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ベルケイド®の治療を実施している医療機関（初期治療可能施設）一覧 

ここに掲載した情報は、ヤンセンファーマの「市販後のベルケイド®安全性情報ホームページ」への掲載を承諾いただいた医
療機関のみ順次掲載しているため、ベルケイド®の治療を受けられる施設がすべて掲載されているわけではございません｡

（ヤンセンファーマが推奨する医療機関をご案内するものではありません） 

掲載されていない施設で受診されている場合は、治療を受けられる施設かどうか主治医にご確認ください。 

また、掲載されている医療機関の状況や患者さんの病状によって､治療を受けることができない場合もございます｡ 
 

＊都道府県別に掲載しております。（2018年 6月 18日現在） 

 
病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

国立大学法人旭川医科大学病院 ｺｸﾎｳｱｻﾋｶﾜｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 第三内科 北海道旭川市緑が丘東二条 1-1-1 0166-65-2111 

市立旭川病院 ｼﾘﾂｱｻﾋｶﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 北海道旭川市金星町 1-1-65 0166-24-3181 

医療法人社団はらだ病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝﾊﾗﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 北海道旭川市一条通 16-7 0166-23-2780 

ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 JA ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｺｳｾｲﾚﾝｱｻﾋｶﾜｺｳｾｲﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液腫瘍科 北海道旭川市一条通 24-111-3 0166-33-7171 

日本赤十字社旭川赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｱｻﾋｶﾜｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液・腫瘍内科 北海道旭川市曙一条 1-1-1 0166-22-8111 

公益財団法人北海道医療団帯広第一

病院 
ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｲﾘﾖｳﾀﾞﾝｵﾋﾞﾋﾛﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 北海道帯広市西四条南 15-17-3 0155-25-3121  

日本赤十字社北見赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｷﾀﾐｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 
内科・総合診療

科 
北海道北見市北六条東 2-1 0157-24-3115 

独立行政法人労働者健康福祉機構釧

路労災病院 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝﾛｳﾄﾞｳｼﾔｹﾝｺｳﾌｸｼｷｺｳｸｼﾛ

ﾛｳｻｲﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科 北海道釧路市中園町 13-23 0154-22-7191 

市立釧路総合病院 ｼﾘﾂｸｼﾛｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 北海道釧路市春湖台 1-12 0154-41-6121 

砂川市立病院 ｽﾅｶﾞﾜｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 北海道砂川市西四条北 3-1-1 0125-54-2131 

日本赤十字社函館赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞｭｳｼﾞｼｬﾊｺﾀﾞﾃｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液腫瘍内科 北海道函館市堀川町 6-21 0138-51-5315 

市立函館病院 ｼﾘﾂﾊｺﾀﾞﾃﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 北海道函館市港町 1-10-1 0138-43-2000 

留萌市立病院 ﾙﾓｲｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 北海道留萌市東雲町 2-16 0164-49-1011 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

国立大学法人北海道大学病院 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 北海道札幌市北区北十四条西 5 011-716-1161 

独立行政法人国立病院機構北海道が

んセンター 
ﾄﾞﾂﾎﾟｳｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾎﾂｶｲﾄﾞｳｶﾞﾝｾﾝﾀ-  血液内科 北海道札幌市白石区菊水四条 2-3-54 011-811-9111 

市立札幌病院 ｼﾘﾂｻﾂﾎﾟﾛﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 
北海道札幌市中央区北十一条西

13-1-1 
011-726-2211 

ＫＫＲ札幌医療センター斗南病院 KKR ｻﾂﾎﾟﾛｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-ﾄﾅﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液・一般内科 北海道札幌市中央区北一条西 6 011-231-2121 

ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 
JA ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｺｳｾｲﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ

ｻﾂﾎﾟﾛｺｳｾｲﾋﾞﾖｳｲﾝ  
血液内科 北海道札幌市中央区北三条東 8-5 011-261-5331 

北海道公立大学法人札幌医科大学附

属病院 
ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｻﾂﾎﾟﾛｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 

第一内科、第四

内科 

北海道札幌市中央区南一条西

16-291-84 
011-611-2111 

斜里町国民健康保険病院  ｼﾔﾘﾁﾖｳｺｸﾎﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 北海道斜里郡斜里町青葉町 41 0152-23-2102 

医療法人東札幌病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾋｶﾞｼｻﾂﾎﾟﾛﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 
北海道札幌市白石区東札幌三条

3-7-35 
011-812-2311 

社会医療法人北楡会札幌北楡病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾎｸﾕｶｲｻﾂﾎﾟﾛﾎｸﾕﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 北海道札幌市白石区東札幌六条 6-5-1 011-865-0111 

社会医療法人札幌清田病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｻﾂﾎﾟﾛｷﾖﾀﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 北海道札幌市清田区真栄一条 1-1-1 011-883-6111 

広域紋別病院 ｺｳｲｷﾓﾝﾍﾞﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 北海道紋別市落石町 1-3-37 0158-24-3111 

医療法人菊郷会愛育病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｷｸｺﾞｳｶｲｱｲｲｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 北海道札幌市中央区南四条西 25-2-1 011-563-2211 

青森県立中央病院 ｱｵﾓﾘｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 青森県青森市東造道 2-1-1 017-726-8111 

日本赤十字社八戸赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾊﾁﾉﾍｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 青森県八戸市大字田面木 2 0178-27-3111 

独立行政法人国立病院機構弘前病院 
ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾋﾛｻｷﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ  

消化器・血液内

科 
青森県弘前市大字富野町 1 0172-32-4311 

国立大学法人弘前大学医学部附属病

院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾛｻｷﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 青森県弘前市大字本町 53 0172-33-5111 

日本赤十字社盛岡赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾓﾘｵｶｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 総合内科 岩手県盛岡市三本柳 6-1-1 019-637-3111 

岩手県立中央病院 ｲﾜﾃｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 岩手県盛岡市上田 1-4-1 019-653-1151 

仙台市立病院 ｾﾝﾀﾞｲｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 宮城県仙台市太白区あすと長町 1-1-1 022-308-7111 

日本赤十字社総合病院仙台赤十字病

院 
ﾆﾂｾｷｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝｾﾝﾀﾞｲｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 

宮城県仙台市太白区八木山本町

2-43-3 
022-243-1111 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

国立大学法人東北大学病院 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾄｳﾎｸﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液免疫科 宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 022-717-7000 

地方独立行政法人宮城県立病院機構

宮城県立がんセンター 
ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝﾐﾔｷﾞｹﾝﾘﾂｶﾞﾝｾﾝﾀ-  血液内科 宮城県名取市愛島塩手 47-1 022-384-3151 

大崎市民病院 ｵｵｻｷｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 宮城県大崎市古川穂波 3-8-1 0229-23-3311 

国立大学法人秋田大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｱｷﾀﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ  
血液内科 秋田県秋田市広面 44-2 018-834-1111 

ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会秋

田厚生医療センター 

JA ｱｷﾀｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾞﾖｳｷﾖｳﾄﾞｳｸﾐｱｲｱｷﾀｺｳｾｲ

ｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-  

内科・血液膠原

内科 
秋田県秋田市飯島西袋 1-1-1 018-880-3000 

大館市立総合病院 ｵｵﾀﾞﾃｼﾘﾂｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  
消化器・血液・

腫瘍内科 
秋田県大館市豊町 3-1 0186-42-5370 

秋田県厚生農業協同組合連合会大曲

厚生医療センター 
ｱｷﾀｹﾝｺｳｾｲﾚﾝｵｵﾏｶﾞﾘｺｳｾｲｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 内科 秋田県大仙市大曲通町 8-65 0187-63-2111 

ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会由

利組合総合病院 

JA ｱｷﾀｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲﾕ

ﾘｸﾐｱｲｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科 秋田県由利本荘市川口 38 0184-27-1200 

秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿

総合病院 

ｱｷﾀｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾋﾗｶｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ  
血液内科 秋田県横手市前郷 3-1 0182-32-5121 

