
研修施設名 施設住所

旭川医科大学病院 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目１１

北海道立旭川子ども総合療育センター 北海道旭川市春光台2条1丁目

北海道立子ども総合医療・療育センター 北海道札幌市手稲区金山1条1丁目2406

札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

【准研修施設】マロニエ通クリニック 北海道札幌市中央区北3条西21丁目2-1

【准研修施設】市立函館病院 北海道函館市港町1-10-1

中村記念病院　てんかんセンター 北海道札幌市中央区南1条西14丁目

北海道大学病院てんかんセンター 北海道札幌市北区北14条西5丁目

上善神経医院 北海道札幌市中央区北3条東2丁目2-6福田ビル

緑ヶ丘療育園 北海道札幌市西区山の手3条12丁目3-12

中村記念南病院 北海道札幌市南区川沿２条２丁目３番1号

医）清照会湊病院北東北てんかんセンター 青森県八戸市新井田字松山下野場7-15

秋田大学医学部附属病院 秋田県秋田市本道1-1-1

【准研修施設】秋田県立医療療育センター 秋田県秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢3番地128

東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

仙台市立病院 宮城県仙台市太白区あすと⾧町1丁目1-1

宮城県立こども病院 宮城県仙台市青葉区落合4丁目3－17

医)ベーテル　てんかん専門病院ベーテル 宮城県岩沼市北⾧谷畑向山南27-4

福島県立医科大学心身医療科 福島県福島市光が丘1番地

国立病院機構西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂1丁目14-1

山梨大学医学部附属病院 山梨県中央市下河東1110

【准研修施設】国立病院機構甲府病院 山梨県甲府市天神町11-35

【准研修施設】山梨県立中央病院 山梨県甲府市富士見1-1-1

【准研修施設】韮崎市立病院 山梨県韮崎市本町3-5-3

信州大学医学部附属病院 ⾧野県松本市旭3-1-1

国立病院機構渋川医療センター 群馬県渋川市白井383番地

あしかがの森足利病院 栃木県足利市大沼田町615

自治医科大学附属病院 栃木県下野市薬師寺3311-1

【准研修施設】国際医療福祉大学塩谷病院 栃木県矢板市富田77

茨城県立医療大学付属病院 茨城県稲敷郡阿見町阿見4773

筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2-1-1

古河赤十字病院 茨城県古河市下山町1150

埼玉県立小児医療センター 埼玉県さいたま市岩槻区馬込2100

埼玉医科大学 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

防衛医科大学校病院 埼玉県所沢市並木3-2

昭和大学 東京都品川区旗の台1-5-8

東京慈恵会医科大学 東京都港区西新橋3-25-8

森野クリニック 東京都港区新橋1-18-19キムラヤオオツカビル７F

順天堂大学 東京都文京区本郷2-1-1

【准研修施設】東京都立広尾病院 東京都渋谷区恵比寿2-34-10

東京医科歯科大学　脳神経外科 東京都文京区湯島1-5-45

東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷7-3-1

瀬川記念小児神経学クリニック 東京都千代田区神田駿河台2-8瀬川ビル２階

日本橋神経クリニック 東京都中央区日本橋大伝馬町13-8ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｲﾑ日本橋小伝馬町7階

国立成育医療研究センター 東京都世田谷区大蔵2-10-1

東京女子医科大学 東京都新宿区河田町8-1

【准研修施設】TMGあさか医療センター 埼玉県朝霞市大字溝沼13401

東京医科大学病院 東京都新宿区西新宿6-7-1

新宿神経クリニック 東京都新宿区百人町3-21-18 新宿高瀬ビル1F

東京女子医科大学附属足立医療センター 東京都足立区江北4-33-1

日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396

【准研修施設】日本医科大学多摩永山病院 東京都多摩市永山1-7-1



研修施設名 施設住所

【准研修施設】日本医科大学付属病院 東京都文京区千駄木1-1-5

【准研修施設】日本医科大学千葉北総病院 千葉県印西市鎌刈1715

多摩北部医療センター 東京都東村山市青葉町1-7-1

国立精神・神経医療研究センター 東京都小平市小川東町4-1-1

【准研修施設】横浜市立大学附属病院 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9

むさしの国分寺クリニック 東京都国分寺市本町4-1-9 国分寺本町クリスタルビル３階

東京都立小児総合医療センター 東京都府中市武蔵台2-8-29

東京都立神経病院 東京都府中市武蔵台2-6-1

東京医科大学八王子医療センター 東京都八王子市館町1163

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生2－16－1

【准研修施設】聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1

【准研修施設】沖縄赤十字病院 沖縄県那覇市与儀1-3-1

川崎市立多摩病院 神奈川県川崎市多摩区宿河原1-30-37

原クリニック 神奈川県横浜市南区浦舟町1-1　7階

【准研修施設】横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57

神奈川県立こども医療センター 神奈川県横浜市南区六ッ川2-138-4

田中神経クリニック 神奈川県横浜市栄区飯島町1329－15

てんかんと発達の横浜みのる神経クリニック 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-16　２階

横浜医療福祉センター港南 神奈川県横浜市港南区港南台4-6-20

相模台病院 神奈川県座間市相模が丘6-24-28

東海大学医学部付属病院 神奈川県伊勢原市下糟屋143

医）静和会浅井病院 千葉県東金市家徳38-1

東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県佐倉市下志津564-1

社会医療法人社団同仁会　木更津病院 千葉県木更津市岩根2-3-1

医療法人財団明理会　行徳総合病院 千葉県市川市本行徳5525-2

浅ノ川総合病院 石川県金沢市小坂町中83

独立行政法人国立病院機構七尾病院 石川県七尾市松百町ハ部3－1

静岡てんかん・神経医療センター 静岡県静岡市葵区漆山886

【准研修施設】島根大学医学部付属病院 島根県出雲市塩冶町89-1

【准研修施設】医）厚生会木沢記念病院 岐阜県美濃加茂市古井町下古井630

聖隷浜松病院てんかんセンター 静岡県浜松市中区住吉2-12-12

岐阜大学医学部附属病院 岐阜県岐阜市柳戸1-1

安城更生病院 愛知県安城市安城町東広畔28

森川クリニック 愛知県名古屋市中区新栄町1-3　8階

名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

名古屋市立大学病院小児科 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県名古屋市北区平手町1-1-1

