
静脈圧迫処置届出受理医療機関（2022年5月9日現在）

都道府県名 医療機関名称 医療機関所在地（郵便番号） 医療機関所在地（住所） 電話番号

北海道 市立札幌病院 060-8604 札幌市中央区北１１条西１３丁目１番１号 011-726-2211

北海道 医療法人 桑園中央病院 060-0008 札幌市中央区北８条西１６丁目２８−３５ 011-621-1023

北海道 札幌医科大学附属病院 060-8543 札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地 011-611-2111

北海道 北光記念病院 065-0027 札幌市東区北２７条東８丁目１番６号 011-722-1133

北海道 社会医療法人社団愛心館 愛心メモリアル病院 065-0027 札幌市東区北２７条東１丁目１番１５号 011-752-3535

北海道 新札幌循環器病院 004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条４丁目９番２５号 011-892-1556

北海道 社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 003-0006 札幌市白石区東札幌６条６丁目５番１号 011-865-0111

北海道 医療法人社団明生会 イムス札幌消化器中央総合病院 063-0842 札幌市西区八軒２条西１丁目１−１ 011-611-1391

北海道 社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 063-0052 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６番１号 011-665-0020

北海道 市立函館病院 041-8680 函館市港町１丁目１０番１号 0138-43-2000

北海道 こにし内科・心臓血管クリニック 040-0053 函館市末広町３番１５号 0138-83-2080

北海道 医療法人社団藤澤心臓血管クリニック 047-0032 小樽市稲穂３丁目１番１６号 0134-22-2238

北海道 市立旭川病院 070-0029 旭川市金星町１丁目１番６５号 0166-24-3181

北海道 医療法人仁友会 北彩都病院 070-0030 旭川市宮下通９丁目２番１号 0166-26-6411

北海道 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 050-0076 室蘭市知利別町１丁目４５番地 0143-44-4650

北海道 市立室蘭総合病院 051-8512 室蘭市山手町３丁目８番１号 0143-25-3111

北海道 医療法人社団 刀圭会 協立病院 080-0046 帯広市西１６条北１丁目２７番地 0155-35-3355

北海道 北見赤十字病院 090-8666 北見市北６条東２丁目１番地 0157-24-3115

青森県 村上病院 030-0843 青森市浜田３−３−１４ 017-729-8888

青森県 独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院 031-8551 八戸市大字白銀町字南ヶ丘１ 0178-33-1551

青森県 十和田市立中央病院 034-0093 十和田市西十二番町１４−８ 0176-23-5121

岩手県 盛岡友愛病院 020-0834 盛岡市永井１２地割１０番地 019-638-2222

岩手県 岩手県立胆沢病院 023-0864 奥州市水沢字龍ヶ馬場６１番地 0197-24-4121

宮城県 ＪＲ仙台病院 980-0022 仙台市青葉区五橋 １−１−５ 022-266-9671

宮城県 仙台赤十字病院 982-0801 仙台市太白区八木山本町 ２ー４３ー３ 022-243-1111

宮城県 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 981-3281 仙台市泉区紫山二丁目１番１ 022-378-9111

秋田県 社会医療法人明和会 中通総合病院 010-8577 秋田市南通みその町３番１５号 018-833-1122

山形県 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 990-8545 山形市沖町７９−１ 023-682-1111

山形県 心臓・血圧満天クリニック 997-0819 鶴岡市のぞみ町５番１７号 0235-25-3222

福島県 福島第一病院 960-8251 福島市北沢又字成出１６−２ 024-557-5111

福島県 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘１ 024-547-1111

茨城県 医療法人誠潤会水戸病院 310-0055 水戸市袴塚３−２７８７−９ 029-353-7077

茨城県 総合病院土浦協同病院 300-0028 土浦市おおつ野四丁目１番１号 029-830-3711

茨城県 医療法人社団 寿星会 石岡診療所 315-0014 石岡市国府２ー４ー９ 0299-24-5080

茨城県 茨城県立中央病院 309-1793 笠間市鯉淵６５２８ 0296-77-1121

茨城県 医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病院 300-1296 牛久市猪子町８９６ 029-873-3111

茨城県 守谷慶友病院 302-0118 守谷市立沢９８０−１ 0297-45-3311

栃木県 自治医科大学附属病院 329-0498 下野市薬師寺３３１１−１ 0285-44-2111

栃木県 獨協医科大学病院 321-0293 下都賀郡壬生町大字北小林８８０ 0282-86-1111

群馬県 北関東循環器病院 377-0061 渋川市北橘町下箱田７４０ 027-232-7111

群馬県 はっとり皮膚科医院 370-0071 高崎市小八木町２０２７−４ 027-363-7755

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院 373-8585 太田市大島町４５５−１ 0276-55-2200