国立大学法人山形大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
第三内科 山形県山形市飯田西 2-2-2 023-633-1122 

山形県立中央病院 ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 山形県山形市大字青柳 1800 023-685-2626 

地方独立行政法人山形県・酒田市病院

機構日本海総合病院 

ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ･ｻｶﾀｼﾋﾞｮｳｲ

ﾝｷｺｳﾆﾎﾝｶｲｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 
内科 山形県酒田市あきほ町 30 0234-26-2001 

置賜広域病院組合公立置賜総合病院 
ｵｷﾀﾏｺｳｲｷﾋﾞﾖｳｲﾝｸﾐｱｲｺｳﾘﾂｵｷﾀﾏｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ  
内科(血液) 

山形県東置賜郡川西町大字西大塚

2000 
0238-46-5000 

社会福祉法人恩賜財団済生会福島総

合病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｻｲｾｲｶｲﾌｸｼﾏｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ  
血液内科 福島県福島市大森 25 024-544-5171 

公立大学法人福島県立医科大学附属

病院 

ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾌｸｼﾏｹﾝﾘﾂｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ  
血液内科 福島県福島市光が丘 1 024-547-1111 

いわき市立総合磐城共立病院 ｲﾜｷｼﾘﾂｿｳｺﾞｳｲﾜｷｷﾖｳﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 福島県いわき市内郷御厩町 16 0246-26-3151 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合

病院 

ｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾕｱｻﾎｳｵﾝｶｲｼﾞﾕｾﾝﾄﾞｳｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
内科 福島県郡山市駅前 1-1-17 024-932-6363 

福島県厚生農業協同組合連合会白河

厚生総合病院 

ﾌｸｼﾏｹﾝﾉｳｷﾞｮｳｷﾖｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲｼﾗｶﾜｺｳ

ｾｲｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  
血液内科 福島県白河市豊地 2-1 0248-22-2211 

南相馬市立総合病院 ﾐﾅﾐｿｳﾏｼﾘﾂｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 福島県南相馬市原町区高見町 2-54-6 0244-22-3181 

医療法人社団敬愛会福島南循環器科

病院 

ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝｹｲｱｲｶｲﾌｸｼﾏﾐﾅﾐｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶ

ﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科/血液内科 福島県福島市方木田 3-5 024-546-1221 

公益財団法人仁泉会北福島医療センタ

ー 
ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｼﾞﾝｾﾝｶｲｷﾀﾌｸｼﾏｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-  血液内科 福島県伊達市箱崎 23-1 024-551-0551 

公立大学法人福島県立医科大学会津

医療センター附属病院 

ﾌｸｼﾏｹﾝﾘﾂｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｱｲﾂﾞｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-ﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ  
血液内科 福島県会津若松市河東町谷沢 21-2 0242-75-2100 

独立行政法人国立病院機構水戸医療

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾐﾄｲﾘﾖｳｾ

ﾝﾀ- 
血液内科 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 280 029-240-7711 

茨城県厚生農業協同組合連合会総合

病院土浦協同病院 

ｲﾊﾞﾗｷｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲｿｳ

ｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝﾂﾁｳﾗｷﾖｳﾄﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  
血液内科 茨城県土浦市真鍋新町 11-7 029-823-3111 

㈱日立製作所日立総合病院 (ｶﾌﾞ)ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼﾖﾋﾀﾁｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 茨城県日立市城南町 2-1-1 0294-23-1111 

茨城県厚生農業協同組合連合会ＪＡと

りで総合医療センター 
ｲﾊﾞﾗｷｹﾝｺｳｾｲﾚﾝ JA ﾄﾘﾃﾞｿｳｺﾞｳｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液内科 茨城県取手市本郷 2-1-1 0297-74-5551 

国立大学法人筑波大学附属病院 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 茨城県つくば市天久保 2-1-1 029-853-3900 

医療法人社団筑波記念会筑波記念病

院 
ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝﾂｸﾊﾞｷﾈﾝｶｲﾂｸﾊﾞｷﾈﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 茨城県つくば市要 1187-299 029-864-1212 

栃木県立がんセンター ﾄﾁｷﾞｹﾝﾘﾂｶﾞﾝｾﾝﾀ- 血液内科 栃木県宇都宮市陽南 4-9-13 028-658-5151 

医療法人杏林会今井病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｷﾖｳﾘﾝｶｲｲﾏｲﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 栃木県足利市田中町 100 0284-71-0181 

日本赤十字社那須赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾅｽｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 栃木県大田原市中田原 1081-4 0287-23-1122 

学校法人自治医科大学自治医科大学

附属病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｼﾞﾁｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液科 栃木県下野市薬師寺 3311-1 0285-44-2111 

学校法人獨協学園獨協医科大学病院 ｶﾞﾂｺｳﾄﾞﾂｷﾖｳｶﾞｸｴﾝﾄﾞﾂｷﾖｳｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林 880 0282-86-1111 

日本赤十字社前橋赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾏｴﾊﾞｼｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 群馬県前橋市朝日町 3-21-36 027-224-4585 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部群

馬県済生会前橋病院 
ｼﾔﾌｸｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｸﾞﾝﾏｹﾝｻｲｾｲｶｲﾏｴﾊﾞｼﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 群馬県前橋市上新田町 564-1 027-252-6011 

国立大学法人群馬大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｸﾞﾝﾏﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
血液内科 群馬県前橋市昭和町 3-39-15 027-220-7111 

医療法人鶴谷会鶴谷病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾂﾙｶﾞﾔｶｲﾂﾙｶﾞﾔﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 群馬県伊勢崎市境百々421 0270-74-0670 

医療法人社団愛友会上尾中央総合病

院 

ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝｱｲﾕｳｶｲｱｹﾞｵﾁﾕｳｵｳｿｳｺﾞｳ

ﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科 埼玉県上尾市柏座 1-10-10 048-773-1111 

春日部市立病院 ｶｽｶﾍﾞｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ 
血液化学療法

科 
埼玉県春日部市中央 7-2-1 048-735-1261 

草加市立病院 ｿｳｶｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 埼玉県草加市草加 2-21-1 048-946-2200 

防衛医科大学校病院 ﾎﾞｳｴｲｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｺｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 埼玉県所沢市並木 3-2 04-2995-1511 

日本赤十字社深谷赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾌｶﾔｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 埼玉県深谷市上柴町西 5-8-1 048-571-1511 

医療法人社団武蔵野会新座志木中央

総合病院 

ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝﾑｻｼﾉｶｲﾆｲｻﾞｼｷﾁﾕｳｵｳｿｳｺﾞ

ｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科 埼玉県新座市東北 1-7-2 048-474-7211 

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学

病院 

ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾀﾏｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｻｲﾀﾏｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液内科 

埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷

38 
049-276-1111 

埼玉県立がんセンター ｻｲﾀﾏｹﾝﾘﾂｶﾞﾝｾﾝﾀ-  血液内科 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 780 048-722-1111 

日本赤十字社小川赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｵｶﾞﾜｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 埼玉県比企郡小川町大字小川 1525 0493-72-2333 

医療法人誠壽会上福岡総合病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｾｲｼﾞﾕｶｲｶﾐﾌｸｵｶｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 埼玉県ふじみ野市福岡 931 049-266-0111 

学校法人獨協学園獨協医科大学越谷

病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾄﾞﾂｷﾖｳｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｺｼｶﾞﾔﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 埼玉県越谷市南越谷 2-1-50 048-965-1111 

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学

総合医療センター 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾀﾏｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｿｳｺﾞｳｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液内科 埼玉県川越市大字鴨田 1981 049-228-3400 

社会医療法人財団石心会埼玉石心会

病院 

ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｻﾞｲﾀﾞﾝｾｷｼﾝｶｲｻｲﾀﾏｾｷｼﾝｶｲﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液内科 埼玉県狭山市鵜ノ木 1-33 04-2953-6611 

医療法人顕正会蓮田病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｹﾝｾｲｶｲﾊｽﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 埼玉県蓮田市大字根金 1662-1 048-766-8111 