国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1

辻こころのクリニック 愛知県名古屋市熱田区大宝1-1-1ヴェルクレート日比野Ａ113

あいち小児保健医療総合センター 愛知県大府市 森岡町7丁目426

愛知県医療療育総合センタ-中央病院 愛知県春日井市神屋町713-8

愛知医科大学病院 愛知県⾧久手市岩作雁又1番地1

医）福智会すずかけクリニック 愛知県名古屋市千種区今池 5-19-12

藤田医科大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県大津市瀬田月輪町

滋賀県立小児保健医療センター 滋賀県守山市守山5丁目7-30

びわこ学園医療福祉センター野洲 滋賀県野洲市北桜978-2

びわこ学園医療福祉センター草津 滋賀県草津市笠山8-3-113

三重大学医学部附属病院 三重県津市江戸橋2-174

大阪市立総合医療センター 大阪府大阪市都島区都島本通2-12-22

大阪公立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7

小出内科神経科 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町3-5
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田中北梅田クリニック 大阪府大阪市北区芝田2-8-10光栄ビル3F

てんかん・神経 大阪南森町いけだクリニック 大阪府大阪市北区天神橋2-4-16大研ビル2F

大阪大学医学部附属病院てんかんセンター 大阪府吹田市山田丘2-2

【准研修施設】ベルランド総合病院 大阪府堺市中区東山500-3

市立吹田市民病院 大阪府吹田市岸部新町5-7
大阪医科薬科大学附属病院小児科 大阪府高槻市大学町2-7

弘道会　萱島生野病院 大阪府門真市上島町22-11

近畿大学病院 大阪府大阪狭山市大野東377-2

大阪母子医療センター 大阪府和泉市室堂町840

市立ひらかた病院 大阪府枚方市禁野本町2-14-1

和歌山県立医科大学 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1

京都第一赤十字病院 京都府京都市東山区本町15-749

京都第二赤十字病院 京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5

京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54

【准研修施設】兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県尼崎市東難波町2-17-77

【准研修施設】神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県神戸市中央区港島南町2-1-1

国立病院機構宇多野病院 京都府京都市右京区鳴滝音戸山町8

奈良県立医科大学 奈良県橿原市四条町840

国立病院機構奈良医療センター 奈良県奈良市七条2丁目789

神戸市総合療育センター 兵庫県神戸市⾧田区丸山町2-3-50

しらさかクリニック 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1-14-103

兵庫県立こども病院 兵庫県神戸市中央区港島南町1-6-7

神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2

市立伊丹病院 兵庫県伊丹市昆陽池1-100

姫路赤十字病院 兵庫県姫路市下手野1-12－1

兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町1-1

鳥取大学医学部附属病院 鳥取県米子市西町36-1

国立病院機構鳥取医療センター 鳥取県鳥取市三津876

岡山大学病院てんかんセンター 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

国立病院機構岡山医療センター 岡山県岡山市北区田益1711-1

広島大学病院てんかんセンター 広島県広島市南区霞1-2-3

【准研修施設】広島市立安佐市民病院 広島県広島市安佐北区可部南2-1-1

鼓ヶ浦こども医療福祉センター 山口県周南市久米752-4

山口大学医学部附属病院 山口県宇部市南小串1-1-1

山口県立総合医療センター 山口県防府市大字大崎77

徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町3-18-15

愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川454

うめおか神経クリニック 愛媛県松山市二番町3-8-21

福岡市立こども病院 福岡県福岡市東区香椎照葉5-1-1

福岡山王病院 福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45

九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1

福岡大学病院 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45-1

【准研修施設】高木病院 福岡県大川市大字酒見141番地11

久留米大学病院 福岡県久留米市旭町67番地

【准研修施設】佐世保愛恵会病院 ⾧崎県佐世保市瀬戸越4-2-15

【准研修施設】西脇病院 ⾧崎県⾧崎市桜木町3-14

産業医科大学 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

唐津赤十字病院 佐賀県唐津市和多田2430

⾧崎大学病院 ⾧崎県⾧崎市坂本1-7-1

⾧崎県立こども医療福祉センター ⾧崎県諌早市永昌東町24-3

⾧崎医療センターてんかんセンター ⾧崎県大村市久原2丁目1001-1
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⾧崎川棚医療センター ⾧崎県東彼杵郡川棚町下組郷20051

大分大学医学部附属病院 大分県挾間町由布市医大ヶ丘1-1

国立病院機構熊本再春医療センター 熊本県合志市須屋2659

熊本大学病院 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1

藤元総合病院 宮崎県都城市早鈴町17-1

宮崎大学医学部附属病院 宮崎県宮崎市清武町木原5200

潤和会記念病院 宮崎県宮崎市大字小松1119

鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35-1

【准研修施設】鹿児島市立病院 鹿児島県鹿児島市上荒田町37-1

天久台病院 沖縄県那覇市字天久1123番地

沖縄赤十字病院 沖縄県那覇市与儀１-3-1