群馬県 医療法人 社団 三思会 東邦病院 379-2311 みどり市笠懸町阿左美１１５５ 0277-76-6311

埼玉県 かわぐち心臓呼吸器病院 333-0842 川口市前川一丁目１番地５１号 048-264-5533

埼玉県 きむら内科外科クリニック 332-0035 川口市西青木一丁目２１番１９号 048-291-8560

埼玉県 さいたま静脈瘤クリニック 332-0017 川口市栄町三丁目８番１８号 東京凮月堂川口栄町ビル２階 048-229-5056

埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 330-0834 さいたま市大宮区天沼町１−８４７ 048-647-2111

埼玉県 秀和総合病院 344-0035 春日部市谷原新田１２００番地 048-737-2121

埼玉県 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 346-8530 久喜市上早見４１８番１ 0480-26-0033

埼玉県 医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 362-0075 上尾市柏座１−１０−１０ 048-773-1111

埼玉県 草加市立病院 340-8560 草加市草加二丁目２１番１号 048-946-2200

埼玉県 医療法人 健富会 おうえんポリクリニック 359-0002 所沢市大字中富１０３７番地の１ 04-2990-5818

埼玉県 ふじみ野血管外科・内科クリニック 356-0002 ふじみ野市清見一丁目２番地１４ 049-215-7023

埼玉県 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 360-0197 熊谷市板井１６９６ 048-536-9900

埼玉県 医療法人 中村会 中村外科医院 367-0022 本庄市日の出３−７−２６ 0495-21-6211

埼玉県 さいたま市立病院 336-8522 さいたま市緑区大字三室２４６０番地 048-873-4111

埼玉県 社会医療法人 さいたま市民医療センター さいたま市民医療センター 331-0054 さいたま市西区大字島根２９９−１ 048-626-0011

埼玉県 アキ循環器・血管外科クリニック 330-0062 さいたま市浦和区仲町一丁目６番６号うらわメディカルＢｌｄ．４階４０２号室 048-825-7777

千葉県 医療法人社団翠明会 山王病院 263-0002 千葉市稲毛区山王町１６６‐２ 043-421-2221

千葉県 医療法人社団ガラテア ぴあーすクリニック 263-0043 千葉市稲毛区小仲台７−２０−５ 043-290-6767

千葉県 千葉静脈瘤・循環器クリニック 260-0031 千葉市中央区新千葉１−４−２ウェストリオ２ ７階 043-239-5831

千葉県 医療法人 鎗田病院 290-0056 市原市五井８９９ 0436-21-1655

千葉県 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞５７５ 0436-88-3111

千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下１６３−１ 04-7164-1111

千葉県 医療法人社団誠高会 おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季１１３ 04-7141-1117

千葉県 医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 277-8551 柏市篠籠田６１７ 04-7145-1111

千葉県 うのさわクリニック 270-0101 流山市東深井３８２−２０ 04-7153-8001

千葉県 東京歯科大学市川総合病院 272-0824 市川市菅野５‐１１‐１３ 0473-22-0151

千葉県 医療法人財団 明理会 行徳総合病院 272-0103 市川市本行徳５５２５−２ 047-395-1151

千葉県 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅１７１５ 0476-99-1111

千葉県 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 285-8765 佐倉市江原台２−３６−２ 043-486-1151

千葉県 ユーカリ血管クリニック 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘６−１２−３西街区２階Ｗ２１１−３ 043-463-7711

千葉県 国際医療福祉大学成田病院 286-0124 成田市畑ケ田８５２ 0476-35-5600

千葉県 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 260-0856 千葉市中央区亥鼻１−８−１ 043-222-7171

東京都 お茶の水血管外科クリニック 101-0062 千代田区神田駿河台二丁目１番４号 ヒルクレスト御茶ノ水５階 03-5281-4103

東京都 日本大学病院 101-8309 千代田区神田駿河台一丁目６番地 03-3293-1711

東京都 虎の門病院 105-0001 港区虎ノ門二丁目２番２号 03-3588-1111

東京都 東京都済生会中央病院 108-0073 港区三田一丁目４番１７号 03-3451-8211

東京都 東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿六丁目７番１号 03-3342-6111

東京都 慶應義塾大学病院 160-0016 新宿区信濃町３５番地 03-3353-1211

東京都 都庁前血管外科・循環器内科 160-0023 新宿区西新宿六丁目６番３号 新宿国際ビルディング新館６０１−２ 03-5325-6556

東京都 四谷・血管クリニック 160-0004 新宿区四谷一丁目８番地１４ 四谷一丁目ビル２階２０２号室 03-6380-6252

東京都 日本医科大学付属病院 113-0022 文京区千駄木一丁目１番５号 03-3822-2131

東京都 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 113-0033 文京区本郷三丁目１番３号 03-3813-3111