学校法人自治医科大学自治医科大学

附属さいたま医療センター 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｼﾞﾁｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｻｲﾀﾏｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液科 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 1-847 048-647-2111 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

医療法人社団恵養会おくもとクリニック ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝｹｲﾖｳｶｲｵｸﾓﾄｸﾘﾆﾂｸ  内科 埼玉県所沢市西所沢 1-23-3 04-2903-8320 

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学

国際医療センター 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾀﾏｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｺｸｻｲｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液内科 埼玉県日高市大字山根 1397-1 042-984-4111 

社会医療法人さいたま市民医療センタ

ー 
ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾀﾏｼﾐﾝｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-  血液内科 埼玉県さいたま市西区大字島根 299-1 048-626-0011 

医療法人社団普照会井上記念病院 
ﾄｸﾃｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝﾌｼﾖｳｶｲｲﾉｳｴｷﾈﾝﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ  
内科 千葉県千葉市中央区新田町 1-16 043-245-8800 

独立行政法人国立病院機構千葉医療

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾁﾊﾞｲﾘﾖｳ

ｾﾝﾀ-  
総合内科 千葉県千葉市中央区椿森 4-1-2 043-251-5311 

千葉県がんセンター ﾁﾊﾞｹﾝｶﾞﾝｾﾝﾀ- 腫瘍血液内科 千葉県千葉市中央区仁戸名町 666-2 043-264-5431 

千葉市立青葉病院 ﾁﾊﾞｼﾘﾂｱｵﾊﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 千葉県千葉市中央区青葉町 1273-2 043-227-1131 

国立大学法人千葉大学医学部附属病

院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾁﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1 043-222-7171 

総合病院国保旭中央病院 ｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝｺｸﾎｱｻﾋﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 千葉県旭市イ 1326 0479-63-8111 

学校法人東京歯科大学東京歯科大学

市川総合病院 

ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷﾖｳｼｶﾀﾞｲｶﾞｸｲﾁｶﾜｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
内科 千葉県市川市菅野 5-11-13 047-322-0151 

日本赤十字社成田赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾅﾘﾀｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液腫瘍科 千葉県成田市飯田町 90-1 0476-22-2311 

独立行政法人地域医療機能推進機構

船橋中央病院 

ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳﾌﾅﾊﾞｼﾁﾕｳｵｳﾋﾞ

ﾖｳｲﾝ 
血液内科 千葉県船橋市海神 6-13-10 047-433-2111 

国保松戸市立病院 ｺｸﾎﾏﾂﾄﾞｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 千葉県松戸市上本郷 4005 047-363-2171 

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾃﾂｼﾖｳｶｲｶﾒﾀﾞｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液･腫瘍内科 千葉県鴨川市東町 929 04-7092-2211 

大網白里市立国保大網病院 ｵｵｱﾐｼﾗｻﾄｼﾘﾂｺｸﾎｵｵｱﾐﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 千葉県大網白里市富田 884-1 0475-72-1121 

学校法人順天堂順天堂大学医学部附

属浦安病院 
ｼﾞﾕﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸｳｳﾗﾔｽﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 千葉県浦安市富岡 2-1-1 047-353-3111 

学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大

学附属柏病院 
ﾄｳｷﾖｳｼﾞｹｲｶｲｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｶｼﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ 腫瘍血液内科 千葉県柏市柏下 163-1 04-7164-1111 

学校法人日本医科大学日本医科大学

千葉北総病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾆﾎﾝｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾁﾊﾞﾎｸｿｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 千葉県印西市鎌苅 1715 0476-99-1111 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県

済生会習志野病院 

ｼﾔﾌｸｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｻｲｾｲｶｲﾁﾊﾞｹﾝｻｲｾｲｶｲﾅﾗｼﾉ

ﾋﾞﾖｳｲﾝ 
内科 千葉県習志野市泉町 1-1-1 047-473-1281 

学校法人東京女子医科大学東京女子

医科大学八千代医療センター 

ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷﾖｳｼﾞﾖｼｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾁﾖｲﾘﾖｳｾﾝ

ﾀ- 
血液・腫瘍内科 千葉県八千代市大和田新田 477-96 047-450-6000 

医療法人社団協友会柏厚生総合病院 
ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝｷﾖｳﾕｳｶｲｶｼﾜｺｳｾｲｿｳｺﾞｳﾋﾞ

ﾖｳｲﾝ 
血液内科 千葉県柏市篠籠田 617 04-7145-1111 

学校法人日本大学日本大学医学部附

属板橋病院 

ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸｲﾀﾊﾞｼﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 

血液・膠原病内

科 
東京都板橋区大谷口上町 30-1 03-3972-8111 

学校法人帝京大学帝京大学医学部附

属病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾃｲｷﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 東京都板橋区加賀 2-11-1 03-3964-1211 

地方独立行政法人東京都健康長寿医

療センター 
ﾄｳｷﾖｳﾄﾛｳｼﾞﾝｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液科 東京都板橋区栄町 35-2 03-3964-1141 

医療法人財団明理会明理会中央総合

病院 
ｲﾘﾖｳﾒｲﾘｶｲﾒｲﾘｶｲﾁﾕｳｵｳｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 東京都北区東十条 3-2-11 03-5902-1199 

社会福祉法人仁生社江戸川病院 ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｼﾞﾝｾｲｼﾔｴﾄﾞｶﾞﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ 腫瘍血液内科 東京都江戸川区東小岩 2-24-18 03-3673-1221 

独立行政法人労働者健康福祉機構東

京労災病院 

ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾛｳﾄﾞｳｼﾔｹﾝｺｳﾌｸｼｷｺｳﾄｳｷﾖｳﾛｳｻｲﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ 
内科 東京都大田区大森南 4-13-21 03-3742-7301  

医療法人社団藤﨑病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝﾌｼﾞｻｷﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 東京都江東区南砂 1-25-11 03-3648-2111 

学校法人昭和大学昭和大学病院 ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｼﾖｳﾜﾀﾞｲｶﾞｸｼﾖｳﾜﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 東京都品川区旗の台 1-5-8 03-3784-8000 

医療法人社団緑野会東京品川病院 
ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝﾐﾄﾞﾘﾉｶｲﾄｳｷﾖｳｼﾅｶﾞﾜﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液内科 東京都品川区東大井 6-3-22 03-3764-0511 

ＮＴＴ東日本関東病院 NTT ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｶﾝﾄｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 東京都品川区東五反田 5-9-22 03-3448-6111 

日本赤十字社医療センター ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液内科 東京都渋谷区広尾 4-1-22 03-3400-1311 

ＪＲ東京総合病院 JR ﾄｳｷﾖｳｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液・腫瘍内科 東京都渋谷区代々木 2-1-3 03-3320-2200 

学校法人東京女子医科大学東京女子

医科大学病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷﾖｳｼﾞﾖｼｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 東京都新宿区河田町 8-1 03-3353-8111 

学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｹｲｵｳｷﾞｼﾞﾕｸﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 東京都新宿区信濃町 35 03-3353-1211 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

独立行政法人地域医療機能推進機構

東京新宿メディカルセンター 

ﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳﾄｳｷﾖｳｼﾝｼﾞﾕｸﾒﾃﾞｲｶﾙ

ｾﾝﾀ-  
血液内科 東京都新宿区津久戸町 5-1 03-3269-8111 

学校法人東京医科大学東京医科大学

病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷﾖｳｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 東京都新宿区西新宿 6-7-1 03-3342-6111 

社会医療法人河北医療財団河北総合

病院 

ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｶﾜｷﾀｲﾘﾖｳｻﾞｲﾀﾞﾝｶﾜｷﾀｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液内科 東京都杉並区阿佐谷北 1-7-3 03-3339-2121 

社会福祉法人同愛記念病院財団同愛

記念病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝﾄﾞｳｱｲｷﾈﾝﾋﾞﾖｳｲﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾄﾞｳｱｲ

ｷﾈﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  
血液内科 東京都墨田区横網 2-1-11 03-3625-6381 

