
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

北海道大学病院
〒060-8648

札幌市北区北14条西5丁目
011-716-1161

北海道医療センター
〒063-0005

札幌市西区山の手5条7-1-1
011-611-8111

留萌市立病院
〒077-8511

北海道留萌市東雲町2丁目16番地1
0164-49-1011

旭川医科大学病院
〒078-8510

旭川市緑が丘東2-1-1-1
0166-65-2111

むつ総合病院
〒035-8601

青森県むつ市小川町1-2-8
0175-22-2111

秋田大学医学部附属病院
〒010-8543

秋田県秋田市広面字蓮沼44-2
018-834-1111

仙台市立病院
〒982-8502

仙台市太白区あすと長町一丁目1番1号
022-308-7111

東北大学病院
〒980-8574

仙台市青葉区星陵町1-1
022-717-7000

南東北医療クリニック
〒963-8052

福島県郡山市八山田7-161
024-934-5322

福島県立医科大学附属病院
〒960-1295

福島県福島市光が丘1番地
024-547-1111

岩手医科大学附属病院
〒020-8505

岩手県盛岡市内丸19-1
019-651-5111

日本海総合病院
〒998-8501

山形県酒田市あきほ町30番地
0234-26-2001

山形大学医学部附属病院
〒990-9585

山形市飯田西2-2-2
023-633-1122

治療対応病院リスト

各病院からのご回答を元に一覧にしました。

※ご協力頂いた下記の病院に実際にかかる場合は必ず前もってお問い合わせの上、確認をとってからお出かけ下さい。
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茨城県立中央病院
〒309-1703

茨城県笠間市鯉淵6528
0296-77-1121

高崎中央病院
〒370-0043

群馬県高崎市高関町498-1
027-323-2665

けいなん総合病院
〒944-8501

新潟県妙高市田町2-4-7
0255-72-3161

新潟大学医歯学総合病院
〒951-8122

新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地
025-227-2193

埼玉医科大学病院
〒350-0495

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
049-276-1111

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

東京クリニック
〒100-0004

東京都千代田区大手町2-2-1
03-3516-7151

東京慈恵会医科大学附属病院
〒105-8461

東京都港区西新橋3-19-18
03-3433-1111

駒沢腎クリニック
〒154-0012

東京都世田谷区駒沢1-19-8
03-3411-7377

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

国立成育医療研究センター病院
〒157-8535

東京都世田谷区大蔵2-10-1
03-3416-0181

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

順天堂大学医学部附属病院
〒113-8421

東京都文京区本郷2-1-1
03-3813-3111

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

東京女子医科大学東医療センター
〒116-8567

東京都荒川区西尾久2-1-10
03-3810-1111

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

浅間総合病院
〒385-8558

長野県佐久市岩村田1862-1
0267-67-2295

千葉県こども病院
〒266-0007

千葉市緑区辺田町579-1
043-292-2111

新百合ケ丘総合病院
〒215-0026

神奈川県川崎市麻生区古沢都古255
044-322-0654

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

東京医科大学茨城医療センター
〒300-0395

茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1
029-887-1161
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慶応義塾大学病院
〒160-8582

東京都新宿区信濃町35
03-3353-1211

波多野医院
〒197-0011

東京都福生市福生1046 コヤマビル3階
042-551-7545

あさおクリニック
〒215-0004

川崎市麻生区万福寺1-8-10  第一優ビル
044-955-9126

武蔵野赤十字病院
〒180-8610

武蔵野市境南町1-26-1
0422-32-3111

東京西徳洲会病院
〒196-0003

東京都昭島市松原町3-1-1
042-500-4433

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

公立昭和病院（代謝内科）
〒187-8510

東京都小平市花小金井8-1-1

042-461-0052

(#8640)

さいたま北部医療センター
〒331-8625

埼玉県さいたま市北区盆栽町453
048-663-1671
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名古屋大学医学部附属病院
〒466-8550

愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地
052-741-2111

愛知医科大学病院
〒480-1195

愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又21
0561-62-3311

藤田保健衛生大学病院
〒470-1192

愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
0562-93-2111

大垣市民病院
〒503-8502

岐阜県大垣市南頬町4-86
0584-81-3341

公立陶生病院
〒489-8642

愛知県瀬戸市西追分町160番地
0561-82-5101

金沢医療センター
〒920-8650

石川県金沢市下石引町1番1号
076-262-4161

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
052-451-3165

岐阜大学医学部付属病院
〒501-1194

岐阜市柳戸1番１
058-230-6000

トヨタ記念病院
〒471-8513

愛知県豊田市平和町1-1
0565-28-0100

大阪大学医学部附属病院
〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2-15
06-6879-5111

大阪市立大学医学部附属病院
〒545-8585

大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3
06-6645-2121

大阪医科大学付属病院
〒569-8686

大阪府高槻市大学町12番7号
072-683-1221

西区南堀江大野記念病院
〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-26-10
06-6531-1815

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
0120-364-489

兵庫医科大学病院
〒663-8501

兵庫県西宮市武庫川町1-1
0798-45-6111

神戸大学付属病院
〒650-0017

神戸市中央区楠町７丁目5-2
078-382-5111

第二岡本総合病院
〒611-0025

京都府宇治市神明石塚54番地の14
0774-44-4511

京都大学医学部付属病院
〒606-8507

京都府京都市左京区聖護院川原町54
075-751-3111

白井病院
〒590-0503

大阪府泉南市新家2776
072-482-2011
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鳥取大学付属病院
〒683-8504

鳥取県米子市西町36番地の1
0859-33-1111

山口大学附属病院
〒755-8505

山口県宇部市南小串一丁目1番1号
0836-22-2275

呉医療センター
〒737-0023

広島県呉市青山町3番1号
0823-22-3111

兵庫県立姫路循環器病センター
〒670-0981

兵庫県姫路市西庄甲520
079-293-3131

岡山大学医学部・歯学部附属病院
〒700-8558

岡山県岡山市鹿田町2-5-1
086-235-7938

川島病院
〒770-0011

徳島県徳島市北佐古一番町1-39
088-631-011

香川小児病院
〒765-8501

香川県善通寺市善通寺町 2603
0877-62-0885

香川大学医学部附属病院
〒761-0793

香川県木田郡三木町池戸1750-1
087-898-5111

愛媛大学医学部附属病院
〒791-0295

愛媛県東温市志津川
089-964-5111
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九州大学病院
〒812-8582

福岡県福岡市東区馬出3-1-1
092-641-1151

大分大学医学部付属病院
〒879-5593

大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地
097-549-4411

福岡大学病院
〒814-0180

福岡市城南区七隈七丁目45番1号
092-801-1011

博賢会病院
〒812-0018

福岡県福岡市博多区住吉2-21-21
092-272-0565

一本松すずかけ病院
〒825-0004

福岡県田川市大字夏吉142
0947-44-2150

よしどめ内科・神経内科クリニック
〒870-0818

大分県大分市新春日町1-1-29
097-540-7171

福岡東医療センター
〒811-3195

福岡県古賀市千鳥1丁目1-1
092-943-2331

久留米大学病院
〒830-0011

福岡県久留米市旭町67番地
0942-35-3311

熊本大学医学部付属病院
〒860-8556

熊本市中央区本荘1-1-1
096-373-5191

垂水中央病院
〒891-2124

垂水市錦江町1-140
0994-32-5211

琉球大学医学部付属病院
〒903-0215

沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
098-895-3331
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