
都道府県 病院・現場 プロジェクト 時期

茨城県 医療法人社団北水会　北水会記念病院 OPE室関係 2019年8月

埼玉県 医療法人さくら　さくら記念病院 OPE室関係 2019年9月

千葉県 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 血管撮影装置 2019年9月

千葉県 かつまペットクリニック OPE室関係 2020年1月

東京都 東京エクスペリエンスセンター HYBRID 2019年9月

東京都 全国土木建築国民健康保険組合 総合病院 厚生中央病院 MRI 2019年9月

東京都 独立行政法人国立病院機構 東京医療ｾﾝﾀｰ 血管撮影装置 2019年9月

東京都 東京都立墨東病院 HYBRID 2020年3月

東京都 東京都立松沢病院 改修工事 2020年3月

東京都 一般財団法人自警会 東京警察病院 MRI 2020年4月

東京都 医療法人社団宗仁会　さくら中央医院 OPE室関係 2020年5月

神奈川県 医療法人博萌会 西横浜国際総合病院 OPE室関係 2019年9月

神奈川県 独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター 血管撮影装置 2019年9月

神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構　関東労災病院 血管撮影装置 2019年9月

神奈川県 横浜市立市民病院 MRI 2019年11月

神奈川県 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院 OPE室関係 2019年12月

神奈川県 医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 OPE室関係 2020年3月

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 HYBRID 2020年1月

富山県 富山大学附属病院 血管撮影装置 2020年2月

石川県 公立松任石川中央病院 血管撮影装置 2019年8月

石川県 珠洲市総合病院 OPE室関係 2019年9月

福井県 医療法人弘昭会 大森整形外科リウマチ科 OPE室関係 2019年9月

福井県 福井県済生会病院 MRI 2020年3月

福井県 敦賀医療センター OPE室関係 2020年3月

山梨県 医療法人優心会 竜王ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ OPE室関係 2019年8月