公益財団法人ライフ・エクステンション研

究所付属永寿総合病院 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾗｲﾌ.ｴｸｽﾃﾝｼﾖﾝｴｲｼﾞﾕｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ  
血液内科 東京都台東区東上野 2-23-16 03-3833-8381 

学校法人聖路加国際大学聖路加国際

病院 

ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｾｲﾙｶｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸｾｲﾙｶｺｸｻｲﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液内科 東京都中央区明石町 9-1 03-3541-5151 

社会福祉法人三井記念病院 ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝﾐﾂｲｷﾈﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 東京都千代田区神田和泉町 1 03-3862-9111 

公益財団法人佐々木研究所附属杏雲

堂病院 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝｻｻｷｹﾝｷﾕｳｼﾞﾖﾌｿﾞｸｷﾖｳｳﾝﾄﾞｳﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ 
腫瘍内科 東京都千代田区神田駿河台 1-8 03-3292-2051  

日本郵政㈱東京逓信病院 ﾆﾎﾝﾕｳｾｲﾄｳｷﾖｳﾃｲｼﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 東京都千代田区富士見 2-14-23 03-5214-7111 

公益財団法人がん研究会有明病院 ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｶﾞﾝｹﾝｷﾕｳｶｲｱﾘｱｹﾋﾞﾖｳｲﾝ 化学療法科 東京都江東区有明 3-8-31 03-3520-0111 

立正佼成会附属佼成病院 ﾘﾂｼﾖｳｺｳｾｲｶｲﾌｿﾞｸｺｳｾｲﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 東京都杉並区和田 2-25-1 03-3383-1281 

学校法人日本医科大学日本医科大学

付属病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾆﾎﾝｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 第三内科 東京都文京区千駄木 1-1-5 03-3822-2131 

学校法人順天堂順天堂大学医学部附

属順天堂医院 
ｼﾞﾕﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸｼﾞﾕﾝﾃﾝﾄﾞｳｲｲﾝ 血液内科 東京都文京区本郷 3-1-3 03-3813-3111 

国立大学法人東京大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ 
血液･腫瘍内科 東京都文京区本郷 7-3-1 03-3815-5411 

東京都立駒込病院 ﾄｳｷﾖｳﾄﾘﾂｺﾏｺﾞﾒﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 東京都文京区本駒込 3-18-22 03-3823-2101 

国立大学法人東京医科歯科大学医学

部附属病院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷﾖｳｲｶｼｶﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞ

ｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 
血液内科 東京都文京区湯島 1-5-45 03-3813-6111 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

国家公務員共済組合連合会虎の門病

院 
ｺﾂｶｺｳﾑｲﾝｷﾖｳｻｲｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲﾄﾗﾉﾓﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 東京都港区虎ノ門 2-2-2 03-3588-1111 

国立大学法人東京大学医科学研究所

附属病院 

ｺｸﾘﾂﾄｳｷﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸｲｶｶﾞｸｹﾝｷﾕｳｼﾞﾖﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
血液腫瘍内科 東京都港区白金台 4-6-1 03-3443-8111 

国家公務員共済組合連合会三宿病院 ｺﾂｶｺｳﾑｲﾝｷﾖｳｻｲｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲﾐｼﾕｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 東京都目黒区上目黒 5-33-12 03-3711-5771 

独立行政法人国立病院機構東京医療

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾄｳｷﾖｳｲﾘ

ﾖｳｾﾝﾀ- 
血液内科 東京都目黒区東が丘 2-5-1 03-3411-0111 

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援

護会昭島病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝﾄｳｷﾖｳﾄﾄﾞｳﾎｳｴﾝｺﾞ

ｶｲｱｷｼﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科 東京都昭島市中神町 1260 042-546-3111 

青梅市立総合病院 ｵｳﾒｼﾘﾂｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 東京都青梅市東青梅 4-16-5 0428-22-3191 

公立昭和病院 ｺｳﾘﾂｼﾖｳﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 東京都小平市花小金井 8-1-1 042-461-0052 

学校法人東京医科大学東京医科大学

八王子医療センター 

ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷﾖｳｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾊﾁｵｳｼﾞｲﾘﾖｳｾﾝﾀ

- 
血液内科 東京都八王子市館町 1163 042-665-5611 

学校法人杏林学園杏林大学医学部付

属病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｷﾖｳﾘﾝﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 第二内科 東京都三鷹市新川 6-20-2 0422-47-5511 

学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大

学附属第三病院 

ｶﾞﾂｺｳﾄｳｷﾖｳｼﾞｹｲｶｲｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾀﾞｲｻﾝﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
腫瘍血液内科 東京都狛江市和泉本町 4-11-1 03-3480-1151 

阿伎留病院企業団公立阿伎留医療セン

ター 
ｱｷﾙﾋﾞﾖｳｲﾝｷｷﾞﾖｳﾀﾞﾝｺｳﾘﾂｱｷﾙｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 内科 東京都あきる野市引田 78-1 042-558-0321   

東京都立大塚病院 ﾄｳｷﾖｳﾄﾘﾂｵｵﾂｶﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 東京都豊島区南大塚 2-8-1 03-3941-3211 

国立研究開発法人国立国際医療研究

センター病院 
ｺｸﾘﾂｺｸｻｲｲﾘﾖｳｹﾝｷﾕｳｾﾝﾀ-ﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 東京都新宿区戸山 1-21-1 03-3202-7181 

独立行政法人国立病院機構災害医療

センター 
ﾄﾞﾂﾎﾟｳｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｻｲｶﾞｲｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液内科 東京都立川市緑町 3256 042-526-5511 

公益財団法人東京都保健医療公社豊

島病院 

ｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷﾖｳﾄﾎｹﾝｲﾘﾖｳｺｳｼﾔﾄｼﾏﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
血液内科 東京都板橋区栄町 33-1 03-5375-1234 

学校法人東海大学東海大学医学部付

属八王子病院 
ｶﾞﾂｺｳﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾊﾁｵｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 東京都八王子市石川町 1838 042-639-1111  
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公益財団法人東京都保健医療公社多

摩北部医療センター 

ｻﾞｲﾀﾞﾝﾄｳｷﾖｳﾄﾎｹﾝｲﾘﾖｳｺｳｼﾔﾀﾏﾎｸﾌﾞｲﾘﾖｳｾﾝ

ﾀ-  
血液内科 東京都東村山市青葉町 1-7-1 042-396-3811 

公益社団法人地域医療振興協会練馬

光が丘病院 

ｺｳｴｷﾁｲｷｲﾘﾖｳｼﾝｺｳｷﾖｳｶｲﾈﾘﾏﾋｶﾘｶﾞｵｶﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ  
内科 東京都練馬区光が丘 2-11-1 03-3979-3611   

社会医療法人社団正志会花と森の東京

病院 

ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝｾｲｼｶｲﾊﾅﾄﾓﾘﾉﾄｳｷﾖｳ

ﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科 東京都北区西ケ原 2-3-6 03-3910-1151 

国家公務員共済組合連合会横浜栄共

済病院 

ｺﾂｶｺｳﾑｲﾝｷﾖｳｻｲｸﾐｱｲﾖｺﾊﾏｻｶｴｷﾖｳｻｲﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
内科 神奈川県横浜市栄区桂町 132 045-891-2171 

横浜市立市民病院 ﾖｺﾊﾏｼﾘﾂｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 56 045-331-1961 

公立大学法人横浜市立大学附属市民

総合医療センター 

ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾖｺﾊﾏｼﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼﾐﾝｿｳ

ｺﾞｳｲﾘﾖｳｾﾝﾀｰ 
血液内科 神奈川県横浜市南区浦舟町 4-57 045-261-5656 

学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病

院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｼﾖｳﾜﾀﾞｲｶﾞｸﾌｼﾞｶﾞｵｶﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科血液 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 1-30 045-971-1151 

医療法人同愛会小澤病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾄﾞｳｱｲｶｲｵｻﾞﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 神奈川県小田原市本町 1-1-17 0465-24-3121 

