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都道府県 施設名 診療科 担当者名
北海道 北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 加賀 基知三
北海道 札幌医科大学附属病院 呼吸器外科 渡辺 敦
北海道 市立札幌病院 呼吸器外科 櫻庭 幹
北海道 旭川医科大学病院 呼吸器センター 北田 正博
北海道 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター 呼吸器外科 安達 大史
北海道 社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院 呼吸器外科 上原 浩文
北海道 市立函館病院 呼吸器外科　 馬渡 徹
北海道 社会福祉法人　北海道社会事業協会小樽病院 外科・呼吸器外科　 石川 慶大
北海道 医療法人王子総合病院 外科・呼吸器外科 渡邉 幹夫
北海道 国家公務員共済組合連合会斗南病院 呼吸器乳腺外科 林 諭史
北海道 NTT東日本札幌病院 呼吸器外科 道免 寛充
北海道 独立行政法人　労働者健康安全機構　北海道中央労災病院 外科 飯塚 幹也
北海道 旭川赤十字病院 呼吸器外科 福永 亮朗
北海道 独立行政法人国立病院機構　旭川医療センター 外科 青木 裕之
青森県 青森県立中央病院 呼吸器外科 佐藤 伸之
青森県 八戸市立市民病院 呼吸器外科 三井 匡史
岩手県 岩手医科大学附属病院 呼吸器外科学講座 齊藤 元
宮城県 東北大学病院 呼吸器外科 岡田 克典
宮城県 一般財団法人厚生会　仙台厚生病院 呼吸器外科 角岡 信男
宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 呼吸器外科 羽隅 透
宮城県 石巻赤十字病院 呼吸器外科 鈴木 聡
宮城県 独立行政法人　労働者健康安全機構　東北労災病院 呼吸器外科 保坂 智子
宮城県 大崎市民病院 呼吸器外科 島田 和佳
秋田県 秋田赤十字病院 呼吸器外科 河合 秀樹
秋田県 大曲厚生医療センター 呼吸器外科 中川 拓
山形県 山形県立中央病院 呼吸器外科 遠藤 誠
山形県 公立置賜総合病院 呼吸器外科 安孫子 正美
福島県 福島赤十字病院 呼吸器外科 管野 隆三
福島県 白河厚生総合病院 呼吸器外科 長谷川 剛生
福島県 一般財団法人温知会会津中央病院 呼吸器科 山岸 茂樹
福島県 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 呼吸器外科 樋口 光徳
茨城県 筑波大学附属病院 呼吸器外科 佐藤 幸夫
茨城県 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 呼吸器外科 清嶋 護之
茨城県 東京医科大学茨城医療センター 呼吸器外科 古川 欣也
茨城県 医療法人筑波記念会　筑波記念病院 呼吸器外科　 吉田 進
茨城県 友愛記念病院 呼吸器外科 三好 孝典
茨城県 社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 呼吸器外科 倉持 雅己
茨城県 日立製作所日立総合病院 呼吸器外科 鈴木 久史
茨城県 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 呼吸器外科 薄井 真悟
栃木県 獨協医科大学病院 呼吸器外科 千田 雅之
群馬県 前橋赤十字病院 呼吸器外科 上吉原 光宏
群馬県 独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター 呼吸器外科 高坂 貴行
群馬県 群馬大学医学部附属病院 呼吸器外科 矢島 俊樹
群馬県 公立藤岡総合病院 外科 設楽 芳範
埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 呼吸器外科 坪地 宏嘉
埼玉県 春日部市立医療センター 呼吸器外科 田川 公平
埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科 中山 光男
埼玉県 防衛医科大学校病院 呼吸器外科 橋本 博史
埼玉県 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器外科 池谷 朋彦
埼玉県 埼玉県済生会栗橋病院 呼吸器外科 宮野 裕
埼玉県 国立病院機構埼玉病院 呼吸器外科 中西 浩三
千葉県 船橋市立医療センター 呼吸器外科
千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科 秋葉 直志
千葉県 国立病院機構千葉医療センター 呼吸器外科 千代 雅子
千葉県 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 呼吸器外科 都島 由紀雄
千葉県 東京歯科大学市川総合病院 呼吸器外科 江口 圭介
千葉県 恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 呼吸器外科 溝渕 輝明
