
病院名 住所 電話番号

長野県 長野医療生活協同組合長野中央病院 〒380-0814 長野市西鶴賀町1570 026-234-3211

長野県 長野赤十字病院 〒380-8582 長野県長野市若里五丁目22番1号 026-226-4131

長野県 長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター 〒385-0051 長野県佐久市中込3400番地28 0267-62-8181

長野県 松本協立病院 〒390-8505 長野県松本市巾上9-26 0263-35-5300

長野県 社会医療法人財団滋泉会　相澤病院 〒390-8510 長野県松本市本庄2-5-1 0263-33-8600

長野県 信州大学医学部附属病院 〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1 0263-35-4600

長野県 諏訪赤十字病院 〒392-8510 長野県諏訪市湖岸通り5丁目11番50号 0266-52-6111

長野県 伊那中央病院 〒396-8555 長野県伊那市小四郎久保1313番地1 0265-72-3121

長野県 伊南行政組合昭和伊南総合病院 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂3230 0265-82-2121

山梨県 山梨県立中央病院 〒400-8506 山梨県甲府市富士見1丁目1番1号 055-253-7111

山梨県 財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 〒405-0033 山梨県山梨市落合860 0553-23-1311

静岡県 医療法人社団宏和会岡村記念病院 〒411-0904 静岡県駿東郡清水町柿田293-1 055-973-3221

静岡県 沼津市立病院 〒410-0302 沼津市東椎路字春ノ木550番地 055-924-5100

静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 〒410-2295 静岡県伊豆の国市長岡1129番地 055-948-3111

静岡県 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 〒411-8611 静岡県駿東郡清水町長沢762-1 055-975-2000

静岡県 社団法人有隣厚生会富士病院 〒412-0043 静岡県御殿場市新橋1784 0550-83-3333

静岡県 静岡県立総合病院 〒420-8527 静岡市葵区北安東4丁目27番1号 054-247-6111

静岡県 静岡市立静岡病院 〒420-8630 静岡県静岡市葵区追手町10-93号 054-253-3125

静岡県 静岡県立こども病院 〒420-8660 静岡県静岡市葵区漆山860 054-247-6251

静岡県 静岡済生会総合病院 〒422-8527 静岡県静岡市駿河区小鹿1丁目1-1 054-285-6171

静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 〒430-8558 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 053-474-2222

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号 053-435-2111

静岡県 浜松医療センター 〒432-8580 静岡県浜松市中区富塚町328 053-453-7111

静岡県 日本赤十字社　浜松赤十字病院 〒434-8533 静岡県浜松市浜北区小林1088-1 053-401-1111 

愛知県 豊橋ハートセンター 〒441-8530 愛知県豊橋市大山町五分取21-1 0532-37-3377

愛知県 豊橋市民病院 〒441-8570 愛知県豊橋市青竹町字八間西50番地 0532-33-6111

愛知県 岡崎市民病院 〒444－8553 岡崎市高隆寺町字五所合３番地１ 0564-21-8111

愛知県 安城更生病院 〒446-8602 愛知県安城市安城町東広畔28番地 0566-75-2111

愛知県 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 〒448-8505 愛知県刈谷市住吉町5丁目15番地 0566-62-5111

愛知県 名古屋セントラル病院 〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤3-7-7 052-452-3165

愛知県 名古屋第一赤十字病院 〒453-8511 名古屋市中村区道下町3丁目35番地 052-481-5111

愛知県 名古屋掖済会病院 〒454-8502 愛知県名古屋市中川区松年町4-66 052-652-7711

愛知県 藤田医科大学ばんたね病院 〒454-8509 愛知県名古屋市中川区尾頭橋三丁目6番10号052-321-8171

愛知県 中部労災病院 〒455-8530 愛知県名古屋市港区港明1丁目10番6号 052-652-5511

愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 〒457-8510 愛知県名古屋市南区三条1-1-10 052-691-7151

