病院名

住所

電話番号

茨城県

土浦協同病院

〒300-0028 土浦市おおつ野四丁目1番1号

029-830-3711

茨城県

筑波記念病院

〒300-2622 茨城県つくば市要1187-299

029-864-1212

茨城県

筑波大学附属病院

〒305-8576 茨城県つくば市天久保2丁目1番地1

029-853-7668

茨城県

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター

〒309-1793 茨城県笠間市鯉淵6528

0296-77-1121

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

〒311-4198 茨城県水戸市双葉台3丁目3番10号

029-254-5157

茨城県

医療法人玉心会鹿嶋ハートクリニック

〒314-0146 茨城県神栖市平泉1-168

0299-77-8888

茨城県

株式会社 日立製作所 日立総合病院

〒317-0077 茨城県日立市城南町二丁目１番１号

0294-23-1111

栃木県

獨協医科大学病院

〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880

0282-86-1111

栃木県

獨協医科大学日光医療センター

〒321-2593 栃木県日光市高徳632番地

0288-76-1515

栃木県

新小山市民病院

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1

0285-36−0200

栃木県

自治医科大学附属病院

〒329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1

0285-44-2111

栃木県

国際医療福祉大学病院

〒329-2763 栃木県那須塩原市井口537-3

0287-37-2221

群馬県

群馬県立心臓血管センター

〒371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲3-12

027‒269‒7455

群馬県

群馬大学医学部附属病院

〒371-8511 群馬県前橋市昭和町三丁目39番15号

027-220-7111

千葉県

千葉大学医学部附属病院

〒260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1

043-222-7171

千葉県

千葉県救急医療センター

〒261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺3丁目32番1号

043-279-2211

千葉県

日本医科大学千葉北総病院

〒270-1694 千葉県印西市鎌苅1715

0476-99-1111

千葉県

社会医療法人木下会千葉西総合病院

〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作107−1

047-384-8111

千葉県

医療法人社団誠馨会新東京病院

〒270-2232 千葉県松戸市和名ヶ谷1271

047-711-8700

千葉県

松戸市立総合医療センター

〒270-2296 千葉県松戸市千駄堀993番地1

047-712-2511

千葉県

船橋市立医療センター

〒273-8588 千葉県船橋市金杉1丁目21番1号

047-438-3321

千葉県

社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野
〒275-8580 習志野市泉町1-1-1
病院

047-473-1281

千葉県

東京女子医科大学附属 八千代医療センター

〒276-8524 千葉県八千代市大和田新田477-96

047-458-6600

千葉県

柏市立柏病院

〒277-0825 千葉県柏市布施1-3

04-7134-2000

千葉県

医療法人社団誠高会 おおたかの森病院

〒277-0863 千葉県柏市豊四季113

04-7141-1117

千葉県

東京慈恵会医科大学附属柏病院

〒277-8567 千葉県柏市柏下163番地1

04-7164-1111

千葉県

東京ベイ・浦安市川医療センター

〒279-0001 千葉県浦安市当代島3-4-32

047-351-3101

千葉県

順天堂大学医学部附属浦安病院

〒279-0021 千葉県浦安市富岡2丁目1−1

047-353-3111

千葉県

東千葉メディカルセンター

〒283-8686 千葉県東金市丘山台三丁目6番地2

0475-50-1199

千葉県

東邦大学医療センター佐倉病院

〒285-8741 千葉県佐倉市下志津564-1

043-462-8811

千葉県

国際医療福祉大学成田病院

〒286-8520 千葉県成田市畑ケ田852

0476-35-5600

千葉県

成田赤十字病院

〒286-8523 千葉県成田市飯田町90-1

0476-22-2311

千葉県

総合病院国保旭中央病院

〒289-2511 千葉県旭市イの1326番地

0479-63-8111

千葉県

千葉県循環器病センター

〒290-0512 千葉県市原市鶴舞575

0436-88-3111

千葉県

国保直営総合病院君津中央病院

〒292-8535千葉県木1010

0438-36-1071

千葉県

医療法人鉄蕉会亀田総合病院

〒296-0041 千葉県鴨川市東町929

04-7092-2211

埼玉県

独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセ
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3
ンター

048-832-4951

埼玉県

自治医科大学附属さいたま医療センター

048-647-2111

〒330-8503 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-847
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埼玉県