千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター 呼吸器外科
千葉県 成田赤十字病院 呼吸器外科 渋谷 潔
千葉県 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 呼吸器外科 桑野 秀規
東京都 国立がん研究センター中央病院 呼吸器外科 渡辺 俊一
東京都 学校法人聖路加国際大学　聖路加国際病院 呼吸器外科 板東 徹
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都道府県 施設名 診療科 担当者名
東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 呼吸器外科 大塚 崇
東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 呼吸器センター外科 藤森 賢
東京都 東京大学医学部附属病院 呼吸器外科　 中島 淳
東京都 日本医科大学付属病院 呼吸器外科 臼田 実男
東京都 昭和大学病院 呼吸器外科 武井 秀史
東京都 東邦大学医療センター大森病院 呼吸器センター外科 伊豫田 明
東京都 東京女子医科大学病院 呼吸器外科 神崎 正人
東京都 公益財団法人　がん研究会有明病院 呼吸器センター外科 文 敏景
東京都 日本大学医学部附属板橋病院 呼吸器外科学分野 櫻井 裕幸
東京都 帝京大学医学部附属病院 外科学講座 坂尾 幸則
東京都 東京医科大学八王子医療センター 呼吸器外科 梶原 直央
東京都 公益財団法人結核予防会複十字病院 呼吸器外科 白石 裕治
東京都 学校法人　北里研究所　北里大学北里研究所病院 呼吸器外科 神谷 紀輝
東京都 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 呼吸器外科 山本 純
東京都 東邦大学医療センター大橋病院 外科 桐林 孝治
東京都 公立学校共済組合関東中央病院 呼吸器外科 加藤 靖文
東京都 国立国際医療研究センター病院 呼吸器外科 長阪 智
東京都 地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター 呼吸器外科 安樂 真樹
東京都 武蔵野赤十字病院 呼吸器外科 籠橋 千尋
東京都 東京都立多摩総合医療センター 呼吸器外科 吉川 拓磨
東京都 国家公務員共済組合連合会　立川病院 呼吸器外科 山本 達也

神奈川県 横浜市立市民病院 呼吸器外科
神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 呼吸器外科 深井 隆太
神奈川県 独立行政法人　国立病院機構神奈川病院 呼吸器外科 橋詰 寿律
神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 呼吸器外科 窪倉 浩俊
神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県支部済生会東部病院 呼吸器外科 井上 芳正
神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 呼吸器外科 下山 武彦
神奈川県 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院 呼吸器外科 竹内 健
新潟県 国立病院機構西新潟中央病院 呼吸器外科 渡辺 健寛
新潟県 新潟大学医歯学総合病院 呼吸器外科 土田 正則
新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院 呼吸器外科 青木 正
新潟県 長岡赤十字病院 呼吸器外科 篠原 博彦
新潟県 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 呼吸器外科 橋本 毅久
新潟県 新潟県立新発田病院 呼吸器外科 北原 哲彦
富山県 富山県立中央病院 呼吸器外科 新納 英樹
石川県 金沢大学附属病院 呼吸器外科 松本 勲
石川県 金沢医科大学 呼吸器外科学 浦本 秀隆
石川県 石川県立中央病院 呼吸器外科 藤森 英希
石川県 国立病院機構金沢医療センター 呼吸器外科 太田 安彦
福井県 福井県立病院 外科 清水 陽介
福井県 福井県済生会病院 呼吸器外科 滝沢 昌也
長野県 長野県立信州医療センター 呼吸器外科 坂口 幸治
長野県 信州大学医学部附属病院 呼吸器外科 清水 公裕
長野県 長野赤十字病院 呼吸器外科 小林 宣隆
長野県 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 呼吸器外科 三澤 賢治
長野県 独立行政法人国立病院機構　まつもと医療センター 呼吸器外科 近藤 竜一
長野県 JA長野厚生連　北アルプス医療センターあづみ病院 呼吸器外科 花岡 孝臣
岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 呼吸器外科 岩田 尚
岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター 呼吸器外科 松本 真介
岐阜県 岐阜市民病院 呼吸器外科 丸井 努
岐阜県 JA岐阜厚生連　中濃厚生病院 呼吸器外科 松本 光善
