
非血管IVR【経皮的胆道系IVR（PTBD,胆嚢ドレナージ、ステント留置など）】

都道府県 病院名 URL

01北海道 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 http://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/

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/

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/

06山形県 山形大学医学部附属病院 http://www1.id.yamagata-u.ac.jp/

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/ 

10栃木県 那須赤十字病院 www.nasu.jrc.or.jp/

10栃木県 獨協医科大学病院 http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m.html

11群馬県 JCHO　群馬中央病院 gunma.jcho.go.jp

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/

11群馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 http://hospital.med.gunma-u.ac.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 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/

13東京都 慶應義塾大学病院 www.hosp.keio.ac.jp/

13東京都 国立国際医療研究センター病院 www.hosp.ncgm.go.jp/

13東京都 国立がん研究センター中央病院 www.ncc.go.jp/jp/ncch/ 

13東京都 東京女子医科大学病院 www.twmu.ac.jp/info-twmu

13東京都 東邦大学医療センター大森病院 www.omori.med.toho-u.ac.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 がん研究会有明病院 http://www.jfcr.or.jp/hospital/

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

13東京都 聖路加国際病院 http://hospital.luke.ac.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 医療法人五星会　菊名記念病院 http://www.kmh.or.jp/

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 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院 http://saiwaihp.jp/

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

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 静岡県立静岡がんセンター http://www.scchr.jp/

19愛知県 愛知県がんセンター中央病院 www.pref.aichi.jp/cancer-center/hosp/ 

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/

22富山県 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 http://www.kouseiren-ta.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/

24福井県 福井県立病院 http://fph.pref.fukui.lg.jp/
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25滋賀県 公立甲賀病院 www.kohka-hp.or.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 京都市立病院 http://www.kch-org.jp/

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 奈良県総合医療センター http://www.nara-hp.jp/

27奈良県 天理よろづ相談所病院 http://www.tenriyorozu.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 大阪府立急性期・総合医療センター http://www.gh.opho.jp/

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/

29大阪府 市立豊中病院 http://www.chp.toyonaka.osaka.jp/

30兵庫県 公立八鹿病院 www.hosp.yoka.hyogo.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 兵庫医科大学病院 http://www.hosp.hyo-med.ac.jp

31岡山県 倉敷成人病センター http://www.fkmc.or.jp/

31岡山県 川崎医科大学総合医療センター https://g.kawasaki-m.ac.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/

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/

40福岡県 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 www.hamanomachi.jp/

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

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

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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