東京都 ＮＴＴ東日本関東病院 141-0022 品川区東五反田五丁目９番２２号 03-3448-6181

東京都 東邦大学医療センター大橋病院 153-8515 目黒区大橋二丁目２２番３６号 03-3468-1251

東京都 一般財団法人 自警会 東京警察病院 164-0001 中野区中野四丁目２２番１号 03-5343-5611

東京都 医療法人財団 健貢会 総合東京病院 165-0022 中野区江古田三丁目１５番２号 03-3387-5421

東京都 医療法人財団 荻窪病院 167-0035 杉並区今川三丁目１番２４号 03-3399-1101

東京都 東京都立大塚病院 170-0005 豊島区南大塚二丁目８番１号 03-3941-8131

東京都 東京ヴェインクリニック 170-0013 豊島区東池袋一丁目７番５号 池袋イースタンビル５階 03-6908-2272

東京都 池袋血管外科クリニック 171-0022 豊島区南池袋一丁目１７番２号 南池袋Ｉ−Ｎビル７階 03-5928-4888

東京都 赤羽静脈瘤クリニック 115-0045 北区赤羽二丁目１５番１０号 山田ビル３階 03-3902-1111

東京都 医療法人財団 明理会 明理会中央総合病院 114-0001 北区東十条三丁目２番１１号 03-5902-1199

東京都 社会医療法人社団 一成会 木村病院 116-0001 荒川区町屋二丁目３番７号 03-3892-3161

東京都 日本大学医学部附属板橋病院 173-0032 板橋区大谷口上町３０番１号 03-3972-8111
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東京都 医療法人社団 明芳会 板橋中央総合病院 174-0051 板橋区小豆沢二丁目１２番７号 03-3967-1181

東京都 帝京大学医学部附属病院 173-0003 板橋区加賀二丁目１１番１号 03-3964-1211

東京都 北千住静脈瘤クリニック 120-0034 足立区千住三丁目３３番地 三鈴ビル２階 03-5284-6686

東京都 医療法人社団 玲瓏会 金町中央病院 125-0042 葛飾区金町一丁目９番１号 03-3607-2001

東京都 尾花循環器クリニック 134-0088 江戸川区西葛西五丁目４番１２号 レジデンスⅢ １階 03-5878-0878

東京都 青梅市立総合病院 198-0042 青梅市東青梅四丁目１６番地５ 0428-22-3191

東京都 医療法人社団 報健会 胃腸内科・下肢静脈瘤 森末クリニック 191-0062 日野市多摩平一丁目４番１９号 藤ビル２階 042-589-3030

東京都 杏林大学医学部付属病院 181-0004 三鷹市新川六丁目２０番２号 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 府中市朝日町三丁目１６番地１ 042-314-3111

東京都 飛田給プライマリクリニック 182-0036 調布市飛田給一丁目１１番地１ ソフィア調布１階 042-444-1715

東京都 医療法人社団 青泉会 下北沢病院 155-0031 世田谷区北沢二丁目８番１６号 03-3460-0300

東京都 医療法人社団 心愛会 ＴＯＷＮ訪問診療所城南 145-0064 大田区上池台一丁目４０番６号 ガーデニア上池台１０１号室 03-3748-8228

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 横浜市東部病院 230-0012 横浜市鶴見区下末吉３−６−１ 045-576-3000

神奈川県 一般財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病院 220-8521 横浜市西区みなとみらい３−７−３ 045-221-8181

神奈川県 横浜血管クリニック 220-0073 横浜市西区岡野１−１４−１ 横浜メディカルセンタービル２Ｆ 045-534-8880

神奈川県 関内医院 231-0015 横浜市中区尾上町５−７６明治屋尾上町ビルディング３０１ 045-663-7161

神奈川県 村山クリニック 232-0021 横浜市南区真金町１−７ 045-251-2500

神奈川県 横浜保土ケ谷中央病院 240-0066 横浜市保土ケ谷区釜台町４３−１ 045-331-1251

神奈川県 聖隷横浜病院 240-8521 横浜市保土ケ谷区岩井町２１５ 045-715-3111

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 横浜市金沢区六浦東１−２１−１ 045-782-2101

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 横浜市港北区小机町３２１１ 045-474-8111

神奈川県 つなしま医院 223-0052 横浜市港北区綱島東１−６−１０ ＴʼｓＢＲＩＧＨＴＩＡ綱島３０１ 045-531-1212

神奈川県 新横浜美容外科血管外科クリニック 222-0033 横浜市港北区新横浜２−５−１４ ＷＩＳＥ ＮＥＸＴ新横浜７階 045-548-3104

神奈川県 横須賀市立うわまち病院 238-8567 横須賀市上町２−３６ 0468-23-2630

神奈川県 湘南平塚下肢静脈瘤クリニック 254-0043 平塚市紅谷町１４−２０ ＦＴ共同ビル３Ｆ 0463-74-6694

神奈川県 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 247-8533 鎌倉市岡本１３７０−１ 0467-46-1717