静岡県 静岡県立静岡がんセンター 呼吸器外科 大出 泰久
静岡県 藤枝市立総合病院 呼吸器外科 江間 俊哉
静岡県 聖隷浜松病院 呼吸器外科 中村 徹
静岡県 聖隷三方原病院　呼吸器センター外科 呼吸器センター外科 棚橋 雅幸
静岡県 沼津市立病院 呼吸器外科 大岩 加奈
静岡県 聖隷沼津病院 呼吸器外科 中里 顕英
静岡県 富士宮市立病院 外科　 矢島 澄鎮
静岡県 地方独立行政法人　静岡市立静岡病院 呼吸器外科 土屋 恭子
静岡県 焼津市立総合病院 外科 北 雄介
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 呼吸器外科 藤永 一弥
愛知県 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 呼吸器外科 山田 健

2/4



日本呼吸器外科学会災害時受け入れ可能施設一覧 2022年7月11日掲載

都道府県 施設名 診療科 担当者名
愛知県 名古屋大学医学部附属病院 呼吸器外科 芳川 豊史
愛知県 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 呼吸器外科 吉岡 洋
愛知県 名古屋市立大学病院 呼吸器外科 中西 良一
愛知県 藤田医科大学病院 呼吸器外科 星川 康
愛知県 愛知医科大学病院 呼吸器外科 福井 高幸
愛知県 豊川市民病院 呼吸器外科 彦坂 雄
愛知県 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院 呼吸器外科 中川 誠
愛知県 名古屋市立西部医療センター 呼吸器外科 羽田 裕司
三重県 三重大学医学部附属病院 呼吸器外科 高尾 仁二
三重県 市立四日市病院 呼吸器外科 石田 順造
三重県 三重中央医療センター 呼吸器外科 安達 勝利
三重県 伊勢赤十字病院 呼吸器外科 徳井 俊也
滋賀県 滋賀医科大学附属病院 呼吸器外科 花岡 淳
滋賀県 市立大津市民病院 呼吸器外科 常塚 啓彰
京都府 京都府立医科大学附属病院　呼吸器外科 呼吸器外科 井上 匡美
京都府 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 伊達 洋至
京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 呼吸器外科 澤井 聡
京都府 京都第二赤十字病院 呼吸器外科 柳田 正志
京都府 地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 呼吸器外科 宮原 亮
京都府 京都山城総合医療センター 呼吸器外科 伊藤 和弘
大阪府 大阪府済生会中津病院 呼吸器外科 内野 和哉
大阪府 大阪市立総合医療センター 呼吸器外科 高濱 誠
大阪府 大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 呼吸器外科 岡見 次郎
大阪府 大阪赤十字病院 呼吸器外科 園部 誠
大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 呼吸器外科 西山 典利
大阪府 大阪大学医学部附属病院 呼吸器外科 新谷 康
大阪府 関西医科大学附属病院 呼吸器外科 村川 知弘
大阪府 医療法人藤井会　石切生喜病院 呼吸器外科 西田 達
大阪府 近畿大学病院 呼吸器外科 津谷 康大
大阪府 宗教法人　在日本南プレスビテリアンミッション　淀川キリスト教病院 呼吸器外科 加地 政秀
大阪府 国家公務員共済組合連合会　大手前病院 呼吸器外科 前田 純
大阪府 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 呼吸器外科 冨田 栄美子
大阪府 関西電力病院 呼吸器外科 吉村 誉史
大阪府 地方独立行政法人　市立吹田市民病院 外科 横内 秀起
大阪府 大阪府済生会吹田病院 呼吸器外科 西村 元宏
大阪府 社会医療法人　仙養会　北摂総合病院 呼吸器外科 越智 薫
大阪府 高槻病院 呼吸器外科 椎名 祥隆
大阪府 松下記念病院 外科 和泉 宏幸
大阪府 関西医科大学総合医療センター 呼吸器外科 金田 浩由紀
大阪府 市立岸和田市民病院 呼吸器外科 松本 和也
大阪府 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院 呼吸器外科 岡部 和倫
兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器外科 高橋 豊
兵庫県 神戸市立西神戸医療センター 呼吸器外科 大政 貢
兵庫県 兵庫医科大学病院 呼吸器外科 長谷川 誠紀
兵庫県 独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター 呼吸器センター部　呼吸器外長井 信二郎
兵庫県 兵庫県立がんセンター 呼吸器外科 西尾 渉
兵庫県 神戸赤十字病院 呼吸器外科 阪本 俊彦
奈良県 公益財団法人　天理よろづ相談所病院 呼吸器外科 中川 達雄

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 呼吸器外科 石川 将史
