
都道府県 施設名称 住所
旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目
国立札幌病院 札幌市白石区菊水4条2丁目3-54
市立函館病院 函館市弥生町2-33
市立釧路総合病院 釧路市春湖台1-12
総合病院北見赤十字病院 北見市北６条東２丁目1番地
市立札幌病院 札幌市中央区北11条西3丁目
帯広厚生病院 帯広市西7条南8丁目1番地
青森県立中央病院 青森市東造道2-1-1
八戸市立市民病院 八戸市大字田向字毘沙門平1番地
岩手医科大学附属病院 盛岡市内丸19-1
県立久慈病院 久慈市中町1-67
県立大船渡病院 大船渡市大船渡町字山馬越10-1
国立仙台病院 仙台市宮城野区宮城野2-8-8
仙台市立病院 仙台市若林区清水小路3-1
古川市立病院 古川市千手寺町2-3-10

秋田県 秋田赤十字病院 秋田市上北手猿田字苗代沢222番地1
山形県 山形県立中央病院 山形市桜町7-17

いわき市立総合磐城共立病院 いわき市内郷御厩町久世原16
財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院 郡山市西ノ内2-5-20
総合会津中央病院 会津若松市鶴賀町1-1
国立水戸病院 水戸市東原3-2-1
筑波メディカルセンター病院 つくば市天久保1-3-1
総合病院土浦協同病院 土浦市真鍋新町11
茨城西南医療センター病院 猿島郡境町2190
済生会宇都宮病院 宇都宮市竹林町911-1
足利赤十字病院 足利市本城3-2100
大田原赤十字病院 大田原市住吉町2丁目7番3号
国立高崎病院 高崎市高松町36
前橋赤十字病院 前橋市朝日町3-21-36
千葉県救急医療センター 千葉市美浜区磯辺3-32-1
総合病院国保旭中央病院 旭市イの1326
国保直営総合病院君津中央病院 木更津市桜井1010
亀田総合病院 鴨川市東町929
国保松戸市立病院 松戸市上本郷4005
成田赤十字病院 成田市飯田町90-1
船橋市立医療センター 船橋市金杉1-21-1
日本医科大学付属千葉北総病院 印旛郡印旛村鎌苅1715
大宮赤十字病院 与野市上落合903
埼玉医科大学総合医療センター 川越市鴨田字辻道町1981
深谷赤十字病院 深谷市上柴町西5-8-1
防衛医科大学校病院 所沢市並木3-2
川口市立医療センター 川口市大字西新井宿180
獨協医科大学越谷病院 越谷市南越谷2丁目1番50号
日本医科大学附属病院 文京区千駄木1-1-5
国立病院東京医療センター 目黒区東が丘2-5-1
東邦大学医学部附属大森病院 大田区大森西6-11-1
杏林大学医学部附属病院 三鷹市新川6-20-2
都立広尾病院 渋谷区恵比寿2-34-10
東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町1163
武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町1-26-1
帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀2-11-1
日本医科大学附属多摩永山病院 多摩市永山1-7-1
都立墨東病院 墨田区江東橋4-23-15
東京女子医科大学病院 新宿区河田町8-1
都立府中病院 府中市武蔵台2-9-2
駿河台日本大学病院 千代田区神田駿河台1-8-13
日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町30-1
公立昭和病院 小平市天神町2-450
国立病院東京災害医療センター 立川市緑町3256
東京医科大学病院 新宿区西新宿6-7-1
昭和大学病院 品川区旗の台1-5-8
東京女子医科大学附属第二病院 荒川区西尾久2-1-10
聖路加国際病院 中央区明石町9-1
青梅市立総合病院 青梅市東青梅4-16-5
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聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1
国立横浜病院 横浜市戸塚区原宿町252
北里大学病院 相模原市北里1-15-1
東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋143
昭和大学藤が丘病院 横浜市青葉区藤が丘1-30
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町1197-1
横浜市立大学医学部附属浦舟病院 横浜市南区浦舟町3-46
長岡赤十字病院 長岡市日赤町2-6-1
新潟市民病院 新潟市紫竹山2-6-1
新潟県立中央病院 上越市新南町205
富山県立中央病院 富山市西長江2-2-78
厚生連高岡病院 高岡市永楽町5-10
石川県立中央病院 金沢市南新保町ヌ153
公立能登総合病院 七尾市藤橋町ア部6-4