神奈川県 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 251-0041 藤沢市辻堂神台１−５−１ 0466-35-1177

神奈川県 湘南藤沢心臓血管クリニック 252-0804 藤沢市湘南台１−９−１ エクシード湘南台１Ｆ 0466-41-2810

神奈川県 上大岡静脈瘤クリニック 233-0002 横浜市港南区上大岡西１−１６−２５ ４Ｆ 045-374-3618

神奈川県 医療法人社団明芳会 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 ⾧津田ファミリークリニック 226-0027 横浜市緑区⾧津田５−４−１⾧津田クリニックビル２Ｆ 045-988-2201

神奈川県 医療法人社団緑成会 横浜総合病院 225-0025 横浜市青葉区鉄町２２０１−５ 045-902-0001

神奈川県 社会医療法人財団石心会 第二川崎幸クリニック 212-0021 川崎市幸区都町３９−１ 044-511-1322

神奈川県 川崎鶴見血管外科クリニック 212-0014 川崎市幸区大宮町５−６ コ・オリナ・ビル４Ｆ 044-223-6230

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 211-0021 川崎市中原区木月住吉町１−１ 044-411-3131

神奈川県 医療法人社団亮正会 総合高津中央病院 213-0001 川崎市高津区溝口１−１６−７ 044-822-6121

神奈川県 溝の口慶友クリニック 213-0011 川崎市高津区久本３−１−３１ユーランド溝ノ口ビル４Ｆ 044-850-8080

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生２−１６−１ 044-977-8111

神奈川県 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 252-0392 相模原市南区桜台１８−１ 042-742-8311

新潟県 社会医療法人嵐陽会 三之町病院 955-0071 三条市本町５丁目２番３０号 0256-33-0581

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 951-8520 新潟市中央区旭町通一番町７５４番地 025-223-6161

富山県 富山市立 富山市民病院 939-8511 富山市今泉北部町２番地１ 076-422-1112

富山県 富山県済生会富山病院 931-8533 富山市楠木３３番１ 076-437-1111

富山県 富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 936-8585 滑川市常盤町１１９番地 076-475-1000

富山県 かみいち総合病院 930-0391 中新川郡上市町法音寺５１ 076-472-1212

富山県 国立大学法人富山大学附属病院 930-0194 富山市杉谷２６３０ 076-434-2281

石川県 医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院 920-0007 金沢市田中町は１６番地 076-253-8000

石川県 石川県済生会金沢病院 920-0353 金沢市赤土町ニ１３−６ 076-266-1060

石川県 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 926-8605 七尾市富岡町９４ 0767-52-3211

石川県 国立大学法人 金沢大学附属病院 920-8641 金沢市宝町１３番１号 076-265-2000

福井県 福井県済生会病院 918-8503 福井市和田中町舟橋７−１ 0776-23-1111

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

⾧野県 藤森病院 390-0811 松本市中央２丁目９番８号 0263-33-3672

⾧野県 さくら血管病クリニック 390-0852 松本市島立３２８−１ 0263-47-1500

⾧野県 社会医療法人栗山会 飯田病院 395-8505 飯田市大通１−１５ 0265-22-5150

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

⾧野県 佐久市立国保 浅間総合病院 385-8558 佐久市岩村田１８６２−１ 0267-67-2295

⾧野県 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 390-8621 松本市旭３−１−１ 0263-35-4600

岐阜県 岐阜市民病院 500-8323 岐阜市鹿島町７−１ 058(251)1101

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

岐阜県 松波総合病院 501-6062 羽島郡笠松町田代１８５−１ 058(388)0111

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃中部医療センター 東濃厚生病院 509-6101 瑞浪市土岐町７６−１ 0572(68)4111

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

静岡県 久道医院 411-0942 駿東郡⾧泉町中土狩８７８−６ 055-986-6387

静岡県 富士 足・心臓血管クリニック 417-0073 富士市浅間本町１−４３ 0545-54-0357

静岡県 静岡赤十字病院 420-0853 静岡市葵区追手町８番２号 054(254)4311

静岡県 静岡市立清水病院 424-8636 静岡市清水区宮加三１２３１番地 054-336-1111

静岡県 社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院 425-0088 焼津市大覚寺二丁目３０番地の１ 054(628)5500

静岡県 藤枝市立総合病院 426-8677 藤枝市駿河台四丁目１番１１号 054(646)1111

静岡県 浜松医療センター 432-8580 浜松市中区富塚町３２８番地 053-451-2711

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 浜松市中区住吉二丁目１２番１２号 053-474-2232

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 431-3192 浜松市東区半田山一丁目２０番１号 053-435-2604

愛知県 春岡通クリニック 464-0847 名古屋市千種区春岡通５−１５ 052-888-8600

愛知県 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 464-8547 名古屋市千種区若水１−２−２３ 052-721-7171

