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（外国人ビジネストラック） 

外 務 大 臣 

厚生労働大臣 殿 

誓 約 書 
１ 一般的事項 

（企業・団体名）          は、下記の者（以下「対象者」といいます。）の本邦入国に際し、

以下の事項を誓約いたします。 

 

（１） 対象者 

名前（アルファベット） 国籍 旅券番号 出発国・地域 本邦滞在予定期間 

     

 
（２） 誓約内容 

ア 対象者の訪日目的が真に急を要し、必要不可欠なものであること。 

訪 日 目 的 ： 

(真に急を要し、 

必要不可欠な理由

を具体的に記載。） 

 

イ 対象者が、入国前 14日以内に出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第 319号）に基づく入国拒否

の対象地域（出発国・地域を除く。）に滞在歴がないことを保証すること。（注） 

  （注）出発国・地域から訪日する途中で入国拒否の対象地域を経由する際、当該国・地域に入国・入域

許可を受けて入国・入域している場合は、滞在歴があるものとします。 

ウ 対象者に対し、本邦入国後に厚生労働省の要請に従った行動及び本邦入国後 14 日間は別添の本邦活動

計画書の記載事項に従った行動をとらせ、そのために必要な管理を行うこと。本誓約書を含む必要書類

が提出できない場合又は書類に不備がある場合、本邦活動計画書の記載事項にかかわらず、対象者は本

邦入国後１４日間、自宅又は宿泊場所で待機し、不特定の者との接触を行わないことが要請される場合

があることを理解すること。 

エ 対象者に対し、本邦活動計画書の記載事項にかかわらず新型コロナウイルス感染症の感染拡大につな

がるおそれのある対人接触や行動を行わないよう指導及び監督すること。 

オ 対象者が、上記ウの厚生労働省の要請に反する行動をとった場合又は上記エの指導若しくは監督に従

わない場合には厚生労働省検疫所業務管理室に対して、また、新型コロナウイルス感染症の疑いのある

症状を有することが確認された場合には、主なビジネス関係での滞在場所を管轄する保健所及び対象者

のその時点の所在地を管轄する保健所に対して、直ちに報告するとともに、日本国政府の関係当局の指

示に従うこと。 

 

２ 防疫事項 

 当企業・団体として、以下の事項について、対象者に説明の上、本人の同意を得たこと、また、その実施

を確保するため必要な措置をとることを誓約いたします。 

（１）対象者は、入国前 14 日間、検温を行い、仮に発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイル

ス感染症の症状が認められる場合には、本邦への渡航を中止すること。 

（２）対象者は、現地出発前 72 時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、所定のフォーマット

を用いて現地医療機関から、「陰性」であることを証明する検査証明を取得すること。また、本邦入国

時に、次のとおり、検査証明又はその写しを提示・提出すること。 

ア 対象者は、入国拒否の対象地域から入国する場合には、検疫官及び入国審査官に対し、当該証明

又はその写しを提示・提出すること。また、対象者は、入国審査官に当該証明又はその写しを提出で

きない場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、入国拒否の対象となることについて理

解すること。 

   イ 対象者は、入国拒否の対象地域ではない国・地域から入国する場合には、検疫官に対し、当該証
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明又はその写しを提出すること。 

 

 

（３）対象者は、入国時に、民間医療保険（滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。）に加入して

