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都道府県名 見学受け入れ推薦施設 診療科 担当者 住　所 電　話

恵み野病院 泌尿器科 井内　裕満 恵庭市恵み野西2-3-5 0123-36-7555
仁友会　北彩都病院 泌尿器科 金子　茂男 旭川市宮下通9丁目4153-1.2 0166-26-6411
旭川医科大学病院 泌尿器科 柿崎　秀宏 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 0166-68-2533

北海道大学病院 泌尿器科 田中　博 札幌市北区北14条西5丁目
011-716-1161
（内線：5949）

秋　田 市立秋田総合病院 泌尿器科 松尾　重樹 秋田市川元松丘町4-30 018-823-4171
宮　城 東北大学病院 泌尿器科 中川　晴夫 仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7278
福　島 福島県立医科大学附属病院 泌尿器科 相川　健 福島市光が丘1 024-547-1316
茨　城 筑波大学附属病院 泌尿器科 高岡　栄一朗 つくば市天久保2-1-1 029-853-3223
群　馬 黒沢病院 泌尿器科 小倉　治之 高崎市中居町3-19-2 027-352-1166
栃　木 獨協医科大学病院 泌尿器科 山西　友典 下都賀郡壬生町北小林880 0282-87-2162

安田泌尿器クリニック 安田　耕作
越谷市南越谷1-11-9　東京宝
石第二ビル２F

048-987-1666

春日部中央総合病院 泌尿器科 柳澤　良三 春日部市緑町5-9-4 048-736-1221
千葉大学医学部附属病院 泌尿器科 柳澤　充 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-226-2134
東邦大学医療センター佐倉病院 神経内科 榊原　隆次 佐倉市下志津564-1 048-462-8811

入江　啓（実習責任者）

内藤直美（指導者：膚・排尿ｹｱ認定看護師）

斉藤理代（指導者：膚・排尿ｹｱ認定看護師）

斉藤恵子（指導者：排尿機能検査士）

東邦大学医療センター大橋病院 泌尿器科 関戸　哲利
〒153-8515　東京都目黒区大
橋2-17-6

03-3468-1251

東京都リハビリテーション病院 泌尿器科 鈴木　康之 墨田区堤通2-14-1 03-3616-8600
東京慈恵会医科大学病院 泌尿器科 古田　昭 港区西新橋3-25-8 03-3433-1111
東京女子医科大学病院 泌尿器科 家後　理枝，鈴木　万理，小内　友紀子 新宿区河田町8-1 03-3353-8111

東京女子医科大学附属東医療ｾﾝﾀｰ 泌尿器科 巴　ひかる 荒川区西尾久2-1-10
03-3810-1111
（内線：4117）

日本大学医学部附属板橋病院 泌尿器科 高橋　悟 板橋区大谷口上町30-1
03-3972-8111
（内線：2513）

東京医科歯科大学医学部付属病院 泌尿器科 木原　和徳 文京区湯島1-5-45 03-5803-5295
順天堂大学附属順天堂医院 泌尿器科 文京区本郷3-1-3 03-5802-1227

神奈川
神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

医療局
泌尿器科

田中　克幸 厚木市七沢516-1
046-249-2503

（総務局）

山　梨 山梨大学医学部附属病院 泌尿器科 武田　正之 中央市下河東1110 055-273-9643
信州大学医学部附属病院 泌尿器科 石塚　修 松本市旭3-1-1 0263-37-2661
さとう泌尿器科クリニック 佐藤　智哉 佐久市岩村田1801-1 0267-68-2233

石　川 金沢大学附属病院 泌尿器科 並木　幹夫 金沢市宝町13-1 076-265-2390
福　井 福井大学医学部附属病院 泌尿器科 横山　修，秋野　裕信 吉田郡松岡下合月23-3 0776-61-8399
愛　知 名古屋大学医学部附属病院 泌尿器科 後藤　百万 名古屋市昭和区鶴舞町65 052-744-2985

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

泌尿器科 百瀬　均 枚方市星丘4-8-1 072-840-2641

大阪市立大学医学部付属病院 泌尿器科 大阪市阿倍野区旭町1-4-3 06-6645-3857
関西医科大学付属枚方病院 泌尿器科 松田　公志，大口　尚基 枚方市新町2-3-1 072-804-0101
関西医科大学付属滝井病院 泌尿器科 室田　卓之 守口市文園町10-15 06-6992-1001
大阪医科大学附属病院 泌尿器科 東　治人 高槻市大学町2-7 072-684-6446
かねはらクリニック 鈴木　俊明 高槻市城北町2-1-8 072-672-6011

兵庫県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中央病院

泌尿器科 仙石　淳 神戸市西区曙町1070 078-927-2727

兵庫県立リハビリテーション西播磨病
院

泌尿器科 柳内　章宏
たつの市 新宮町光都 １丁目７
番１号

0791-58-1050

鳥　取 鳥取大学医学部附属病院 泌尿器科 武中　篤 米子市西町36-1 0859-38-6607
岡　山 岡山大学病院 泌尿器科 公文　裕巳，渡辺　豊彦 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-235-7287

広島大学病院 泌尿器科 梶原　充 広島市南区霞1-2-3 082-257-5242
たかの橋中央病院 泌尿器科 林　睦雄 広島市中区国泰寺2-4-16 082-242-1515
中国労災病院 泌尿器科 桝　知果夫 呉市広多賀谷1-5-1 0823-72-7171
福山医療センター 泌尿器科 水谷　雅己 福山市沖野上町4-14-17 084-922-0001
小畠病院 泌尿器科 安川　明廣 福山市駅家町上山守203 0849-76-1351
国立病院機構　広島西医療センター 泌尿器科 奥谷　卓也 大竹市玖波4-1-1 0827-57-7151
広島県立リハビリテーションセンター 泌尿器科 薄井　昭博 東広島市西条町田口295-3 082-425-1455
JA広島総合病院 泌尿器科 小深田　義勝 廿日市地御前1丁目3-3 0829-36-3111
徳島大学病院 泌尿器科 金山　博臣 徳島市蔵本町2-50-1 088-633-7159
徳島県立中央病院 泌尿器科 稲井　徹 徳島市蔵本町1丁目10-3 088-631-7151
愛媛県立中央病院 泌尿器科 菅　政治 松山市春日町83 089-947-1111
松山赤十字病院 泌尿器科 藤井　元広 松山市文京町1 089-924-1111
九州大学医学部附属病院 泌尿器科 高橋　良輔 福岡市東区馬出3丁目1-1 092-642-5603
原三信病院 泌尿器科 武井　実根雄 福岡市博多区大博町1-8 092-291-3434

長崎 長崎大学病院 泌尿器科 酒井　英樹 長崎市坂本1-7-1 095-819-7340
佐賀 佐賀大学医学部附属病院 泌尿器科 野口　満 佐賀市鍋島五丁目１番１号 0952-31-6511

宮　崎 宮崎大学医学部附属病院 泌尿器科 上別府　豊治 宮崎郡清武町大字木原5200 0985-85-2968
鹿児島 川原腎・泌尿器科クリニック 川原　和也 姶良郡姶良町西餅田73-3 0995-64-5181

北海道

埼　玉

千　葉

東　京

北里研究所病院

愛　媛

福　岡

兵　庫

港区白金5-9-1
03-3444-6161
（教務課：内線
4835・4690）

長　野

大　阪

広　島

徳　島

泌尿器科