愛知県 名古屋ハートセンター 461-0045 名古屋市東区砂田橋１−１−１４ 052-719-0810

愛知県 名鉄病院 451-0052 名古屋市西区栄生２−２６−１１ 052-551-6121

愛知県 いまず外科 451-0042 名古屋市西区那古野２−２２−１６ 052-561-5766

愛知県 いわた血管外科クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅４−１−３クリスタルＭＡビル９階 052-566-0013

愛知県 金山駅前心臓と血管のクリニック 金子医院 460-0022 名古屋市中区金山１−１５−１０ ＮＦＣ金山駅前ビル５階 052-890-7011

愛知県 藤田医科大学ばんたね病院 454-8509 名古屋市中川区尾頭橋３−６−１０ 052-321-8171

愛知県 総合病院 南生協病院 459-8016 名古屋市緑区南大高２−２０４ 052-625-0373

愛知県 医療法人澄心会豊橋ハートセンター 441-8071 豊橋市大山町五分取２１−１ 0532-37-3377

愛知県 一宮市立市民病院 491-0041 一宮市文京２−２−２２ 0586-71-1911

愛知県 大雄会第一病院 491-0025 一宮市羽衣１−６−１２ 0586-72-1211

愛知県 公立陶生病院 489-0065 瀬戸市西追分町１６０ 0561-82-5101

愛知県 医療法人社団喜峰会東海記念病院 487-0031 春日井市廻間町大洞６８１−４７ 0568-88-0568

愛知県 碧南市民病院 447-0084 碧南市平和町３−６ 0566-48-5050

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 446-8602 安城市安城町東広畔２８ 0566-75-2111

愛知県 常滑市民病院 479-8510 常滑市飛香台３−３−３ 0569-35-3170

愛知県 あいちハートクリニック 472-0054 知立市東上重原６−７０ 0566-91-5810

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

愛知県 名古屋大学医学部附属病院 466-0065 名古屋市昭和区鶴舞町６５ 052-741-2111

三重県 市立四日市病院 510-8567 四日市市芝田二丁目２番３７号 0593-54-1111

三重県 すずきメディカルクリニック 513-0835 鈴鹿市平野町７７４３−１ 0593-67-0100

三重県 津さくらばしクリニック 514-0003 津市桜橋３丁目４４６−２０ 059-271-9271

三重県 おおたクリニック 515-0043 松阪市下村町９９３ 0598-29-1213
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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 松阪市川井町字小望１０２ 0598-21-5252

三重県 伊勢赤十字病院 516-0008 伊勢市船江一丁目４７１番２ 0596-28-2171

三重県 社会医療法人畿内会 岡波総合病院 518-0842 伊賀市上野桑町１７３４番地 0595-21-3135

滋賀県 大津赤十字病院 520-0046 大津市⾧等一丁目１番３５号 077-522-4131

滋賀県 市立大津市民病院 520-0804 大津市本宮二丁目９番９号 077-522-4607

滋賀県 ⾧浜赤十字病院 526-0053 ⾧浜市宮前町１４番７号 0749-63-2111

滋賀県 市立⾧浜病院 526-0043 ⾧浜市大戌亥町３１３番地 0749-68-2300

滋賀県 社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 520-3046 栗東市大橋二丁目４番１号 077-552-1221

京都府 西陣病院 602-8319 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町１０３５ 075-461-8800

京都府 宇治武田病院 611-0021 宇治市宇治里尻３６−２６ 0774-25-2500

京都府 医療法人社団医聖会 学研都市病院 619-0238 京都府相楽郡精華町精華台７丁目４−１ 0774-98-2123

京都府 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 607-8062 京都市山科区音羽珍事町２ 075-593-4111

京都府 京都第一赤十字病院 605-0981 京都市東山区本町十五丁目七四九 075-561-1121

京都府 独立行政法人地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター 603-8151 京都市北区小山下総町２７ 075-441-6101

京都府 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 625-8585 舞鶴市字浜１０３５ 0773-62-2510

大阪府 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 591-8025 堺市北区⾧曾根町１１７９番地の３ 072-252-3561

大阪府 大阪医科薬科大学病院 569-0801 高槻市大学町２番７号 0726-83-1221

大阪府 社会医療法人 祐生会 みどりヶ丘病院 569-1121 高槻市真上町３丁目１３番１号 072-681-5717

大阪府 社会医療法人愛仁会 高槻病院 569-1115 高槻市古曽部町一丁目３番１３号 072-681-3801

大阪府 医療法人登桜会 まつい血管内科・静脈瘤クリニック 569-1123 高槻市芥川町一丁目１１番２号 ＯＳＡＫＡＹＡビル３階 072-686-6000

大阪府 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 596-0042 岸和田市加守町四丁目２７番１号 0724-45-9915