独立行政法人地域医療機能推進機構

相模野病院 
ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳｻｶﾞﾐﾉﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 

神奈川県相模原市中央区淵野辺

1-2-30 
042-752-2025 

学校法人北里研究所北里大学病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｷﾀｻﾄｹﾝｷﾕｳｼﾖｷﾀｻﾄﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
血液内科 神奈川県相模原市南区北里 1-15-1 042-778-8111 

横須賀市立市民病院 ﾖｺｽｶｼﾘﾂｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液科 神奈川県横須賀市長坂 1-3-2 046-856-3136 

学校法人東海大学東海大学医学部付

属病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液・腫瘍内科 神奈川県伊勢原市下糟屋 143 0463-93-1121 

学校法人聖マリアンナ医科大学聖マリ

アンナ医科大学病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｾｲﾏﾘｱﾝﾅｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液・腫瘍内科 神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1 044-977-8111 

社会医療法人ジャパンメディカルアライ

アンス海老名総合病院 
ｼﾞﾔﾊﾟﾝﾒﾃﾞｲｶﾙｱﾗｲｱﾝｽｴﾋﾞﾅｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 神奈川県海老名市河原口 1320 046-233-1311 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 ｾｲﾏﾘｱﾝﾅｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾖｺﾊﾏｼｾｲﾌﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液・腫瘍内科 神奈川県横浜市旭区矢指町 1197-1 045-366-1111 

独立行政法人労働者健康福祉機構横

浜労災病院 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾖｺﾊﾏﾛｳｻ

ｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 
血液内科 神奈川県横浜市港北区小机町 3211 045-474-8111 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

公立大学法人横浜市立大学附属病院 ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾖｺﾊﾏｼﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 
リウマチ・血液・

感染症内科 
神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9 045-787-2800 

葉山ハートセンター ﾊﾔﾏﾊｰﾄｾﾝﾀｰ 
 

神奈川県三浦郡葉山町下山口 1898-1 046-875-1717 

国立大学法人新潟大学医歯学総合病

院 
ｺｸﾎｳﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲｶﾞｸｲｼｶﾞｸｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 第一内科 

新潟県新潟市中央区旭町通１番町

1-754 
025-223-6161 

新潟県立がんセンター新潟病院 ﾆｲｶﾞﾀｹﾝﾘﾂｶﾞﾝｾﾝﾀ-ﾆｲｶﾞﾀﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 新潟県新潟市中央区川岸町 2-15-3 025-266-5111 

新潟市民病院 ﾆｲｶﾞﾀｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液科 新潟県新潟市中央区鐘木 463-7 025-281-5151 

新潟県立新発田病院 ﾆｲｶﾞﾀｹﾝﾘﾂｼﾊﾞﾀﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 新潟県新発田市本町 1-2-8 0254-22-3121 

日本赤十字社長岡赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾅｶﾞｵｶｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 新潟県長岡市千秋 2-297-1 0258-28-3600 

新潟県立中央病院 ﾆｲｶﾞﾀｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 新潟県上越市新南町 205 025-522-7711 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部新

潟県済生会新潟第二病院 
ｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝﾆｲｶﾞﾀｹﾝｻｲｾｲｶｲﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲﾆﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 新潟県新潟市西区寺地 280-7 025-233-6161 

国立大学法人富山大学附属病院 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾄﾔﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 富山県富山市杉谷 2630 076-434-2281 

独立行政法人国立病院機構金沢医療

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｶﾅｻﾞﾜｲﾘﾖ

ｳｾﾝﾀ- 
内科 石川県金沢市下石引町 1-1 076-262-4161 

学校法人金沢医科大学金沢医科大学

病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｶﾅｻﾞﾜｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 

血液・リウマチ

膠原病科 
石川県河北郡内灘町字大学 1-1 076-286-3511 

社会医療法人財団董仙会恵寿金沢病

院 
ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾄｳｾﾝｶｲｹｲｼﾞﾕｶﾅｻﾞﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 石川県金沢市下新町 6-26 076-220-9192 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福

井県済生会病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝﾌｸｲｹﾝｻｲｾｲｶｲﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ  
臨床腫瘍科 福井県福井市和田中町 7-1 0776-23-1111 

福井県立病院 ﾌｸｲｹﾝﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 福井県福井市四ツ井 2-8-1 0776-54-5151 

日本赤十字社福井赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾌｸｲｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液免疫内科 福井県福井市月見 2-4-1 0776-36-3630 

独立行政法人国立病院機構あわら病院 
ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｱﾜﾗﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
内科 福井県あわら市北潟 238-1 0776-79-1211 

国立大学法人福井大学医学部附属病

院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾌｸｲﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液・腫瘍内科 

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月

23-3 
0776-61-3111 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

独立行政法人地域医療機能推進機構

山梨病院 
ｼﾔｶｲﾎｹﾝﾔﾏﾅｼﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 山梨県甲府市朝日 3-11-16 055-252-8831  

地方独立行政法人山梨県立病院機構

山梨県立中央病院 

ﾁﾄﾞｸﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾔﾏﾅｼｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳ

ﾋﾞﾖｳｲﾝ 
化学療法科 山梨県甲府市富士見 1-1-1 055-253-7111 

国立大学法人山梨大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾔﾏﾅｼﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液内科 山梨県中央市下河東 1110 055-273-1111 

伊南行政組合昭和伊南総合病院 ｲﾅﾝｷﾞﾖｳｾｲｸﾐｱｲｼﾖｳﾜｲﾅﾝｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 長野県駒ヶ根市赤穂 3230 0265-82-2121 

日本赤十字社諏訪赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｽﾜｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 長野県諏訪市湖岸通り 5-11-50 0266-52-6111 

独立行政法人国立病院機構まつもと医

療センター松本病院 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾏﾂﾓﾄﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
内科 長野県松本市村井町南 2-20-30 0263-58-4567 

岐阜市民病院 ｷﾞﾌｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 岐阜県岐阜市鹿島町 7-1 058-251-1101 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病

院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｷﾞﾌﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 第一内科 岐阜県岐阜市柳戸 1-1 058-230-6000 

地方独立行政法人岐阜県総合医療セン

ター 

ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｷﾞﾌｹﾝｿｳｺﾞｳｲﾘﾖｳｾﾝﾀ

-  
血液内科 岐阜県岐阜市野一色 4-6-1 058-246-1111 

医療法人和光会山田病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾜｺｳｶｲﾔﾏﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 岐阜県岐阜市寺田 7-110 058-254-1411 

日本赤十字社岐阜赤十字病院 ｷﾞﾌｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 岐阜県岐阜市岩倉町 3-36 058-231-2266 

大垣市民病院 ｵｵｶﾞｷｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 岐阜県大垣市南頬町 4-86 0584-81-3341 

地方独立行政法人岐阜県立多治見病

院 
ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｷﾞﾌｹﾝﾘﾂﾀｼﾞﾐﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 岐阜県多治見市前畑町 5-161 0572-22-5311 

土岐市立総合病院 ﾄｷｼﾘﾂｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 岐阜県土岐市土岐津町土岐口 703-24 0572-55-2111 

独立行政法人地域医療機能推進機構

可児とうのう病院 
ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳｶﾆﾄｳﾉｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 岐阜県可児市土田 1221-5 0574-25-3113 

地方独立行政法人静岡市立静岡病院 
ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｼｽﾞｵｶｼﾘﾂｼｽﾞｵｶﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液免疫内科 静岡県静岡市葵区追手町 10-93 054-253-3125 

磐田市立総合病院 ｲﾜﾀｼﾘﾂｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 静岡県磐田市大久保 512-3 0538-38-5000 

市立島田市民病院 ｼﾘﾂｼﾏﾀﾞｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 静岡県島田市野田 1200-5 0547-35-2111 

静岡市立清水病院 ｼｽﾞｵｶｼﾘﾂｼﾐｽﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 静岡県静岡市清水区宮加三 1231 054-336-1111 
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ＪＡ静岡厚生連遠州病院 JA ｼｽﾞｵｶｺｳｾｲﾚﾝｴﾝｼﾕｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科（血液・膠