いること。 

（４）対象者又は受入企業・団体は、 

ア 入国拒否の対象地域から入国する場合、入国時に、対象者又は受入企業・団体が使用するスマート

フォンにＬＩＮＥアプリをインストールし、また、入国後 14日間毎日、同アプリを活用し、主なビジ

ネス関係での滞在場所を管轄する保健所に対象者の健康状態の報告を行うこと。 

イ 入国拒否の対象地域ではない国・地域から入国する場合は、受入企業・団体の管理の下で、入国後

14日間、対象者の健康フォローアップを行い、健康状態に問題があれば「帰国者・接触者相談センタ

ー」に連絡をすること。 

（５）対象者は、入国時に、携行するスマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、

また、入国後 14日間、同アプリの機能を利用すること。 

（６）対象者は、入国時に、携行するスマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始 

し、また、入国後 14日間、位置情報を保存すること。 

（７）対象者は、入国拒否の対象地域から入国する場合には、入国時、新型コロナウイルス感染症の検査を

受け、その結果が判明するまで、検疫所長が指示した待機場所に留り、他の者と接触しないこと。 

（８）上記２（７）に該当する対象者については、空港外の検査結果待機場所が必要な場合、待機場所は自

宅又は受入企業・団体が確保した施設とし、その費用は受入企業・団体が負担すること。 

（９）対象者は、入国後 14日間、移動手段を下記のいずれかに限ること。 

  ・自家用車  ・受入企業・団体所有車両  ・レンタカー  ・ハイヤー 

（10）対象者は、入国後 14 日間、ビジネス関係での滞在場所（受入企業・団体や取引先のオフィス・工場

等）を業務上必要最小限のものにすること。 

（11）対象者は、入国後 14 日間、検査結果待機場所、宿泊場所及びビジネス関係での滞在場所でのみ行動

し、接待・会食等についてもこれらの場所にて実施すること。 

（12）対象者は、入国後 14日間、検査結果待機場所、宿泊場所及びビジネス関係での滞在場所においては、

個室を用いるなど、必要最小限の関係者以外に、不特定の者との接触を行わないこと。 

（13）受入企業・団体は、対象者の入国後 14 日間、日時、滞在場所ごとに対象者が接触した者を記録する

こと。 

（14）対象者は、入国後 14 日間、本邦活動計画書に基づき検疫所長が指定した場所以外には滞在又は移動

しないこと。 

（15）入国後 14 日以内に対象者が有症状となった場合、対象者は、ビジネス関係での滞在・移動を中止す

るとともに、受入企業・団体は、速やかに対象者のその時点の所在地を管轄する「帰国者・接触者相

談センター」に電話連絡し、滞在していた地域を伝え、対象者を指定された医療機関に受診させるこ

と。 

（16）入国後 14 日以内（本邦出国後２日以内を含む。）に対象者が陽性となった場合、対象者及び受入企

業・団体は、発症２日前から隔離開始までに接触があった濃厚接触者リストやスマートフォン等に保

存した入国後の位置情報を速やかに管轄保健所に提供・提示するなど、その調査(感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律第 15条に基づく積極的疫学調査）に協力すること。 

（17）受入企業・団体は、対象者が上記（６）の位置情報の保存を行うこと及び上記（16）の調査への協力

として必要な情報提供を求められた際には位置情報を提示することにつき、あらかじめ対象者本人の

同意を書面でとりつけておくこと。 

（18）受入企業・団体は、下記の感染防止対策を徹底すること。 

対象者及び接触者の①マスク着用、②手指消毒の徹底、③「３密」を避ける 

（19）受入企業・団体は、対象者の入国後 14 日間、対象者と接触する者に対して、一般衛生対策を徹底す

るよう注意喚起すること、また、発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症

状が生じた場合には直ちに受入責任者に連絡するよう対象者と接触する者に要請すること。 

（20）受入企業・団体は、対象者の入国後 14 日間における全ての滞在場所等について、本邦活動計画書ど

おりに実施するため必要な管理を行うこと。また、入国後やむを得ない日程変更等によって対象者に
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より同計画書にない行動がとられた場合には、当初の計画の変更内容を記した報告書を、滞在期間が

14 日間以内となる者については対象者の本邦出国時に、15 日間以上の者については対象者の入国後

15日目以降に、入国時に本邦活動計画書を提出した検疫所に提出すること。 

（21）対象者は、上記の同意事項に反したことが明らかとなった場合等、不実の記載のある文書等により査証

又は再入国関連書類提出確認書の申請を行い上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及

び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ることについて理解

すること。 

 