福井県 福井県立病院 福井市四ツ井2-8-1
山梨県 山梨県立中央病院 甲府市富士見1-1-1

昭和伊南総合病院 駒ケ根市赤穂3230
長野赤十字病院 長野市大字若里1512-1
佐久総合病院 南佐久郡臼田町大字臼田197
県立岐阜病院 岐阜市野一色4-6-1
県立多治見病院 多治見市前畑町5-161
総合病院高山赤十字病院 高山市天満町3-11
大垣市民病院 大垣市南頬町4-86
岐阜県厚生農業組合連合会中濃病院 関市若草通5-1
静岡済生会総合病院 静岡市小鹿1-1-1
順天堂大学医学部附属順天堂伊豆長岡病院 田方郡伊豆長岡町長岡1129
県西部浜松医療センター 浜松市富塚町328
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 浜松市三方原町3453
静岡赤十字病院 静岡市追手町8-2
名古屋掖済会病院 名古屋市中川区松年町4-66
国立名古屋病院 名古屋市中区三の丸4-1-1
愛知医科大学附属病院 愛知郡長久手町大字岩作雁又21
藤田保健衛生大学病院 豊明市沓掛町田楽ケ窪1-98
岡崎市民病院 岡崎市若宮町2-2
豊橋市民病院 豊橋市青竹町字八間西50番地
名古屋第二赤十字病院 名古屋市昭和区妙見町2-9
小牧市民病院 小牧市常普請1-20
山田赤十字病院 度会郡御薗村高向810
三重県立総合医療センター 四日市市大字日永5450-132
大津赤十字病院 大津市長等1-1-35
長浜赤十字病院 長浜市宮前町14-7
済生会滋賀県病院 栗太郡栗東町大橋2-4-1
京都第二赤十字病院 京都市上京区釜座通丸太町上る
国立京都病院 京都市伏見区深草向畑町1-1
京都第一赤十字病院 京都市東山区本町15-749
大阪府立病院 大阪市住吉区万代東3-1-56
関西医科大学附属病院 守口市文園町10-15
大阪府立千里救命救急センター 吹田市津雲台1-1 D5
国立大阪病院 大阪市中央区法円坂2-1-14
近畿大学医学部附属病院 大阪狭山市大野東377-2
大阪府三島救命救急センター 高槻市南芥川町11-1
大阪市立総合医療センター 大阪市都島区都島本通2-13-22
大阪府立泉州救命救急センター 泉佐野市りんくう往来北2-24
大阪府立中河内救命救急センター 東大阪市西岩田3丁目4番13号
大阪大学医学部附属病院救命救急センター 吹田市山田丘2-15
神戸市立中央市民病院 神戸市中央区港島中町4-6
兵庫医科大学病院 西宮市武庫川町1-1
県立姫路循環器病センター 姫路市西庄甲520
公立豊岡病院但馬救急センター 豊岡市立野町6-35
県立奈良病院 奈良市平松1-30-1
奈良県立医科大学附属病院 橿原市四条町840
日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山市小松原通4-20
和歌山県立医科大学附属病院 和歌山市紀三井寺811-1
鳥取県立中央病院 鳥取市江津730
鳥取大学医学部付属病院 米子市西町36-1
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島根県 島根県立中央病院 出雲市姫原4-1-1
川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577
岡山赤十字病院 岡山市青江2-1-1
津山中央病院 津山市川崎1756
社会保険広島市民病院 広島市中区基町7-33
国立呉病院 呉市青山町3-1
県立広島病院 広島市南区宇品神田1-5-54
国立岩国病院 岩国市黒磯町2-5-1
山口県立中央病院 防府市大字大崎77
山口大学医学部附属病院 宇部市大字小串1-1-1

香川県 香川県立中央病院 高松市番町5-4-16
徳島県 徳島県立中央病院 徳島市蔵本町1-10-3

愛媛県立中央病院 松山市春日町83
愛媛県立新居浜病院 新居浜市本郷3-1-1
市立宇和島病院 宇和島市御殿町1-1

高知県 高知赤十字病院 高知市新本町2-13-51
北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区西本町4-18-1
済生会福岡総合病院 福岡市中央区天神1-3-46
久留米大学病院 久留米市旭町67
飯塚病院 飯塚市芳雄町3-83
福岡大学病院 福岡市城南区七隈7-45-1
北九州総合病院 北九州市小倉南区湯川5-10-10
佐賀県立病院好生館 佐賀市水ケ江1-12-9
佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島5-1-1
国立長崎中央病院 大村市久原2-1001-1
長崎大学医学部付属病院 長崎市坂本１丁目7-1
熊本赤十字病院 熊本市長嶺町2255-209
済生会熊本病院 熊本市近見5-3-1

大分県 大分市医師会立アルメイダ病院 大分市大字宮崎1315
県立宮崎病院 宮崎市北高松町5-30
宮崎大学医学部付属病院 宮崎郡清武町大字木原5200
県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10

鹿児島県 鹿児島市立病院 鹿児島市加治屋町20-17
沖縄県 沖縄県立中部病院 具志川市字宮里208-3
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