鳥取県 鳥取県立中央病院 呼吸器乳腺内分泌外科 前田 啓之
島根県 国立病院機構松江医療センター 呼吸器外科 荒木 邦夫
島根県 松江赤十字病院 呼吸器外科 三和 健
岡山県 川崎医科大学附属病院 呼吸器外科 中田 昌男
岡山県 川崎医科大学総合医療センター 外科 深澤 拓也
岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 呼吸器外科 平見 有二
岡山県 岡山労災病院 外科 西 英行
岡山県 津山中央病院 外科 西川 仁士
広島県 地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院 呼吸器外科 松浦 求樹
広島県 広島大学病院 呼吸器外科 宮田 義浩
広島県 呉医療センター・中国がんセンター 呼吸器外科 三村 剛史
広島県 公立学校共済組合中国中央病院 呼吸器外科 鷲尾 一浩
広島県 広島赤十字･原爆病院 外科 米谷 卓郎
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都道府県 施設名 診療科 担当者名
広島県 国家公務員共済組合連合会　吉島病院 呼吸器外科 宮原 栄治
広島県 地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立安佐市民病院 呼吸器外科 向田 秀則
広島県 県立広島病院 呼吸器外科 平井 伸司
広島県 中国労災病院 外科 藤崎 成至
山口県 山口大学医学部附属病院 第一外科 田中 俊樹
山口県 山口宇部医療センター 呼吸器外科 沖田 理貴
徳島県 徳島大学病院 呼吸器外科 滝沢 宏光
香川県 高松赤十字病院 胸部・乳腺外科 監崎 孝一郎
香川県 高松市立みんなの病院 呼吸器外科 新居 和人
愛媛県 松山赤十字病院 呼吸器外科 竹之山 光広
愛媛県 市立宇和島病院 呼吸器外科 根津 賢司
高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 呼吸器外科 岡本 卓
高知県 高知赤十字病院 外科 谷田 信行
高知県 高知大学医学部附属病院 呼吸器外科 穴山 貴嗣
福岡県 北九州市立医療センター 呼吸器外科 濱武 基陽
福岡県 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 外科
福岡県 済生会福岡総合病院 外科 三浦 奈央子
福岡県 独立行政法人国立病院機構　福岡東医療センター 呼吸器外科 濱武 大輔
福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院 呼吸器外科 山岡 賢俊
福岡県 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院 呼吸器外科 吉松 隆
福岡県 福岡大学病院 呼吸器乳腺内分泌小児外科 佐藤 寿彦
福岡県 久留米大学病院 呼吸器外科 光岡 正浩
福岡県 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 呼吸器外科 大渕 俊朗
福岡県 労働者健康安全機構　九州労災病院 外科 八谷 泰孝
福岡県 新小文字病院 呼吸器外科 宗 哲哉
福岡県 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 呼吸器外科 大崎 敏弘
福岡県 医療法人社団高邦会　高木病院 呼吸器外科 山本 聡
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 胸部・心臓血管外科（呼吸器 平塚 昌文
佐賀県 佐賀県医療センター好生館 呼吸器外科 武田 雄二
佐賀県 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 外科 近藤 正道
長崎県 日本赤十字社長崎原爆病院 呼吸器外科 佐野 功
長崎県 佐世保市総合医療センター 呼吸器外科 中村 昭博
長崎県 聖フランシスコ病院 外科 白藤 智之
長崎県 独立行政法人　国立病院機構　長崎医療センター 呼吸器外科 田川 努
熊本県 熊本大学病院　呼吸器外科 呼吸器外科 鈴木 実
熊本県 国立病院機構熊本再春医療センター 呼吸器外科 小林 広典
熊本県 熊本赤十字病院 呼吸器外科 森 毅
大分県 大分大学医学部附属病院 呼吸器・乳腺外科 杉尾 賢二
宮崎県 宮崎県立宮崎病院 外科 別府 樹一郎
宮崎県 宮崎県立日南病院 外科 市成 秀樹

鹿児島県 鹿児島大学病院 呼吸器外科 佐藤 雅美
鹿児島県 公益社団法人昭和会　いまきいれ総合病院 呼吸器外科 米田 敏
鹿児島県 独立行政法人　国立病院機構　南九州病院 呼吸器外科 吉本 健太郎
鹿児島県 霧島市立医師会医療センター 呼吸器外科 柳 正和
沖縄県 独立行政法人国立病院機構　沖縄病院 外科 饒平名 知史
沖縄県 社会医療法人　敬愛会　中頭病院 呼吸器外科 大田 守雄
沖縄県 沖縄赤十字病院 呼吸器外科 宮城 淳
沖縄県 浦添総合病院 呼吸器外科 梶浦 耕一郎
沖縄県 琉球大学病院 胸部心臓血管外科 照屋 孝夫
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