３ 上記１及び２の誓約に違反した場合、又は本邦活動計画書の記載内容や計画の変更内容に虚偽があっ

たと認められる場合には、関係当局により企業・団体名が公表され得るとともに、今後当企業・団体の

招へいする者に対し、本件措置に基づく本邦入国が認められないことがあることを理解します。 

年   月   日 

企業・団体名・部署名  

受入責任者名                   印 

（自署）                  

     肩書 

住所  

電話  
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（外国人レジデンストラック） 

外 務 大 臣 

厚生労働大臣 殿 

誓 約 書 
１ 一般的事項 

（企業・団体名）          は、下記の者（以下「対象者」といいます。）の本邦入国に際し、

以下の事項を誓約いたします。 

 

（１） 対象者 

名前（アルファベット） 国籍 旅券番号 出発国・地域 本邦滞在予定期間 

     

入国拒否の対象地域から入国する場合、右欄にチェックを入れること  □ 

 
（２） 誓約内容 

ア 対象者の訪日目的が真に急を要し、必要不可欠なものであること。 

訪 日 目 的 ： 

(真に急を要し、 

必要不可欠な理由

を具体的に記載。） 

 

イ 対象者が、入国前 14日以内に出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第 319号）に基づく入国拒否

の対象地域（出発国・地域を除く。）に滞在歴がないことを保証すること。（注） 

  （注）出発国・地域から訪日する途中で入国拒否の対象地域を経由する際、当該国・地域に入国・入域

許可を受けて入国・入域している場合は、滞在歴があるものとします。 

ウ 対象者に対し、本邦入国後に厚生労働省の要請に従った行動をとらせ、そのために必要な管理を行うこ

と。 

エ 対象者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大につながるおそれのある対人接触や行動を行わ

ないよう指導及び監督すること。 

オ 対象者が、上記ウの厚生労働省の要請に反する行動をとった場合又は上記エの指導若しくは監督に従

わない場合には厚生労働省検疫所業務管理室に対して、また、新型コロナウイルス感染症の疑いのある

症状を有することが確認された場合には、対象者の自宅又は宿泊場所を管轄する保健所に対して、直ち

に報告するとともに、日本国政府の関係当局の指示に従うこと。 

 

２ 防疫事項 

 当企業・団体として、以下の事項について、対象者に説明の上、本人の同意を得たこと、また、その実施

を確保するため必要な措置をとることを誓約いたします。 

（１）対象者が入国拒否の対象地域から入国する場合 

ア 対象者は、入国前 14 日間、検温を行い、仮に発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス

感染症の症状が認められる場合には、本邦への渡航を中止すること。 

イ 対象者は、現地出発前 72 時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、所定のフォーマットを

用いて現地医療機関から、「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、本邦入国時には検疫官及

び入国審査官に対し、当該証明又はその写しを提示・提出すること。また、対象者は、入国審査官に

当該証明又はその写しを提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、入国拒

否の対象となることについて理解すること。 

ウ 対象者は、入国時に、民間医療保険（滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。）に加入してい

ること。 

エ 対象者又は受入企業・団体は、入国時に、対象者又は受入企業・団体が使用するスマートフォンにＬＩ

ＮＥアプリをインストールし、また、入国後 14日間毎日、同アプリを活用し、対象者の自宅又は宿泊
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場所を管轄する保健所に対象者の健康状態の報告を行うこと。 