愛知県 独立行政法人国立病院機構　名古屋医療センター 〒460-0001 名古屋市中区三の丸四丁目1番1号 052-951-1111

愛知県 名古屋ハートセンター 〒461-0045 愛知県名古屋市東区砂田橋一丁目1番14号 052-719-0819

愛知県 名古屋市立西部医療センター 〒462-8508 名古屋市北区平手町1丁目1番地の1 052-991-8121

愛知県 名古屋市立東部医療センター 〒464-8547 名古屋市千種区若水一丁目2番23号 052-721-7171

愛知県 名古屋大学医学部附属病院 〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65番地 052-741-2111

愛知県 名古屋第二赤十字病院 〒466-8650 名古屋市昭和区妙見町2番地の9 052-832-1121
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病院名 住所 電話番号

愛知県 名古屋市立大学病院 〒467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 052-851-5511

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 〒470-0396 豊田市浄水町伊保原500-1 0565-43-5000

愛知県 藤田医科大学病院 〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 0562-93-2111

愛知県 トヨタ記念病院 〒471-8513 愛知県豊田市平和町1丁目1番地 0565-28-0100

愛知県 半田市立半田病院 〒475-8599 愛知県半田市東洋町2丁目29番地 0569-22-9881

愛知県 愛知医科大学病院 〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又１番地１ 0561-62-3311

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 〒483-8704 愛知県江南市高屋町大松原137 0587-51-3333

愛知県 小牧市民病院 〒485-8520 愛知県小牧市常普請1-20 0568-76-4131

愛知県 春日井市民病院 〒486-8510 愛知県春日井市鷹来町1丁目1番地1 0568-57-0057

愛知県 名古屋徳洲会総合病院 〒487-0016 愛知県春日井市高蔵寺町北2丁目52番地 0568-51-8711

愛知県 公立陶生病院 〒489-8642 愛知県瀬戸市西追分町160番地 0561-82-5101

愛知県 一宮市立市民病院 〒491-8558 愛知県一宮市文京2-2-22 0586-71-1911

愛知県 稲沢市民病院 〒492-8510 愛知県稲沢市長束町沼100番地 0587-32-2111

愛知県 JA愛知厚生連　海南病院 〒498-8502 愛知県弥富市前ケ須町南本田396番地 0567-65-2511

愛知県 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 〒494-0001 愛知県一宮市開明字平1番地 0586-48-0077

岐阜県 岐阜ハートセンター 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南4丁目14-4 058-277-2277

岐阜県 岐阜市民病院 〒500-8513 岐阜県岐阜市鹿島町7丁目1番地 058-251-1101

岐阜県 岐阜県総合医療センター 〒500-8717 岐阜県岐阜市野一色4-6-1 058-246-1111

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 〒501-1194 岐阜県岐阜市柳戸1番1 058-230-6000

岐阜県 大垣市民病院 〒503-8502 岐阜県大垣市南頬町4丁目86番地 0584-81-3341

岐阜県 岐阜県立多治見病院 〒507-8522 岐阜県多治見市前畑町5丁目161 0572-22-5311

三重県 市立四日市病院 〒510-8567 三重県四日市市芝田二丁目2-37 059-352-1565

三重県 地方独立行政法人　桑名市総合医療センター 〒511-0061 桑名市寿町3丁目11番地
0594 22 1211
0594-22-1211

三重県 三重大学医学部附属病院 〒514-8507 三重県津市江戸橋2丁目174 059-232-1111

三重県 三重ハートセンター 〒515-0302 三重県多気郡明和町大字大淀2227番地1 0596-55-8188

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 〒515-8566 三重県松阪市川井町小望102 0598-21-5252

三重県 伊勢赤十字病院 〒516-8512 三重県伊勢市船江一丁目471番2 0596-28-2171

三重県 名張市立病院 〒518-0481 三重県名張市百合が丘西1番町178番地 0595-61-1100
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