済生会川口総合病院

〒332-8558 埼玉県川口市西川口5-11-5

048-253-1551

埼玉県

川口市立医療センター

〒333-0833 川口市西新井宿180

048-287-2525

埼玉県

かわぐち心臓呼吸器病院

〒333-0842 埼玉県川口市前川 1-1-51

048-264-5533

埼玉県

さいたま市立病院

〒336-8522 埼玉県さいたま市緑区三室 2460番地

048-873-4111

埼玉県

さいたま赤十字病院

〒330-8553 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地5

048-852-1111

埼玉県

草加市立病院

〒340-8560 埼玉県草加市草加2-21-1

048-946-2200

埼玉県

獨協医科大学埼玉医療センター

〒343-8555 埼玉県越谷市南越谷2-1-50

048-965-1111

埼玉県

医療法人財団明理会春日部中央総合病院

〒344-0063 埼玉県春日部市緑町5丁目9番4号

048-736-1221

埼玉県

埼玉石心会病院

〒350-1305埼玉県狭山市入間川2丁目37番20号

04-2953-6611

埼玉県

新座志木中央総合病院

埼玉県

埼玉医科大学国際医療センター

〒350-1298 埼玉県日高市山根1397-1

042-984-4111

埼玉県

イムス富士見総合病院

〒354-0021 埼玉県富士見市鶴馬1967-1

049-251-3060

埼玉県

防衛医科大学校病院

〒359-8513 埼玉県所沢市並木3-2

04-2995-1511

埼玉県

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立循環
〒360-0197 埼玉県熊谷市板井1696
器・呼吸器病センター

048-536-9900

埼玉県

医療法人社団愛友会上尾中央総合病院

〒362-8588 埼玉県上尾市柏座1-10-10

048-773-1111

東京都

日本大学病院

〒101-8309 東京都千代田区神田駿河台1-6

03-3293-1711

東京都

社会福祉法人三井記念病院

〒101-8643 東京都千代田区神田和泉町1番地

03-3862-9111

東京都

聖路加国際病院

〒104-8560 東京都中央区明石町9-1

03-3541-5151

東京都

東京慈恵会医科大学附属病院

〒105-8471 東京都港区西新橋3-19-18

03-3433-1111

東京都

国家公務員共済組合連合会虎の門病院

〒105-8470 東京都港区虎ノ門2丁目2−2

03-3588-1111

東京都

心臓血管研究所附属病院

〒106-0031 東京都港区西麻布3-2-19

03-3408-2151

東京都

国際医療福祉大学三田病院

〒108-8329 東京都港区三田1-4-3

03-3451-8121

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
〒110-8645 東京都台東区東上野2丁目23番16号
合病院

03-3833-8381

東京都

東京大学医学部附属病院

〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1

03-3815-5411

東京都

順天堂大学医学部附属順天堂医院

〒113-8431東京都文京区本郷3-1-3

03-3813-3111

東京都

東京医科歯科大学医学部附属病院

〒113-8519 東京都文京区湯島1-5-45

03-3813-6111

東京都

日本医科大学附属病院

〒113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5

03-3822-2131

東京都

医療法人社団 成和会 西新井ハートセンター病院

〒123-0845 東京都足立区西新井本町1-12-8

03-5838-0730

東京都

医療法人社団明芳会イムス葛飾ハートセンター

〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-30-1

03-3694-8100

東京都

IMSグループ医療法人社団 明芳会イムス東京葛飾総合
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-18-1
病院

03-5670-9901

東京都

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター

〒125-8506 東京都葛飾区青戸6-41-2

03-3603-2111

東京都

東京都立墨東病院

〒130-8575 東京都墨田区江東橋4-23-15

03-3633-6151

東京都

社会福祉法人仁生社江戸川病院

〒133-0052 東京都江戸川区東小岩2丁目24-18

03-3673-1221

東京都

東京臨海病院

〒134-0086 東京都江戸川区臨海町1-4-2

03-5605-8811

東京都

医療法人社団 昌医会 葛西昌医会病院

〒134-8678 東京都江戸川区東葛西6-30-3

03-5696-1611

東京都

昭和大学江東豊洲病院

〒135-8577 東京都江東区豊洲5-1-38

03-6204-6000

〒352-0001 埼玉県新座市東北1丁目7−2
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東京都

医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院

〒140-8522 東京都品川区東大井6-3-22

03-3764-0511

東京都

ＮＴＴ東日本関東病院

〒141-8625 東京都品川区東五反田5-9-22

03-3448-611

東京都

昭和大学病院

〒142-8666 東京都品川区旗の台1-5-8

03-3784-8000

東京都

独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 〒143-0013 東京都大田区大森南4-13-21

03-3742-7301

東京都

東邦大学医療センター大森病院

〒143-8541 東京都大田区大森西6-11-1

03-3762-4151

東京都

医療法人社団松和会 池上総合病院

〒146-8531 東京都大田区池上6-1-19

03-3752-3151

東京都

東京都立広尾病院

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-34-10

03-3444-1181

東京都

JR東京総合病院

〒151-8528 東京都渋谷区代々木2-1-3

03-3320-2210

東京都

独立行政法人国立病院機構東京医療センター

〒152-8902 東京都目黒区東が丘2-5-1

03-3411-0111

東京都

東邦大学医療センター大橋病院

〒153-8515 東京都目黒区大橋2-22-36

03-3468-1251

東京都

自衛隊中央病院

〒154-8532 東京都世田谷区池尻1-2-24

03-3411-0151

東京都

東京ハートリズムクリニック

〒157-0063 東京都世田谷区粕谷3-20-1

03-6371-0700

東京都

公立学校共済組合関東中央病院

〒158-8531 東京都世田谷区上用賀6-25-1

03-3429-1171

東京都

東京医科大学病院

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1

03-3342-6111

東京都

公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院

〒160-8488 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1

03-5273-7711

東京都

慶應義塾大学病院

〒160-8582 東京都新宿区信濃町35

03-3353-1211

東京都

東京女子医科大学病院

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1

03-3353-8111

東京都

医療法人財団健貢会 総合東京病院

〒165-8906 東京都中野区江古田3-15-2

0570-003-387

東京都

医療法人財団 荻窪病院

〒167-0035 東京都杉並区今川3丁目1-24

03-3399-1101

東京都

独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカ
〒169-0073 東京都新宿区百人町3-22-1
ルセンター