オ 対象者は、入国時に、携行するスマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、ま

た、入国後 14日間、同アプリの機能を利用すること。 

カ 対象者は、入国時に、携行するスマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始し、

また、入国後 14日間、位置情報を保存すること。 

キ 対象者は、入国時、新型コロナウイルス感染症の検査を受け、その結果が判明するまで、検疫所長が指

示した待機場所に留り、他の者と接触しないこと。 

ク 空港外の検査結果待機場所が必要な場合、待機場所は自宅又は受入企業・団体が確保した施設とし、そ

の費用は受入企業・団体が負担すること。 

ケ 対象者は、入国後 14日間、移動手段を下記のいずれかに限ること。 

  ・自家用車  ・受入企業・団体所有車両  ・レンタカー  ・ハイヤー 

コ 対象者は、検査結果判明後は、入国後 14 日間、自宅又は宿泊場所で待機することとし、不特定の者と

の接触を行わないこと。 

サ 入国後 14 日以内に対象者が有症状となった場合、受入企業・団体は、速やかに対象者の自宅又は宿泊

場所を管轄する「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、滞在していた地域を伝え、対象者を

指定された医療機関に受診させること。 

シ 入国後 14 日以内に対象者が陽性となった場合、対象者及び受入企業・団体は、スマートフォン等に保

存した入国後の位置情報を速やかに管轄保健所に提示するなど、その調査(感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律第 15条に基づく積極的疫学調査）に協力すること。 

ス 受入企業・団体は、対象者が上記（１）カの位置情報の保存を行うこと及び上記（１）シの調査への協

力として必要な情報提供を求められた際には位置情報を提示することにつき、あらかじめ対象者本人

の同意を書面でとりつけておくこと。 

セ 受入企業・団体は、下記の感染防止対策を徹底すること。 

対象者及び接触者の①マスク着用、②手指消毒の徹底、③「３密」を避ける 

ソ 対象者は、上記の同意事項に反したことが明らかとなった場合等、不実の記載のある文書等により査証又

は再入国関連書類提出確認書の申請を行い上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び

難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ることについて理解す

ること。 

 

（２）対象者が入国拒否の対象地域ではない国・地域から入国する場合 

ア 対象者は、入国前 14 日間、検温を行い、仮に発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス

感染症の症状が認められる場合には、本邦への渡航を中止すること。 

イ 対象者は、入国時に、民間医療保険（滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。）に加入してい

ること。 

ウ 対象者は、入国後 14日間、移動手段を下記のいずれかに限ること。 

  ・自家用車  ・受入企業・団体所有車両  ・レンタカー  ・ハイヤー 

エ 対象者は、入国後 14 日間、自宅又は宿泊場所で待機することとし、不特定の者との接触を行わないこ

と。 

オ 入国後 14日以内に対象者が陽性となった場合、対象者及び受入企業・団体は、管轄保健所の調査(感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 15条に基づく積極的疫学調査）に協力すること。 

カ 受入企業・団体は、下記の感染防止対策を徹底すること。 

①対象者及び接触者のマスク着用、②手指消毒の徹底、③「３密」を避ける 

キ 対象者は、上記の同意事項に反したことが明らかとなった場合等、不実の記載のある文書等により査証の

申請を行い上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留

資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ることについて理解すること。 

ク 対象者は、以下の事項の実施が推奨されていることを理解すること。 

 

－入国時に、携行するスマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、また、入国後 14

日間、同アプリの機能を利用すること。 

－入国時に、携行するスマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始し、また、入国
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後 14日間、位置情報を保存すること。 

－入国後 14日間毎日、自身の健康状態を観察し、有症状となった場合、速やかに自宅又は宿泊場所を管轄 

する「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、滞在していた地域を伝え、指定された医療機関を 

受診すること。 

 

３ 上記１及び２の誓約に違反した場合、関係当局により企業・団体名が公表され得るとともに、今後当

企業・団体の招へいする者に対し、本件措置に基づく本邦入国が認められないことがあることを理解し

ます。 

 

年   月   日 

企業・団体名・部署名  

受入責任者名                   印 

（自署）                  

     肩書 

住所  

電話  

 

 

 

 



外務大臣                               （２０２０年９月１７日更新） 
厚生労働大臣 殿 

本邦活動計画書 
太線枠内をすべてご記入ください。 
 
１ 入国者情報 

氏名   性別  生年月日  

国籍  旅券番号  

本国住所  

対応可能言語  

入国日  出国日(*)  

