通みその町３－１５

48 秋田大学医学部附属病院 秋田県 秋田市広面字蓮沼４４－２

49 由利組合総合病院 秋田県 由利本荘市川口字家後３８

50 平鹿総合病院 秋田県 横手市前郷字八ツ口３－１

51 市立秋田総合病院 秋田県 秋田市川元松丘町４－３０

52 大曲厚生医療センター 秋田県 大仙市大曲通町８－６５

53 秋田厚生医療センター 秋田県 秋田市飯島西袋１－１－１

54 市立横手病院 秋田県 横手市根岸町５－３１

55 雄勝中央病院 秋田県 湯沢市山田字勇ヶ岡２５

56 社会医療法人青嵐会　本荘第一病院 秋田県 由利本荘市岩渕下１１０

57 大館市立総合病院 秋田県 大館市豊町３－１

58 能代厚生医療センター 秋田県 能代市落合字上前田地内

59 市立角館総合病院 秋田県 仙北市角館町上野１８

60 山形県立中央病院 山形県 山形市大字青柳１８００

61 山形市立病院済生館 山形県 山形市七日町１－３－２６

62 山形大学医学部附属病院 山形県 山形市飯田西２－２－２

63 日本海総合病院 山形県 酒田市あきほ町３０

64 米沢市立病院 山形県 米沢市相生町６－３６

65 公立置賜総合病院 山形県 東置賜郡川西町大字西大塚２０００

66 鶴岡市立荘内病院 山形県 鶴岡市泉町４－２０

67 山形県立新庄病院 山形県 新庄市若葉町１２－５５

68 済生会山形済生病院 山形県 山形市沖町７９－１

69 福島県立医科大学附属病院 福島県 福島市光が丘１

70 一般財団法人大原綜合病院 福島県 福島市大町６－１１

71 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県 郡山市西ノ内２－５－２０

72 公益財団法人　星総合病院 福島県 郡山市向河原町１５９－１

73 竹田綜合病院 福島県 会津若松市山鹿町３－２７

74 いわき市立総合磐城共立病院 福島県 いわき市内郷御厩町久世原１６

75 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 郡山市八山田７－１１５

76 公立岩瀬病院 福島県 須賀川市北町２０

77 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 福島県 いわき市内郷綴町沼尻３

78 医療生協わたり病院 福島県 福島市渡利字中江町３４

79 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 福島県 郡山市駅前１－１－１７

80 白河厚生総合病院 福島県 白河市豊地上弥次郎２－１

81 公立藤田総合病院 福島県 伊達郡国見町大字塚野目字三本木１４

82 一般財団法人温知会　会津中央病院 福島県 会津若松市鶴賀町１－１

83 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 福島県 会津若松市河東町谷沢字前田２１－２

84 福島赤十字病院 福島県 福島市入江町１１－３１

85 公立相馬総合病院 福島県 相馬市新沼字坪ヶ迫１４２

86 南相馬市立総合病院 福島県 南相馬市原町区高見町２－５４－６
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（平成29年3月31日現在）

病院名 管理型・単独型の別 県 住所

1 弘前大学医学部附属病院 単独型 青森県 弘前市本町５３

2 青森県立中央病院 単独型 青森県 青森市東造道２－１－１

3 八戸赤十字病院 単独型 青森県 八戸市大字田面木字中明戸２

4 岩手医科大学附属病院歯科医療センター 単独型・管理型 岩手県 盛岡市内丸１９－１

5 東北大学病院 単独型・管理型 宮城県 仙台市青葉区星陵町１－１

6 公益財団法人宮城厚生協会 古川民主病院 単独型 宮城県 大崎市古川駅東２－１１－１４

7 萌芽の森クリニック・歯科 管理型 宮城県 仙台市青葉区八幡３－１３－７

8 秋田大学医学部附属病院 単独型 秋田県 秋田市広面字蓮沼４４－２

9 医療法人興仁会　あいば歯科医院 単独型 秋田県 秋田市茨島２－４－６

10 山形大学医学部附属病院 単独型 山形県 山形市飯田西２－２－２

11 公立置賜総合病院 単独型 山形県 東置賜郡川西町大字西大塚２０００

12 日本海総合病院 単独型 山形県 酒田市あきほ町３０

13 奥羽大学歯学部附属病院 単独型・管理型 福島県 郡山市富田町字三角堂３１－１

14 福島県立医科大学附属病院 管理型 福島県 福島市光が丘１

15 いわき市立総合磐城共立病院 単独型 福島県 いわき市内郷御厩町久世原１６

16 一般財団法人温知会　会津中央病院 単独型 福島県 会津若松市鶴賀町１－１

17 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 単独型 福島県 郡山市駅前１－１－１７

18 医療法人渡部会　一箕歯科医院 単独型 福島県 会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合５６－１

（２）歯科医師臨床研修施設（単独型・管理型）一覧
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（平成29年3月3１日現在）

施設名 県 住所 指定 区分 定員

1 学校法人岩手医科大学附属病院高度看護研修センター 岩手県 盛岡市内丸１９－１ H27.8 1 3

2
学校法人東北文化学園大学大学院
健康社会システム研究科健康福祉専攻

宮城県 仙台市青葉区国見６－４５－１ H28.2 21 8

3 公益財団法人星総合病院 福島県 郡山市向河原町１５１９－１ H28.2 1 3

4 医療法人平心会須賀川病院 福島県 須賀川市丸田町１７ H28.8 3 6

5
国立大学法人山形大学
山形大学大学院医学系研究科看護学専攻

山形県 山形市飯田西２－２－２ H29.2 16 3

6 公立大学法人福島県立医科大学 福島県 福島市光が丘１ H29.2 18
共通30名

区分別5～7名

（３）特定行為研修指定研修機関一覧
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