
ＡＭＡＴ病院一覧 2023年3月時点

№ 現所属施設名 都道府県 備考

1  医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院  北海道

2  社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院  北海道

3  公益社団法人北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院  北海道

4  社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院  北海道

5  社会法人孝仁会　北海道大野記念病院  北海道

6  社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院  北海道

7  社会医療法人恵和会　西岡病院  北海道

8  三沢市立三沢病院  青森県

9  社会医療法人将道会　総合南東北病院  宮城県

10  一般財団法人　大原綜合病院  福島県

11  医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院  茨城県

12  社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院  茨城県

13  医療法人達生堂　城西病院  茨城県

14  社会医療法人博愛会　菅間記念病院  栃木県

15  公益財団法人脳血管研究所附属　美原記念病院  群馬県

16  医療法人積仁会　旭ヶ丘病院  埼玉県

17  医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院  埼玉県

18  医療法人社団哺育会　白岡中央総合病院  埼玉県

19  医療法人刀水会　齋藤記念病院  埼玉県

20  埼玉医科大学国際医療センター  埼玉県

21  社会福祉法人埼玉慈恵会　埼玉慈恵病院  埼玉県

22  社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院  埼玉県

23  医療法人社団誠馨会　新東京病院  千葉県

24  社会医療法人社団健脳会　千葉脳神経外科病院  千葉県

25  医療法人社団誠馨会　セコメディック病院  千葉県

26  医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院  千葉県

27  医療法人社団誠馨会　千葉中央メディカルセンター  千葉県

28  医療法人社団永生会　南多摩病院  東京都
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29  医療法人社団直和会　平成立石病院  東京都

30  医療法人伯鳳会　東京曳舟病院  東京都

31  社会医療法人社団正志会　荒木記念東京リバーサイド病院  東京都

32  社会医療法人河北医療財団　河北総合病院  東京都

33  医療法人社団永生会　永生病院  東京都

34  社会医療法人社団森山医会　森山記念病院  東京都

35  社会医療法人社団正志会　花と森の東京病院  東京都

36  社会医療法人社団正志会　南町田病院  東京都

37  日本医科大学付属病院  東京都

38  医療法人社団東山会　調布東山病院  東京都

39  社会福祉法人あそか会　あそか病院  東京都

40  社会医療法人社団医善会　いずみ記念病院  東京都

41  医療法人社団青山会　青木病院  東京都

42  社会医療法人社団慈生会　等潤病院  東京都

43  医療法人社団創生会　町田病院  東京都

44  医療法人社団永生会　みなみ野病院  東京都

45  医療法人社団清智会　清智会記念病院  東京都

46  医療法人社団愛育会　愛和病院  東京都

47  医療法人社団　藤﨑病院  東京都

48  医療法人社団慶泉会　町田慶泉病院  東京都

49  医療法人五星会　菊名記念病院  神奈川県

50  社会医療法人社団三思会　東名厚木病院  神奈川県

51  医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共立第１病院  神奈川県

52  医療法人社団藤聖会　富山西総合病院  富山県

53  南砺市民病院  富山県

54  医療法人社団一志会　池田リハビリテーション病院  富山県

55  社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院  石川県

56  医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院  石川県
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57  医療法人寿人会　木村病院  福井県

58  医療法人　林病院  福井県

59  組合立諏訪中央病院  長野県

60  社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院  岐阜県

61  医療法人澄心会　豊橋ハートセンター  愛知県

62  医療法人愛生館　小林記念病院  愛知県

63  医療法人済衆館　済衆館病院  愛知県

64  名古屋鉄道健康保険組合　名鉄病院  愛知県

65  社会医療法人社団宏潤会　大同病院  愛知県

66  社会医療法人杏嶺会　一宮西病院  愛知県

67  医療法人田中病院　伊勢田中病院　  三重県

68  社会医療法人峰和会　鈴鹿回生病院  三重県

69  医療法人啓信会　京都きづ川病院  京都府

70  医療法人社団石鎚会　田辺中央病院  京都府

71  社会医療法人協和会　加納総合病院  大阪府

72  社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院  大阪府

73  社会医療法人純幸会　関西メディカル病院  大阪府

74  社会医療法人ペガサス　馬場記念病院  大阪府

75  医療法人伯鳳会　大阪中央病院  大阪府

76  公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院  大阪府

77  医療法人徳洲会　松原徳洲会病院  大阪府

78  医療法人正清会　金剛病院  大阪府

79  医療法人伯鳳会　赤穂中央病院  兵庫県

80  医療法人伯鳳会　はくほう会セントラル病院  兵庫県

81  社会医療法人渡邊高記会　西宮渡辺病院  兵庫県

82  医療法人千徳会　桜ヶ丘病院  和歌山県

83  社会医療法人　岡村一心堂病院  岡山県

84  一般財団法人操風会　岡山旭東病院  岡山県
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85  社会医療法人緑壮会　金田病院  岡山県

86  医療法人社団曙会　シムラ病院  広島県

87  社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院  広島県

88  医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院  広島県

89  医療法人芳越会　ホウエツ病院  徳島県

90  医療法人明和会　たまき青空病院  徳島県

91  医療法人春風会　樫村病院  香川県

92  社会医療法人石川記念会　HITO病院  愛媛県

93  医療法人仁栄会　島津病院  高知県

94  医療法人三井会　神代病院  福岡県

95  社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院  福岡県

96  医療法人社団シマダ　嶋田病院  福岡県

97  医療法人博愛会　頴田病院  福岡県

98  社会医療法人天神会　新古賀病院  福岡県

99  医療法人聖峰会　田主丸中央病院  福岡県

100  一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院  福岡県

101  社会医療法人祐愛会　織田病院  佐賀県

102  医療法人社団如水会　今村病院  佐賀県

103  医療法人智仁会　佐賀リハビリテーション病院  佐賀県

104  社会医療法人謙仁会　山元記念病院  佐賀県

105  医療法人栄和会　泉川病院  長崎県

106  医療法人社団順幸会　阿蘇立野病院  熊本県

107  菊池郡市医師会立病院  熊本県

108  医療法人春水会　山鹿中央病院  熊本県

109  熊本市医師会　熊本地域医療センター  熊本県

110  社会医療法人財団天心堂　へつぎ病院  大分県

111  社会医療法人暁星会　三財病院  宮崎県

112  医療法人宏仁会　海老原総合病院  宮崎県
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113  医療法人健康会　霧島記念病院  鹿児島県

114  社会医療法人天陽会　中央病院  鹿児島県

115  公益社団法人川内市医師会　川内市医師会立市民病院  鹿児島県

116  医療法人愛誠会　昭南病院  鹿児島県

117  公益財団法人昭和会　今給黎総合病院  鹿児島県

118  霧島市立医師会医療センター  鹿児島県

119  社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院  鹿児島県
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