(*)日本での滞在期間が 90日未満の場合のみ記入 
 
２ 新型コロナウイルス感染症の検査結果待機場所 
  ※分類：①空港、②自宅、③受入企業・団体が確保した施設（含：保養所、寮）、④その他 

分類 名称 住所 電話番号 

    

 
 
３ 宿泊場所（入国後１４日間分について記載して下さい。） 

※分類：①自宅、②ホテル、③受入企業・団体が確保した施設（含：保養所、寮）、④その他 

分類 名称 住所 電話番号 

    

    

    

 
 
４ ビジネス関係での滞在場所（入国後１４日間分について記載して下さい。） 

※分類：①オフィス、②工場、③その他 

分類 名称 住所 電話番号 
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참고3  일본 입국자 대상 코로나 음성확인서 서식19 「 」 

 일본측은 현재 우리 검체채취 방식 중 비인두도말물 방식 만 인정 비구인(Nasopharyngeal Swab) (두 혼합의 경우 아래 양식에서 비인두도말물에 체크) 
Certificate of Testing for COVID-19

                                            Date of issue
                                                           

         
Name   Kildong HONG  Passport No.               
                       
Nationality  Republic of Korea , Date of Birth   ,   Gender   Male/Female 

This is to certify the following results which have been confirmed by testing for COVID-19 conducted with the sample taken from the above-mentioned person. 

  Medical institution               병원 영문 명칭              
  Address of the institution             병원 영문 주소              
  Signature by doctor              의사 영문 성명 및 서명      

검체채취
Sample

Check one of the   boxes below

검사법  
Testing   for COVID-19

Check one of the boxes   below

검사결과
Result

결과 판정일
Result Date

검체채취일자 및 시간
Sampling Date and Time

비고Remarks

비인두도말물
Nasopharyngeal Swab

타액 Saliva

핵산증폭검사 real   
법time RT-PCR

nucleic   acid amplification test real   time RT-PCR
핵산증폭검사 LAMP

법
nucleic   acid amplification test LAMP

항원검사
antigen   test (CLEIA) 

Negative 30 th May 2020

29 th May 2020
PM KST(Korea Standard Time)

직인
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참고4 코로나 검사 가능 의료기관 19 기준 총 개소(10.5 96 )

질병관리청 공고 제 호 참고 의료기관에서 별도의 양식으로 코로나 음성확인서 발2020-719 / 19  
급 가능 여부 등은 해당 의료기관에 사전 문의 요망

지역 기관명 주소 대표연락처
1

서울
(32)