静岡県 独立行政法人 地域医療機能推進機構 桜ヶ丘病院 OPE室関係 2019年12月

静岡県 聖隷三方原病院 OPE室関係 2020年2月

静岡県 浜松市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 OPE室関係 2020年4月

愛知県 名古屋徳洲会総合病院 OPE室関係 2019年9月

愛知県 名古屋市立東部医療ｾﾝﾀｰ 血管撮影装置 2019年11月

愛知県 おおはらマタニティクリニック OPE室関係 2020年5月



三重県 南伊勢町立南伊勢病院 OPE室関係 2019年11月

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター MRI系 2020年2月

滋賀県 市立長浜病院 OPE室関係 2020年4月

滋賀県 社会医療法人 誠光会 草津総合病院 OPE室関係 2020年4月

滋賀県 彦根市立病院 血管撮影装置 2020年6月

滋賀県 彦根市立病院 OPE室関係 2020年9月

京都府 一般社団法人愛生会山科病院 改修工事 2019年7月

京都府 京都第一赤十字病院 OPE室関係 2019年9月

京都府 宇治動物病院 OPE室関係 2020年3月

京都府 京都大学医学部附属病院 OPE室関係 2020年4月

京都府 京都第二赤十字病院 OPE室関係 2020年4月

京都府 京都府立医科大学附属病院 OPE室関係 2020年4月

京都府 中部産婦人科 OPE室関係 2020年4月

京都府 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 血管撮影装置 2020年4月

大阪府 国立研究開発法人 国立循環器病研究ｾﾝﾀｰ(新棟) OPE室関係 2019年7月

大阪府 関西医科大学くずは病院 改修工事 2019年8月

大阪府 大阪大学医学部附属病院 OPE室関係 2019年9月

大阪府 地方独立行政法人 りんくう総合医療ｾﾝﾀｰ 血管撮影装置 2019年9月

大阪府 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター OPE室関係 2019年10月

大阪府 大阪市立十三市民病院 OPE室関係 2019年11月

大阪府 大阪府済生会千里病院 OPE室関係 2019年11月

大阪府 田附興風会医学研究所北野病院 OPE室関係 2019年11月

大阪府 社会医療法人 山弘会 上山病院 OPE室関係 2020年2月

大阪府 大阪府済生会 富田林病院 OPE室関係 2020年2月

大阪府 田附興風会医学研究所北野病院 血管撮影装置 2020年2月

大阪府 医療法人徳洲会 和泉市立総合医療センター OPE室関係 2020年3月

大阪府 関西医科大学附属病院 改修工事 2020年3月

大阪府 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 血管撮影装置 2020年3月

大阪府 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 OPE室関係 2020年4月

大阪府 医療法人東和会　第一東和会病院 MRI 2020年5月

大阪府 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 OPE室関係 2020年5月

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 OPE室関係 2020年6月

兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 OPE室関係 2019年7月

兵庫県 医療法人社団 正峰会 大山記念病院 CT 2019年8月

兵庫県 医療法人社団顕修会　顕修会すずらん病院 血管撮影装置 2019年8月

兵庫県 兵庫県立西宮病院 血管撮影装置 2019年8月

兵庫県 中山クリニック OPE室関係 2019年9月

兵庫県 姫路赤十字病院 OPE室関係 2019年9月

兵庫県 加古川中央市民病院 OPE室関係 2019年10月

兵庫県 杉本美容形成外科 OPE室関係 2019年12月



兵庫県 西宮とくい形成外科 OPE室関係 2019年12月

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 OPE室関係 2020年3月

兵庫県 神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院 血管撮影装置 2020年5月

兵庫県 医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院 OPE室関係 2020年6月

兵庫県 神戸大学医学部附属国際がん医療･研究ｾﾝﾀｰ OPE室関係 2020年6月

奈良県 近畿大学奈良病院 CT 2020年1月

和歌山県 白浜はまゆう病院 MRI 2019年11月

和歌山県 医療法人 誠佑記念病院 血管撮影装置 2019年12月

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ OPE室関係 2020年3月

島根県 松江市立病院 血管撮影装置 2019年7月

岡山県 医療法人平野同仁会総合病院 津山第一病院 血管撮影装置 2019年8月

岡山県 岡山労災病院 OPE室関係 2020年6月

広島県 三原市医師会病院 OPE室関係 2019年12月

広島県 県立広島病院 MRI 2020年4月

山口県 山口県済生会下関総合病院 MRI 2020年2月

山口県 山口県立総合医療ｾﾝﾀｰ 血管撮影装置 2020年2月

山口県 山口県済生会山口総合病院 MRI 2020年3月

山口県 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 OPE室関係 2020年3月

山口県 山口県済生会下関総合病院 HYBRID 2020年5月

愛媛県 市立宇和島病院 OPE室関係 2019年12月

福岡県 一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 HYBRID 2019年8月

福岡県 一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 OPE室関係 2019年8月

福岡県 医療法人社団愛和会 産科・婦人科 愛和病院 OPE室関係 2019年11月

福岡県 飯塚病院 MRI 2020年2月

福岡県 飯塚病院 OPE室関係 2020年3月

福岡県 公益財団法人健和会　健和会大手町病院 血管撮影装置 2020年3月

福岡県 医療法人 木村回生病院 OPE室関係 2020年4月

佐賀県 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 OPE室関係 2020年2月

熊本県 整形外科井上病院 OPE室関係 2019年7月

熊本県 熊本市立熊本市民病院 血管撮影装置 2019年8月

熊本県 熊本赤十字病院 OPE室関係 2019年9月

鹿児島県 医療法人 天陽会 中央病院 OPE室関係 2019年11月

鹿児島県 公益社団法人昭和会 今給黎総合病院 OPE室関係 2020年3月



沖縄県 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 MRI 2020年4月

沖縄県 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 血管撮影装置 2020年4月