原） 
静岡県浜松市中区中央 1-1-1 053-453-1111 

浜松医療センター ﾊﾏﾏﾂｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液科 静岡県浜松市中区富塚町 328 053-453-7111 

国立大学法人浜松医科大学医学部附

属病院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾊﾏﾏﾂｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 静岡県浜松市東区半田山 1-20-1 053-435-2111 

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病

院聖隷浜松病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｾｲﾚｲﾌｸｼｼﾞｷﾞﾖｳﾀﾞﾝｿｳｺﾞｳﾋﾞｮｳ

ｲﾝｾｲﾚｲﾊﾏﾏﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  
血液内科 静岡県浜松市中区住吉 2-12-12 053-474-2222 

富士市立中央病院 ﾌｼﾞｼﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  代謝一般内科 静岡県富士市高島町 50 0545-52-1131 

沼津市立病院 ﾇﾏﾂﾞｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 静岡県沼津市東椎路 550 055-924-5100 

学校法人順天堂順天堂大学医学部附

属静岡病院 
ｼﾞﾕﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸｼｽﾞｵｶﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 静岡県伊豆の国市長岡 1129 055-948-3111 

静岡県立静岡がんセンター ｼｽﾞｵｶｹﾝﾘﾂｼｽﾞｵｶｶﾞﾝｾﾝﾀ-  血液内科 静岡県駿東郡長泉町下長窪 1007 055-989-5222 

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総

合医療センター 
ﾋﾞﾖｳｲﾝｷｷﾞﾖｳﾀﾞﾝﾘﾂﾁﾕｳﾄｳｴﾝｿｳｺﾞｳｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-  血液内科 静岡県掛川市菖蒲ヶ池 1-1 0537-21-5555 

名古屋市立西部医療センター ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂｾｲﾌﾞｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 内科 愛知県名古屋市北区平手町 1-1-1 052-991-8121 

国立大学法人名古屋大学医学部附属

病院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾅｺﾞﾔﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 65 052-741-2111 

日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾅｺﾞﾔﾀﾞｲﾆｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 愛知県名古屋市昭和区妙見町 2-9 052-832-1121 

愛知県がんセンター中央病院 ｱｲﾁｹﾝｶﾞﾝｾﾝﾀ-ﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 
血液・細胞療法

部 
愛知県名古屋市千種区鹿子殿 1-1 052-762-6111 

独立行政法人国立病院機構名古屋医

療センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾅｺﾞﾔｲﾘﾖｳ

ｾﾝﾀ- 
血液内科 愛知県名古屋市中区三の丸 4-1-1 052-951-1111 

一般社団法人日本海員掖済会名古屋

掖済会病院 

ｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾆﾎｶｲｲﾝｴｷｻｲｶｲﾅｺﾞﾔｴｷｻｲｶｲﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ 
血液内科 愛知県名古屋市中川区松年町 4-66 052-652-7711 

名古屋セントラル病院 ﾅｺﾞﾔｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 愛知県名古屋市中村区太閤 3-7-7 052-452-3165 

日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾅｺﾞﾔﾀﾞｲｲﾁｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 愛知県名古屋市中村区道下町 3-35 052-481-5111 

名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院 ﾅｺﾞﾔﾃﾂﾄﾞｳｹﾝｺｳﾎｹﾝｸﾐｱｲﾒｲﾃﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 愛知県名古屋市西区栄生 2-26-11 052-551-6121 
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公立大学法人名古屋市立大学病院 ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾅｺﾞﾔｼﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 
血液・膠原病内

科 
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町 1 052-851-5511 

独立行政法人地域医療機能推進機構

中京病院 
ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳﾁﾕｳｷﾖｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液科 愛知県名古屋市南区三条 1-1-10 052-691-7151 

社会医療法人宏潤会大同病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｺｳｼﾞﾕﾝｶｲﾀﾞｲﾄﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 
血液化学療法

科 
愛知県名古屋市南区白水町 9 052-611-6261 

独立行政法人国立病院機構東名古屋

病院 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾋｶﾞｼﾅｺﾞﾔ

ﾋﾞﾖｳｲﾝ  
血液・腫瘍内科 愛知県名古屋市名東区梅森坂 5-101 052-801-1151 

愛知県厚生農業協同組合連合会安城

更生病院 
ｱｲﾁｹﾝｺｳｾｲﾚﾝｱﾝｼﾞﾖｳｺｳｾｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 愛知県安城市安城町 28 0566-75-2111 

社会医療法人大雄会総合大雄会病院 
ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾀﾞｲﾕｳｶｲｿｳｺﾞｳﾀﾞｲﾕｳｶｲﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液内科 愛知県一宮市桜 1-9-9 0586-72-1211 

一宮市立市民病院 ｲﾁﾉﾐﾔｼﾘﾂｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 愛知県一宮市文京 2-2-22 0586-71-1911 

愛知県がんセンター愛知病院 ｱｲﾁｹﾝｶﾞﾝｾﾝﾀ-ｱｲﾁﾋﾞﾖｳｲﾝ  総合内科 愛知県岡崎市欠町 18 0564-21-6251 

岡崎市民病院 ｵｶｻﾞｷｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 愛知県岡崎市高隆寺町 3-1 0564-21-8111 

蒲郡市民病院 ｶﾞﾏｺﾞｵﾘｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 愛知県蒲郡市平田町 1-1 0533-66-2200 

小牧市民病院 ｺﾏｷｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 愛知県小牧市常普請 1-20 0568-76-4131 

公立陶生病院 ｺｳﾘﾂﾄｳｾｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 愛知県瀬戸市西追分町 160 0561-82-5101 

常滑市民病院 ﾄｺﾅﾒｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 愛知県常滑市飛香台 3-3-3 0569-35-3170 

トヨタ記念病院 ﾄﾖﾀｷﾈﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 愛知県豊田市平和町 1-1 0565-28-0100 

愛知県厚生農業協同組合連合会豊田

厚生病院 

ｱｲﾁｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲﾄﾖﾀｺ

ｳｾｲﾋﾞﾖｳｲﾝ  
血液内科 愛知県豊田市浄水町 500-1 0565-43-5000 

豊橋市民病院 ﾄﾖﾊｼｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液・腫瘍内科 愛知県豊橋市青竹町 50 0532-33-6111 

西尾市民病院 ﾆｼｵｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 愛知県西尾市熊味町 6 0563-56-3171 

医療法人泰玄会泰玄会病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾀｲｹﾞﾝｶｲﾀｲｹﾞﾝｶｲﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 愛知県一宮市東五城 1-1 0586-61-2121 

学校法人藤田学園藤田保健衛生大学

病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾌｼﾞﾀﾎｹﾝｴｲｾｲﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 

血液内科・化学

療法科 
愛知県豊明市沓掛町 1-98 0562-93-2111 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

学校法人愛知医科大学愛知医科大学

病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｱｲﾁｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｱｲﾁｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 愛知県長久手市岩作雁又 1-1 0561-62-3311 

愛知県厚生農業協同組合連合会海南

病院 
ｱｲﾁｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾖｳﾚﾝｶｲﾅﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 愛知県弥富市前ケ須町 396 0567-65-2511 

一宮市立木曽川市民病院 ｲﾁﾉﾐﾔｼﾘﾂｷｿｶﾞﾜｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 愛知県一宮市木曽川町黒田 165 0586-86-2173 

社会医療法人名古屋記念財団名古屋

記念病院 

ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾅｺﾞﾔｷﾈﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾅｺﾞﾔｷﾈﾝﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ  
血液内科 愛知県名古屋市天白区平針 4-305 052-804-1111 

碧南市民病院 ﾍｷﾅﾝｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 愛知県碧南市平和町 3-6 0566-48-5050 

愛知県厚生農業協同組合連合会江南

厚生病院 

ｱｲﾁｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾖｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲｺｳﾅﾝｺｳｾｲﾋﾞ