가톨릭대학교 서울성모병원 서울특별시 서초구 반포대로222 1588-1511

2 가톨릭의대 은평성모병원 서울특별시 은평구 통일로1021 1811-7755

3 강동경희대학교병원 서울특별시 강동구 동남로892 1577-5800

4 강북삼성병원 서울특별시 종로구 새문안로29 1599-8114

5 고려대학교 구로병원 서울특별시 구로구 구로동로148 02-2626-1114

6 고려대학교 안암병원 서울특별시 성북구 고려대로73 1577-0083

7 국립중앙의료원 서울특별시 중구 을지로245 02-2260-7114

8 삼성서울병원 서울특별시 강남구 일원로 81 02-3410-2114

9 서울대학교병원 서울특별시 종로구 대학로 101 1588-5700

10 서울아산병원 서울특별시 송파구 올림픽로 길43 88 1688-7575

11 서울특별시 보라매병원 서울특별시 동작구 보라매로 길5 20 02-870-2114

12 서울특별시 서울의료원 서울특별시 중랑구 신내로156 02-2276-7000

13 순천향대학교 부속 서울병원 서울특별시 용산구 대사관로59 02-709-9114

14 연세의대 강남세브란스병원 서울특별시 강남구 언주로211 1599-6114

15 연세의대 세브란스병원 서울특별시 서대문구 연세로50-1 1599-1004

16 이화의대부속 목동병원 서울특별시 양천구 안양천로1071 1666-5000

17 인제대학교 상계백병원  서울특별시 노원구 동일로1342 02-950-1114

18 한림대부속 강남성심병원 서울특별시 영등포구 신길로1 02-829-5114

19 양지병원H+ 서울특별시 관악구 남부순환로 1636 1877-8875

20 경희의료원경희대학교병원( )  서울특별시 동대문구 경희대로23 02-958-8114

21 중앙대학교병원 서울특별시 동작구 흑석로102 1800-1114

22 한림대학교 강동성심병원 서울특별시 강동구 성내길150 1588-4100

23 한양대학교병원 서울특별시 성동구 왕십리로 222-1 02-2290-8114

24 한전의료재단 한일병원 서울특별시 도봉구 우이천로 쌍문동308( ) 02-901-3114

25 가톨릭대 여의도성모병원 서울특별시 영등포구 로 63 10 1661-7575

26 중앙보훈병원 서울특별시 강동구 진황도로 길 61 53 1800-3100

27 노원을지대학교병원 서울특별시 노원구 한글비석로 68 1899-0001

28 한국원자력의학원 원자력병원 서울특별시 노원구 노원로 75 02-970-2114

29 이화여자대학교 의과대학 부속 서울병원 서울특별시 강서구 공항대로 260 1522-7000

30 건국대학교병원 서울특별시 광진구 능동로 120-1 02-1588-1533

31 성광의료재단 강남차병원 서울특별시 강남구 논현로 566 02-3468-3000

32 서울서북병원 서울특별시 은평구 갈현로 길 7 49 02-3156-3000

33
경기
(20)

가톨릭의대의정부성모병원 경기도 의정부시 천보로271 1661-7500

34 고려대학교 부속안산병원 경기도 안산시 단원구 적금로123 1577-7516

35 국민건강보험공단 일산병원 경기도 고양시 일산동구 일산로100 1577-0013

36 명지병원 경기도 고양시 덕양구 화수로 번길 14 031-810-5114
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지역 기관명 주소 대표연락처
화정동55( )

37 분당서울대학교병원 경기도 성남시 분당구 구미로 번길 17382 1588-3369

38 분당차병원 경기도 성남시 분당구 야탑로59 1577-4488

39 순천향대학교 부속부천병원 경기도 부천시 조마루로170 1899-5700

40 한림대학교 동탄성심병원 경기도 화성시 큰재봉길7 1522-2500

41 동국대학교 일산 불교 병원( ) 경기도 고양시 일산동구 동국로 27 1577-7000

42 가톨릭대학교성빈센트병원 경기도 수원시 팔달구 중부대로 93 1577-8588

43 아주대학교병원 경기도 수원시 영통구 월드컵로 164 1688-6114

44 한림대학교 평촌 성심병원( ) 경기도 안양시 동안구 관평로 번길 17022 031-380-1500

45 한양대학교구리병원 경기도 구리시 경춘로 153 1644-9118

46 국군수도병원 경기도 성남시 분당구 새마을로 번길 17781 1688-9151

47 가톨릭대학교 부천성모병원 경기도 부천시 소사로 327 1577-0675

48 분당제생병원 경기도 성남시 분당구 서현로 번길 18020 031-779-0114

49 인제대학교 일산백병원 경기도 고양시 일산서 주화로 170 031-910-7114

50 국립암센터 경기도 고양시 일산동구 일산로 323 031-920-0114

51 원광대산본병원 경기도 군포시 산본로 321 031-390-2300

52 동수원병원 경기도 수원시 팔달구 중부대로 165 031-210-0114

53

부산
(6)

부산대학교병원 부산광역시 서구 구덕로179 051-240-7000

54 인제대학교 부산백병원 부산광역시부산진구 복지로 75 051-890-6114

55 동아대학교병원 부산광역시 서구 대신공원로 26 051-240-2000

56 좋은강안병원 부산광역시 수영구 수영로 493 남천동( ) 051-625-0900

57 인제대학교 해운대백병원 부산광역시 해운대구 해운대로 875 051-797-0100

58 고신대학교 복음병원 부산광역시 서구 감천로 262 051-990-6114

59

대구
(6)