大阪府 社会医療法人 愛仁会 井上病院 564-0053 吹田市江の木町１６番１７号瀧川ビル 06-6385-8651

大阪府 医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 565-0814 吹田市千里丘西２１−１ 06-6878-1110

大阪府 大阪赤十字病院 543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号 06-6774-5111

大阪府 多根総合病院 550-0025 大阪市西区九条南一丁目１２番２１号 06-6581-1071

大阪府 公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 550-0006 大阪市西区江之子島２丁目１番５４号 06-6443-3446

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 545-0051 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号 06-6645-2851

大阪府 医療法人寛陽会 ハルカス川崎クリニック 545-6021 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番４３号あべのハルカス２１階 06-6623-0236

大阪府 関西医科大学附属病院 573-1191 枚方市新町二丁目３番１号 072-804-0101

大阪府 市立ひらかた病院 573-1013 枚方市禁野本町２丁目１４番１号 072-847-2821

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 533-0024 大阪市東淀川区柴島１丁目７番５０号 06-6322-2250

大阪府 医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院 530-0001 大阪市北区梅田二丁目４番３２号 06-6341-8651

大阪府 一般財団法人 住友病院 530-0005 大阪市北区中之島五丁目３番２０号 06-6443-1261

大阪府 医療法人見宜堂 梅田血管外科クリニック 530-0057 大阪市北区曽根崎二丁目１番１２号国道ビル５Ｆ 06-6232-8601

大阪府 医療法人 なんば坂本外科クリニック 556-0011 大阪市浪速区難波中一丁目１０番４号南海ＳＫ難波ビル４階 06-6585-7310

大阪府 社会医療法人大道会 森之宮病院 536-0025 大阪市城東区森之宮二丁目１番８８号 06-6969-0111

大阪府 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会野江病院 536-0001 大阪市城東区古市１丁目３番２５号 06-6932-0401

大阪府 大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通２丁目１３−２２ 06-6929-1221

大阪府 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 581-0011 八尾市若草町１番１７号 072-993-8501

大阪府 堺平成病院 599-8236 堺市中区深井沢町６番地１３ 072-278-2461

大阪府 大阪回生病院 532-0003 大阪市淀川区宮原一丁目６番１０号 06-6393-6234

大阪府 医療法人 下肢静脈瘤研究会 坂田血管外科クリニック 541-0043 大阪市中央区高麗橋一丁目７番３号Ｔｈｅ Ｋｉｔａｈａｍａ ＰＬＡＺＡ３階 06-6121-2368

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 553-0003 大阪市福島区福島四丁目２番７８号 06-6441-5451

大阪府 独立行政法人 地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 573-0013 枚方市星丘四丁目８番１号 072-840-2641

大阪府 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 573-0153 枚方市藤阪東町一丁目２番１号 072-858-8233

大阪府 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 564-0013 吹田市川園町１番２号 06-6382-1521

大阪府 市立岸和田市民病院 596-0822 岸和田市額原町１００１番地 0724-45-1000

大阪府 八尾市立病院 581-0069 八尾市龍華町一丁目３番１号 072-922-0881

大阪府 大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘２番１５号 06-6879-5111

兵庫県 公益財団法人 甲南会 甲南医療センター 658-0064 神戸市東灘区鴨子ケ原１丁目５−１６ 078-851-2161

兵庫県 神戸百年記念病院 652-0855 神戸市兵庫区御崎町１丁目９番１号 078-681-6111

兵庫県 神戸朝日病院 653-0801 神戸市⾧田区房王寺町３丁目５番２５号 078-612-5151

兵庫県 新須磨病院 654-0048 神戸市須磨区衣掛町３丁目１番１４号 078-735-0001

兵庫県 兵庫医科大学病院 663-8131 西宮市武庫川町１−１ 0798-45-6111

兵庫県 社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓脳・血管センター 662-0911 西宮市池田町３番２５号 0798-36-1880

