
血管病変【末梢血管血栓溶解、PTA、ステント留置】

都道府県 病院名 URL

01北海道 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 http://www.tonan.gr.jp/

02青森県 青森労災病院 http://www.aomorih.johas.go.jp/

02青森県 青森県立中央病院 http://aomori-kenbyo.jp/

02青森県 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/index.html

03岩手県 岩手医科大学附属病院 http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/

04秋田県 中通総合病院 http://www.meiwakai.or.jp/nakadori/

05宮城県 東北大学病院 www.hosp.tohoku.ac.jp/

05宮城県 仙台医療センター www.snh.go.jp/

07福島県 総合南東北病院 http://www.minamitohoku.or.jp/

07福島県 一般財団法人　太田綜合病院附属　太田西ノ内病院 https://www.ohta-hp.or.jp/n_nishi/n_top.htm

08新潟県 新潟大学医歯学総合病院 http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

08新潟県 長岡赤十字病院 http://www.nagaoka.jrc.or.jp/

09茨城県 水戸済生会総合病院 www.mito-saisei.jp/ 

09茨城県 筑波大学附属病院 http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/

10栃木県 栃木県済生会宇都宮病院 www.saimiya.com

11群馬県 独立行政法人　国立病院機構　高崎総合医療センター http://www.tnho.jp/

12千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 www.jikei.ac.jp/hospital/kashiwa/

12千葉県 成田赤十字病院 www.narita.jrc.or.jp/

12千葉県 東京女子医科大学 八千代医療センター www.twmu.ac.jp/TYMC/

12千葉県 東京歯科大学市川総合病院 http://www.tdc.ac.jp/hospital/igh/

12千葉県 日本医科大学千葉北総病院 http://hokuso-h.nms.ac.jp/

13東京都 慶應義塾大学病院 www.hosp.keio.ac.jp/

13東京都 日本赤十字社医療センター www.med.jrc.or.jp

13東京都 日本医科大学付属病院 hosp.nms.ac.jp

13東京都 東大和病院 www.yamatokai.or.jp/higasiyamato

13東京都 東京医療センター www.ntmc.go.jp/

13東京都 帝京大学医学部附属病院 http://www.teikyo-hospital.jp/

13東京都 東京逓信病院 http://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/

13東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 http://www.tmd.ac.jp/medhospital/

13東京都 武蔵野赤十字病院 http://www.musashino.jrc.or.jp/

14埼玉県 防衛医科大学校病院 http://www.ndmc.ac.jp/hospital/

14埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター http://www.jichi.ac.jp/center/

15神奈川県 川崎市立川崎病院 http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/

15神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 http://kosugi-h.nms.ac.jp/

15神奈川県 東海大学医学部付属大磯病院  https://www.tokai.ac.jp/oisohosp/

15神奈川県 聖マリアンナ医科大学 http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/

16山梨県 山梨大学医学部附属病院 www.hosp.yamanashi.ac.jp/ 

17長野県 国立大学法人　信州大学医学部附属病院 http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/

18静岡県 藤枝市立総合病院 http://www.hospital.fujieda.shizuoka.jp/

19愛知県 愛知医科大学病院 http://www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/

21岐阜県 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 http://www.matsunami-hsp.or.jp/

23石川県 金沢医科大学病院 http://www.kanazawa-med.ac.jp/~hospital/

24福井県 福井県済生会病院 http://www.fukui-saiseikai.com/
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25滋賀県 公立甲賀病院 www.kohka-hp.or.jp/

25滋賀県 国立大学法人滋賀医科大学 http://www.shiga-med.ac.jp/

25滋賀県 大津赤十字病院 https://www.otsu.jrc.or.jp/

26京都府 洛和会音羽病院 http://www.rakuwa.or.jp/otowa/

26京都府 医療法人　福冨士会　京都ルネス病院 http://www.renaiss.jp/

27奈良県 奈良県立医科大学附属病院 www.naramed-u.ac.jp/hospital/ 

27奈良県 天理よろづ相談所病院 http://www.tenriyorozu.jp/

28和歌山県 和歌山県立医科大学 http://www.wakayama-med.ac.jp/

29大阪府 近畿大学医学部附属病院 www.med.kindai.ac.jp/huzoku/ 

29大阪府 都島放射線科クリニック www.osaka-igrt.or.jp/

29大阪府 関西医科大学附属病院 www.kmu.ac.jp/hirakata/ 

29大阪府 医真会八尾総合病院 http://www.ishinkai.or.jp/content/hospital/

29大阪府 独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター http://www.hosp.go.jp/~ommedc/

29大阪府 関西医科大学総合医療センター http://www.kmu.ac.jp/takii/

29大阪府 一般財団法人　住友病院 http://www.sumitomo-hp.or.jp/index.php

29大阪府 大阪大学医学部附属病院 http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/

30兵庫県 公立八鹿病院 www.hosp.yoka.hyogo.jp/

30兵庫県 兵庫県立加古川医療センター http://www.kenkako.jp/

30兵庫県 兵庫県立淡路医療センター http://www.awajimc.jp/

30兵庫県 神戸大学医学部附属病院 http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/

30兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター http://www.hbhc.jp/

32広島県 中国労災病院 http://www.chugokuh.johas.go.jp/

34鳥取県 鳥取赤十字病院 http://www.tottori-med.jrc.or.jp/

34鳥取県 鳥取県立厚生病院 http://www.pref.tottori.lg.jp/kouseibyouin/

34鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 http://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/

34鳥取県 鳥取市立病院 http://hospital.tottori.tottori.jp/

35島根県 松江赤十字病院 http://www.matsue.jrc.or.jp/

35島根県 島根大学医学部附属病院 http://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/

36香川県 独立行政法人　労働者健康福祉機構 香川労災病院 https://www.kagawah.johas.go.jp/

37愛媛県 医療法人住友別子病院 http://www.sbh.gr.jp/

37愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/

38徳島県 徳島赤十字病院 http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/

39高知県 図南病院 www.hisakai.or.jp/tonan/ 

39高知県 高知医療センター http://www2.khsc.or.jp/

39高知県 高知大学医学部附属病院 http://www.kochi-ms.ac.jp/~hsptl/

40福岡県 福岡大学筑紫病院 http://www.fukuoka-u.ac.jp/chikushi/

40福岡県 久留米大学病院 https://www.hosp.kurume-u.ac.jp/

43大分県 大分県立病院 http://hospital.pref.oita.jp/

43大分県 大分大学医学部附属病院 http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/index.html

44熊本県 熊本大学医学部附属病院 http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/

45宮崎県 都城市郡医師会病院 https://www.mmah.or.jp/

46鹿児島県 鹿児島大学病院 http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/index.html?jtpl=8

47沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター www.hosp.pref.okinawa.jp/nanbu/ 
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