경북대학교병원 대구광역시 중구 동덕로 130 1666-0114

60 계명대학교 동산병원 대구광역시 달서구 달구벌대로 1035 1577-6622

61 영남대학교병원 대구광역시 남구 현충로 170 1522-3114

62 칠곡경북대학교병원 대구광역시 북구 호국로 807 053-200-2114

63 대구파티마병원 대구광역시 동구 아양로 99 1688-7770

64 대구가톨릭대학교병원 대구광역시 남구 두류공원로 길 17 33 1688-0077

65
인천
(4)

길의료재단길병원 인천광역시 남동구 남동대로 번길774 21 구월동( ) 1577-2299

66 가톨릭관동대학교 국제성모병원 인천광역시 서구 심곡로 번길 100 25 1600-8291

67 가톨릭대학교 인천성모병원 인천광역시 부평구 동수로 56 1544-9004

68 인하대학교의과대학부속병원 인천광역시 중구 인항로 27 032-890-2114

69 광주
(3)

전남대학교병원 광주광역시 동구 제봉로42 1899-0000

70 조선대학교병원 광주광역시 동구 필문대로 365 062-220-3114

71 광주기독병원 광주광역시 남구 양림로 37 062-650-5000

72 대전
(4)

충남대학교병원 대전광역시 중구 문화로282 1599-7123

73 가톨릭대학교 대전성모병원 대전광역시 중구 대흥로 64 1577-0888
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지역 기관명 주소 대표연락처
74 대전을지대학교병원 대전광역시 서구 둔산서로 95 042-611-3000

75 건양대학교병원 대전광역시 서구 관저동로 158 1577-3330

76 울산
(2)

울산대학교병원 울산광역시 동구 방어진순환도로 877 052-250-7000

77 울산동강병원 울산광역시 중구 태화로239 052-241-1114

78
강원
(4)

강릉아산병원 강원도 강릉시 사천면 방동길38 033-610-4111

79 강원대학교병원 강원도 춘천시 백령로156 033-258-2000

80 한림대학교춘천성심병원 강원도 춘천시 삭주로 77 033-240-5000

81 원주세브란스기독병원 강원도 원주시 일산로 20 033-741-0114

82 충북 
(1) 충북대학교병원 충청북도 청주시 서원구 순환로 1개신동776( ) 042-269-6114

83 충남
(2)

단국의대부속병원 충청남도 천안시 동남구 망향로201 1588-0063

84 순천향대학교 부속 천안병원 충청남도 천안시 동남구 순천향 길 6 31 041-570-2114

85 전북
(3)

전북대학교병원 전라북도 전주시 덕진구 건지로201 1577-7877

86 예수병원 전라북도 전주시 완산구 서원로 365 063-230-8114

87 원광대학교병원 전라북도 익산시 무왕로 895 1577-3773

88 전남
(2)

화순전남대학교병원 전라남도 화순군 화순읍 서양로 322 1899-0000

89 성가롤로병원 전라남도 순천시 순광로 221 061-720-2000

90
경남
(5)

양산부산대학교병원 경상남도 양산시 물금읍 금오로20 1577-7512

91 경상대학교병원 경상남도 진주시 강남로 79 055-750-8000

92 삼성창원병원 경상남도 창원시 마산회원구 팔용로 158 055-233-8899

93 창원경상대학교병원 경상남도 창원시 성산구 정자로 11 055-214-1000

94 창원파티마병원 경상남도 창원시 의창구 창이대로 45 055-270-1000

95 제주
(2)

제주대학교병원 제주특별자치도 제주시 아란 길13 15 아라일동( ) 064-717-1114

96 제주한라병원 제주특별자치도 제주시 도령로 번지65 064-740-5000