兵庫県 羽田皮膚科 663-8136 西宮市笠屋町８番３５号 0798-41-5556

兵庫県 北播磨総合医療センター 675-1392 小野市市場町９２６番地の２５０ 0794-88-8800

兵庫県 兵頭内科眼科・ハートクリニック 661-0001 尼崎市塚口本町一丁目２１番５号 06-6422-0777

兵庫県 医療法人協和会協立病院 666-0016 川西市中央町１６−５ 072-758-1131

兵庫県 姫路聖マリア病院 670-0801 姫路市仁豊野６５０ 079-265-5111

兵庫県 製鉄記念広畑病院 671-1122 姫路市広畑区夢前町３丁目１番地 0792-36-1038

兵庫県 姫路赤十字病院 670-8540 姫路市下手野１丁目１２−１ 079-294-2251

兵庫県 社会医療法人三栄会ツカザキ病院 671-1227 姫路市網干区和久６８番１ 079-272-8555

兵庫県 赤穂市民病院 678-0232 赤穂市中広１０９０番地 0791-43-3222

兵庫県 神鋼記念病院 651-0072 神戸市中央区脇浜町１丁目４−４７ 078-261-6711

兵庫県 神戸静脈瘤クリニック 651-0086 神戸市中央区磯上通七丁目１番８号三宮プラザＷＥＳＴ７階 078-414-7380

兵庫県 やまもと静脈瘤クリニック 650-0044 神戸市中央区東川崎町１丁目８番１号プロメナ神戸４階 078-382-0370

兵庫県 みどり病院 651-2133 神戸市西区枝吉１丁目１６番地 078-928-1700

兵庫県 西宮市立中央病院 663-8014 西宮市林田町８−２４ 0798-64-1515

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 650-0017 神戸市中央区楠町７丁目５−２ 078-382-5111

奈良県 医療法人康仁会西の京病院 630-8041 奈良市六条町１０２−１ 0742(35)1121

奈良県 奈良県総合医療センター 630-8581 奈良市七条西町二丁目８９７番５ 0742-46-6001

奈良県 奈良県西和医療センター 636-0802 生駒郡三郷町三室１丁目１４−１６ 0745-32-0505

奈良県 大和高田市立病院 635-8501 大和高田市礒野北町１番１号 0745(53)2901

奈良県 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 632-8552 天理市三島町２００ 07436(3)5611

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 634-0813 橿原市四条町８４０番地 0744(22)3051

和歌山県 済生会和歌山病院 640-8158 和歌山市十二番丁４５ 073-424-5185

和歌山県 国保すさみ病院 649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見２３８０ 0739-55-2065

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 641-0012 和歌山市紀三井寺８１１番地１ 073-447-2300

鳥取県 鳥取市立病院 680-8501 鳥取市的場一丁目１番地 0857-37-1522

鳥取県 鳥取県立厚生病院 682-0804 倉吉市東昭和町１５０番地 0858-22-8181

岡山県 川崎医科大学附属病院 701-0192 倉敷市松島５７７番地 086-462-1111

岡山県 総合病院 水島協同病院 712-8025 倉敷市水島南春日町１番１号 086-444-3211

岡山県 岡山赤十字病院 700-0941 岡山市北区青江二丁目１番１号 086-222-8811

岡山県 岡山市立市民病院 700-8557 岡山市北区北⾧瀬表町３丁目２０番１号 086-737-3000

岡山県 医療法人博優会 大森クリニック 700-0821 岡山市北区中山下１−６−１８ 086-222-6369

岡山県 諸國眞太郎クリニック 700-0902 岡山市北区錦町６−１７ アウルスタイル錦町２ ４階 086-224-1313

広島県 医療法人社団 仁鷹会 たかの橋中央病院 730-0042 広島市中区国泰寺町２丁目４−１６ 082-242-1515

広島県 広島市医師会運営・安芸市民病院 736-0088 広島市安芸区畑賀２丁目１４−１ 082-827-0121

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 731-0293 広島市安佐北区可部南二丁目１番１号 082-815-5211

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 722-8508 尾道市平原１丁目１０番２３号 0848-22-8111

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 738-8503 廿日市市地御前１丁目３−３ 0829-36-3111

広島県 広島逓信病院 730-8798 広島市中区東白島町１９−１６ 082-224-5355

広島県 ひろしま下肢静脈瘤クリニック 732-0828 広島市南区京橋町１番２号新京橋ビル７階２号 082-567-5530

広島県 医療法人社団 とうげ外科・胃腸科 738-0015 廿日市市本町６−２ 0829-32-6220

山口県 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター 750-0061 下関市上新地町３丁目３番８号 083-231-5811
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山口県 済生会山口総合病院 753-0078 山口市緑町２番１１号 083-901-6111

山口県 独立行政法人労働者健康安全機構 山口労災病院 756-0095 山陽小野田市大字小野田１３１５の４ 0836-83-2881

山口県 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター 752-8510 下関市⾧府外浦町１番１号 083-241-1199

山口県 そだクリニック 740-0022 岩国市山手町１丁目２−６ 0827-21-0100

徳島県 リムズ徳島クリニック 770-0047 徳島市名東町２丁目５５９−１ 088-634-1122

徳島県 きたじま田岡病院 771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保３０番地１ 088-698-1234