ﾖｳｲﾝ  
血液内科 愛知県江南市高屋町大松原 137 0587-51-3333 

国立大学法人三重大学医学部附属病

院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾐｴﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 三重県津市江戸橋 2-174 059-232-1111 

三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿

中央総合病院 

ﾐｴｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾞｮｳｷﾖｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲｽｽﾞｶﾁ

ﾕｳｵｳｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 
内科 三重県鈴鹿市安塚町 1275-53 059-382-1311 

社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾎｳﾜｶｲｽｽﾞｶｶｲｾｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 三重県鈴鹿市国府町 112-1 059-375-1212 

市立四日市病院 ｼﾘﾂﾖﾂｶｲﾁﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 三重県四日市市芝田 2-2-37 059-354-1111 

医療法人社団大和会日下病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝﾔﾏﾄｶｲｸｻｶﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 三重県いなべ市北勢町阿下喜 680 0594-72-2511  

日本赤十字社伊勢赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｲｾｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 三重県伊勢市船江 1-471-2 0596-28-2171 

国立大学法人滋賀医科大学医学部附

属病院 
ｺｸﾎｳｼｶﾞｲｶﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 滋賀県大津市瀬田月輪町 077-548-2111 

日本赤十字社大津赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｵｵﾂｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液免疫内科 滋賀県大津市長等 1-1-35 077-522-4131 

独立行政法人地域医療機能推進機構

滋賀病院 
ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳｼｶﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 滋賀県大津市富士見台 16-1  077-537-3101  

近江八幡市立総合医療センター ｵｳﾐﾊﾁﾏﾝｼﾘﾂｿｳｺﾞｳｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液内科 滋賀県近江八幡市土田町 1379 0748-33-3151 

市立長浜病院 ｼﾘﾂﾅｶﾞﾊﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 滋賀県長浜市大戌亥町 313 0749-68-2300 

彦根市立病院 ﾋｺﾈｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 滋賀県彦根市八坂町 1882 0749-22-6050 

公立甲賀病院組合公立甲賀病院 ｺｳﾘﾂｺｳｶﾋﾞﾖｳｲﾝｸﾐｱｲｺｳﾘﾂｺｳｶﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 滋賀県甲賀市水口町松尾 1256 0748-62-0234 

日本赤十字社京都第二赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｷﾖｳﾄﾀﾞｲﾆｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 京都府京都市上京区 355-5 075-231-5171 
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京都府公立大学法人京都府立医科大

学附属病院 

ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｷﾖｳﾄﾌﾘﾂｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ  
血液・腫瘍内科 京都府京都市上京区梶井町 465 075-251-5111 

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 

ﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳｷﾖｳﾄｸﾗﾏｸﾞﾁｲﾘﾖｳｾﾝﾀ

-  
血液内科 京都府京都市北区小山下総町 27 075-441-6101 

社会福祉法人恩賜財団済生会京都府

病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｻｲｾｲｶｲｷﾖｳﾄﾌﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ 
内科 京都府長岡京市今里 8 075-955-0111  

日本赤十字社京都第一赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｷﾖｳﾄﾀﾞｲｲﾁｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 
京都府京都市東山区本町１５丁目

15-749 
075-561-1121 

医療法人医仁会武田総合病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｲｼﾞﾝｶｲﾀｹﾀﾞｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 京都府京都市伏見区石田森南町 28-1 075-572-6331 

社会福祉法人京都社会事業財団京都

桂病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｷﾖｳﾄｼﾔｶｲｼﾞｷﾞﾖｳｻﾞｲﾀﾞﾝｷﾖｳﾄ

ｶﾂﾗﾋﾞﾖｳｲﾝ 
血液内科 京都府京都市西京区山田平尾町 17 075-391-5811 

一般社団法人愛生会山科病院 ｲﾂﾊﾟﾝｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｱｲｾｲｶｲﾔﾏｼﾅﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 
京都府京都市山科区竹鼻四丁野町

19-4 
075-594-2323 

宇治武田病院 ｳｼﾞﾀｹﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 京都府宇治市宇治 36-26 0774-25-2500 

公益財団法人丹後中央病院 ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾀﾝｺﾞﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 総合診療科 京都府京丹後市峰山町杉谷 158-1  0772-62-0791 

公立南丹病院 ｺｳﾘﾂﾅﾝﾀﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 京都府南丹市八木町八木 25 0771-42-2510 

医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝﾗｸﾜｶｲﾗｸﾜｶｲｵﾄﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 京都府京都市山科区音羽珍事町 2 075-593-4111 

公益社団法人京都保健会京都民医連

中央病院 

ｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｷﾖｳﾄﾎｹﾝｶｲｷﾖｳﾄﾐﾝｲﾚﾝﾁﾕｳｵｳﾋﾞ

ﾖｳｲﾝ  
内科 

京都府京都市中京区西ノ京春日町

16-1 
075-822-2777 

大阪鉄道病院 ｵｵｻｶﾃﾂﾄﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 大阪府大阪市阿倍野区松崎町 1-2-22 06-6628-2221 

公益財団法人田附興風会医学研究所

北野病院 
ｻﾞｲﾀﾞﾝﾀﾂﾞｹｺｳﾌｳｶｲｲｶﾞｸｹﾝｷﾕｳｼﾖｷﾀﾉﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 大阪府大阪市北区扇町 2-4-20 06-6312-1221 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大

阪府済生会中津病院 
ｼﾔﾌｸｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｵｵｻｶﾌｻｲｾｲｶｲﾅｶﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 大阪府大阪市北区芝田 2-10-39 06-6372-0333 

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会

泉尾病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｵﾝｼｵｵｻｶﾌｻｲｾｲｶｲｲｽﾞｵﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
総合内科 大阪府大阪市大正区北村 3-4-5  06-6552-0091 

ＮＴＴ西日本大阪病院 NTT ﾆｼﾆﾎﾝｵｵｻｶﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻 2-6-40 06-6773-7111 

日本赤十字社大阪赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｵｵｻｶｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 5-30 06-6774-5111 
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社会福祉法人四天王寺福祉事業団四

天王寺病院 

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｼﾃﾝﾉｳｼﾞﾌｸｼｼﾞｷﾞﾖｳﾀﾞﾝｼﾃﾝﾉｳ

ｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科 大阪府大阪市天王寺区大道 1-4-41 06-6779-1401 

社会医療法人若弘会わかこうかいクリ

ニック 
ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾜｶｺｳｶｲﾜｶｺｳｶｲｸﾘﾆﾂｸ  血液内科 大阪府大阪市浪速区日本橋 4-7-17  06-6632-0358  

公益財団法人日本生命済生会付属日

生病院 

ｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾆﾎﾝｾｲﾒｲｻｲｾｲｶｲﾌｿﾞｸﾆﾂｾｲﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ  
血液内科 大阪府大阪市西区立売堀 6-3-8 06-6543-3581 

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪府立成人病センター 

ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｵｵｻｶﾌﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳ

ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞﾝﾋﾞｮｳｾﾝﾀｰ 

血液化学療法

科 
大阪府大阪市東成区中道 1-3-3 06-6972-1181 

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 
ｼﾕｳｷﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾖﾄﾞｶﾞﾜｷﾘｽﾄｷﾖｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  

内分泌免疫内

科 
大阪府大阪市東淀川区柴島 1-7-50 06-6322-2250 

国立大学法人大阪大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｵｵｻｶﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液・腫瘍内科 大阪府吹田市山田丘 2-15 06-6879-5111 

社会医療法人生長会府中病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｾｲﾁﾖｳｶｲﾌﾁﾕｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 大阪府和泉市肥子町 1-10-17 0725-43-1234 

市立岸和田市民病院 ｼﾘﾂｷｼﾜﾀﾞｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 大阪府岸和田市額原町 1001 072-445-1000 

日本赤十字社高槻赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾀｶﾂｷｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液･腫瘍内科 大阪府高槻市阿武野 1-1-1 072-696-0571 