03-3364-0251

東京都

東京都保健医療公社 豊島病院

〒173-0015 東京都板橋区栄町33-1

03-5375-1234

東京都

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター

〒173-0015 東京都板橋区栄町35番2号

03-3964-1141

東京都

帝京大学医学部附属病院

〒173-8606 東京都板橋区加賀2-11-1

03-3964-1211

東京都

日本大学医学部附属板橋病院

〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1

03-3972-8111

東京都

板橋中央総合病院

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-12-7

03-3967-1181

東京都

武蔵野赤十字病院

〒180-8610 東京都武蔵野市境南町1-26-1

0422-32-3111

東京都

杏林大学医学部附属病院

〒181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

東京都

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記
念病院

〒183-0003 東京都府中市朝日町3-16-1

042‑314‑3141

東京都

東京都立多摩総合医療センター

〒183-8524 東京都府中市武蔵台2-8-29

042-323-5111

東京都

公立昭和病院

〒187-8510 東京都小平市花小金井八丁目1-1

042-461-0052

東京都

公益財団法人 結核予防会 新山手病院

〒189-0021 東京都東村山市諏訪町3-6-1

042-391-1425

東京都

独立行政法人国立病院機構災害医療センター

〒190-0014 東京都立川市緑町3256

042-526-5511

東京都

東海大学医学部附属八王子病院

〒192-0032 東京都八王子市石川町1838

042-639-1111

東京都

社会医療法人社団正志会 南町田病院

〒194-0004 東京都町田市鶴間4-4-1

042-799-6161

東京都

青梅市立総合病院

〒198-0042青梅市東青梅4-16-5

0428-22-3191

神奈川県 医療法人社団葵会 AOI国際病院

〒210-0822 神奈川県川崎市川崎区田町 2-9-1

044-277-5511

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

〒211-8510 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1

044-411-3131
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神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院

〒211-8533 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396

044-733-5181

神奈川県 社会医療法人財団石心会川崎幸病院

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町31番地27

044-544-4611

神奈川県 新百合ヶ丘総合病院

〒215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢都古255

044-322-9991

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

〒216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1

044-977-8111

神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院

〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3211

045-474-8111

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院

〒224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1

045-949-7000

神奈川県 横浜総合病院

〒225-0025 神奈川県横浜市青葉区鉄町2201-5

045-902-0001

神奈川県 昭和大学藤が丘病院

〒227-8501 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30

045-971-115

神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院

〒230-8765 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1

045-576-3000

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

〒231-8682 神奈川県横浜市中区新山下3丁目12番1号

045-628-6100

神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター

〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4丁目57

045-261-5656

神奈川県

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 神奈川県済生会
〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3丁目2番10号 045-832-1111
横浜市南部病院

神奈川県 横浜市立大学附属病院

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目9

045-787-2800

神奈川県 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1

045-782-2101

神奈川県 横須賀共済病院

〒238-8558 神奈川県横須賀市米が浜通1-16

046-822-2710

神奈川県 葉山ハートセンター

〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1898-1

046-875-1717

神奈川県 横浜市立市民病院

〒221-0855 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1

045-316-4580

神奈川県 横浜旭中央総合病院

〒241-0801 横浜市旭区若葉台4-20-1

045-921-6111

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

〒241-0811 神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1

045-366-1111

神奈川県 医療法人社団 公仁会 大和成和病院

〒242-0006 神奈川県大和市南林間9-8-2

046-278-3911

神奈川県 大和市立病院

〒242-8602 神奈川県大和市深見西8-3-6

046-260-0111

神奈川県 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター

〒245-8575 神奈川県横浜市戸塚区原宿3丁目60-2

045-851-2621

神奈川県 特定医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院

〒247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370番1

0467-46-1717

神奈川県 医療法人邦友会小田原循環器病院

〒250-0873 小田原市矢作296-1

0465-48-7211

神奈川県 小田原市立病院

〒250-8558 神奈川県小田原市久野46番地

0465‐34‐3175

神奈川県 東芝林間病院

〒252-0385 神奈川県相模原市南区上鶴間7-9-1

042-742-3577

神奈川県 北里大学病院

〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1

042-778-8111

神奈川県 医療法人社団 康心会 湘南東部総合病院

〒253-0083 茅ヶ崎市西久保500番地

0467‐83‐9111

神奈川県 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院

〒254-8502 神奈川県平塚市追分9-11

0463-32-1950

神奈川県 東海大学医学部附属病院

〒259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143

0463-93-1121
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