徳島県 徳島大学病院 770-8503 徳島市蔵本町２丁目５０番地の１ 088-631-3111

香川県 医療法人社団静正会 白石心臓血管クリニック 761-0303 高松市六条町１６６番地 087-847-0011

愛媛県 よつば循環器科クリニック 790-0062 松山市南江戸四丁目３番５３号 089-965-2211

高知県 医療法人 岡村会 岡村病院 780-0041 高知市入明町１番５号 088-822-5155

高知県 社会医療法人 仁生会 細木病院 780-8535 高知市大膳町３７ 088-822-7211

高知県 いずみの病院 781-0011 高知市薊野北町２丁目１０−５３ 088-826-5511

高知県 高知県立あき総合病院 784-0027 安芸市宝永町３番３３号 0887-34-3111

福岡県 福岡和白病院 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘２丁目２番７５号 092-608-0001

福岡県 よしだ内科・外科・足クリニック 813-0044 福岡市東区千早３丁目６−３７ＧＡＲＤＥＮＳ ＣＨＩＨＡＹＡ ２Ｆ 092-692-5515

福岡県 医療法人 原三信病院 812-0033 福岡県福岡市博多区大博町１−８ 092-291-3434

福岡県 福岡山王病院 814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜３丁目６番４５号 092-832-1100

福岡県 おだクリニック日帰り手術外科 810-0011 福岡県福岡市中央区高砂１丁目８−８サンクス渡辺通３Ｆ．４Ｆ 092-534-7507

福岡県 薬院血管外科クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院三丁目３番５号オフィスニューガイアＬＡＰＩＳ薬院８階 092-534-3001

福岡県 医療法人たけうち 六本松 足と心臓血管クリニック 810-0035 福岡市中央区梅光園一丁目１番１１−１０１号 092-707-3828

福岡県 福岡大学病院 814-0180 福岡市城南区七隈７丁目４５番１号 092-801-1011

福岡県 春日クリニック 836-0897 大牟田市青葉町３１−１１ 0944-59-3222

福岡県 福岡県済生会八幡総合病院 805-0050 福岡県北九州市八幡東区春ノ町５丁目９−２７ 093-662-5211

福岡県 小倉第一病院 803-0846 北九州市小倉北区下到津１−１２−１４ 093-582-7730

佐賀県 医療法人社団 敬愛会 佐賀記念病院 849-0917 佐賀市高木瀬町大字⾧瀬１２４０番地１ 0952-31-7771

⾧崎県 医療法人恵愛会 ヨゼフクリニック 852-8102 ⾧崎市坂本１丁目６番１号 095-814-0212

⾧崎県 ⾧崎血管外科クリニック 850-0034 ⾧崎市樺島町１−２ 095-895-5011

⾧崎県 新生病院 855-0036 島原市城内１丁目１１９３ 0957-62-5131

⾧崎県 諫早記念病院 854-0006 諫早市天満町２−２１ 0957-22-0370

⾧崎県 独立行政法人国立病院機構 ⾧崎病院 850-0835 ⾧崎市桜木町６−４１ 095-823-2261

⾧崎県 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 854-8501 諫早市永昌東町２４−１ 0957-22-1380

熊本県 熊本セントラル病院 869-1102 菊池郡菊陽町大字原水２９２１番地 096-340-5001

熊本県 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 860-0008 熊本市中央区二の丸１の５ 096-353-6501

熊本県 熊本赤十字病院 861-8520 熊本市東区⾧嶺南２−１−１ 096-384-2111

熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 866-0826 八代市竹原町１６７０ 0965-33-4151

大分県 大分岡病院 870-0105 大分市西鶴崎３丁目７番１１号 097-522-3131

大分県 山内循環器クリニック 870-0822 大分市大道町４丁目５番３０号 097-573-6699

大分県 独立行政法人地域医療機能推進機構 南海医療センター 876-0857 佐伯市常盤西町７番８号 0972-22-0547

大分県 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター 874-0011 別府市大字内竃１４７３番地 0977-67-1111

宮崎県 くわばら医院 880-0852 宮崎市高洲町２４４番地７７ 0985-38-1100

宮崎県 にいな鶴町クリニック 883-0052 日向市鶴町１丁目６番８号 0982-66-0525

宮崎県 県立延岡病院 882-0835 延岡市新小路２丁目１番地１０ 0982-32-6181

鹿児島県 今村総合病院 890-0064 鹿児島市鴨池新町１１−２３ 099-251-2221

鹿児島県 天陽会中央クリニック 892-0822 鹿児島市泉町１６番１号 099-225-8650

鹿児島県 いまきいれ総合病院 890-0051 鹿児島市高麗町４３番２５号 099-252-1090

鹿児島県 浜田医院 899-1921 薩摩川内市水引町７６１５−８ 0996(26)2107

沖縄県 医療法人おもと会 大浜第一病院 900-0005 那覇市天久１０００番地 098(866)5171

沖縄県 友愛医療センター 901-0224 豊見城市字与根５０番地５ 098-850-3811

沖縄県 医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 901-2393 中頭郡北中城村字比嘉８０１番地 098-932-1110

沖縄県 琉球大学病院 903-0125 中頭郡西原町上原２０７ 098-895-3331