医療法人宝生会ＰＬ病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾎｳｼﾖｳｶｲ PL ﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 大阪府富田林市大字新堂 2204 0721-24-3100 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大

阪府済生会富田林病院 
ｼﾔﾌｸｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｻｲｾｲｶｲﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 大阪府富田林市向陽台 1-3-36 0721-29-1121 

学校法人近畿大学近畿大学医学部附

属病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 大阪府大阪狭山市大野東 377-2 072-366-0221 

医療法人朋愛会朋愛病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾎｳｱｲｶｲﾎｳｱｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 大阪府大阪市東成区大今里 1-25-11 06-6973-1122 

地方独立行政法人大阪市民病院機構

大阪市立総合医療センター 

ﾁﾄﾞｸｵｵｻｶｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｵｵｻｶｼﾘﾂｿｳｺﾞｳｲﾘﾖ

ｳｾﾝﾀ-  
血液内科 大阪府大阪市都島区都島本通 2-13-22 06-6929-1221 

学校法人近畿大学近畿大学医学部堺

病院 

ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｷﾝｷﾀﾞｲｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞｻｶｲﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ  
血液内科 大阪府堺市南区原山台 2-7-1 072-299-1120 

医療法人川崎病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｶﾜｻｷﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 兵庫県神戸市兵庫区東山町 3-3-1 078-511-3131 

国立大学法人神戸大学医学部附属病

院 
ｺｸﾎｳｺｳﾍﾞﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-2 078-382-5111 
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独立行政法人地域医療機能推進機構

神戸中央病院 

ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳｺｳﾍﾞﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ 
内科 兵庫県神戸市北区惣山町 2-1-1 078-594-2211 

地方独立行政法人明石市立市民病院 ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｱｶｼｼﾘﾂｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 兵庫県明石市鷹匠町 1-33 078-912-2323 

市立芦屋病院 ｼﾘﾂｱｼﾔﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町 39-1 0797-31-2156 

特定医療法人中央会尼崎中央病院 
ﾄｸﾃｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾁﾕｳｵｳｶｲｱﾏｶﾞｻｷﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ  
内科 兵庫県尼崎市潮江 1-12-1 06-6499-3045 

兵庫県立淡路医療センター ﾋﾖｳｺﾞｹﾝﾘﾂｱﾜｼﾞｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 内科 兵庫県洲本市塩屋 1-1-137 0799-22-1200 

公立豊岡病院組合立豊岡病院 ｺｳﾘﾂﾄﾖｵｶﾋﾞﾖｳｲﾝｸﾐｱｲﾘﾂﾄﾖｵｶﾋﾞﾖｳｲﾝ 総合診療科 兵庫県豊岡市戸牧 1094 0796-22-6111 

医療法人明和病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾒｲﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 兵庫県西宮市上鳴尾町 4-31 0798-47-1767 

医療法人財団樹徳会上ケ原病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｻﾞｲﾀﾞﾝｼﾞﾕﾄｸｶｲｳｴｶﾞﾊﾗﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 兵庫県西宮市上ケ原十番町 1-85 0798-52-2001 

地方独立行政法人神戸市立医療センタ

ー中央市民病院 
ﾁﾄﾞｸｺｳﾍﾞｼﾘﾂｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-ﾁﾕｳｵｳｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  免疫血液内科 兵庫県神戸市中央区港島南町 2-1-1 078-302-4321 

社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病

院 

ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾝｺｳｷﾈﾝｶｲｼﾝｺｳｷﾈﾝﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
血液･腫瘍内科 兵庫県神戸市中央区脇浜町 1-4-47 078-261-6711 

医療法人社団健心会北都病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝｹﾝｼﾝｶｲﾎｸﾄﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 兵庫県神戸市北区山田町下谷上 10-3 078-583-1771 

兵庫県立がんセンター ﾋﾖｳｺﾞｹﾝﾘﾂｶﾞﾝｾﾝﾀ- 血液内科 兵庫県明石市北王子町 13-70 078-929-1151 

一般財団法人神戸市地域医療振興財

団西神戸医療センター 
ｺｳﾍﾞｼﾁｲｷｲﾘﾖｳｼﾝｺｳｻﾞｲﾀﾞﾝﾆｼｺｳﾍﾞｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-  免疫血液内科 兵庫県神戸市西区糀台 5-7-1 078-997-2200 

医療法人沖縄徳洲会高砂西部病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｵｷﾅﾜﾄｸｼﾕｳｶｲﾀｶｻｺﾞｾｲﾌﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科（血液） 兵庫県高砂市中筋 1-10-41 079-447-0100 

兵庫県立尼崎総合医療センター ﾋﾖｳｺﾞｹﾝﾘﾂｱﾏｶﾞｻｷｿｳｺﾞｳｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-  内科 兵庫県尼崎市東難波町 2-17-77 06-6480-7000 

公立大学法人和歌山県立医科大学附

属病院 
ｺｳﾘﾂﾎｳｼﾞﾝﾜｶﾔﾏｹﾝﾘﾂｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 和歌山県和歌山市紀三井寺 811-1 073-447-2300 

公立紀南病院組合紀南病院 ｺｳﾘﾂｷﾅﾝﾋﾞﾖｳｲﾝｸﾐｱｲｷﾅﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 和歌山県田辺市新庄町 46-70 0739-22-5000 

鳥取県立中央病院 ﾄﾂﾄﾘｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 鳥取県鳥取市江津 730 0857-26-2271 

鳥取医療生活協同組合鳥取生協病院 ﾄﾂﾄﾘｲﾘﾖｳｾｲｶﾂｷﾖｳﾄﾞｸﾐｱｲﾄﾂﾄﾘｾｲｷﾖｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 鳥取県鳥取市末広温泉町 458 0857-24-7251 

鳥取市立病院 ﾄﾂﾄﾘｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 鳥取県鳥取市的場 1-1 0857-37-1522 

国立大学法人鳥取大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾄﾂﾄﾘﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
血液内科 鳥取県米子市西町 36-1 0859-33-1111 
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岩美町国民健康保険岩美病院 ｲﾜﾐﾁﾖｳｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝｲﾜﾐﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富 1029-2 0857-73-1421 

日本赤十字社松江赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾏﾂｴｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 第二内科 島根県松江市母衣町 200 0852-24-2111 

島根県立中央病院 ｼﾏﾈｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液腫瘍科 島根県出雲市姫原 4-1-1 0853-22-5111 

国立大学法人島根大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｼﾏﾈﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
血液内科 島根県出雲市塩冶町 89-1 0853-23-2111 

日本赤十字社益田赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾏｽﾀﾞｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 島根県益田市乙吉町 103-1 0856-22-1480 

地方独立行政法人岡山市立総合医療

センター岡山市立市民病院 

ｵｶﾔﾏｼﾘﾂｿｳｺﾞｳｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-ｵｶﾔﾏｼﾘﾂｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
内科 岡山県岡山市北区北長瀬表町 3-20-1 086-737-3000 

独立行政法人労働者健康福祉機構岡

山労災病院 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝﾛｳﾄﾞｳｼﾔｹﾝｺｳﾌｸｼｷｺｳｵｶ

ﾔﾏﾛｳｻｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 
内科 岡山県岡山市南区築港緑町 1-10-25 086-262-0131 

独立行政法人国立病院機構岡山医療

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｵｶﾔﾏｲﾘﾖ

ｳｾﾝﾀ- 
血液内科 岡山県岡山市北区田益 1711-1 086-294-9911 

国立大学法人岡山大学病院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｵｶﾔﾏﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞｼｶﾞｸﾌﾞﾌ

ｿﾞﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 
血液・腫瘍内科 岡山県岡山市北区鹿田町 2-5-1 086-223-7151 

一般財団法人仁厚医学研究所児島中

央病院 

ｻﾞｲﾀﾞﾝｼﾞﾝｺｳｲｶﾞｸｹﾝｷﾕｳｼﾖｺｼﾞﾏﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
内科 岡山県倉敷市児島小川町 3685 086-472-1611 

公益財団法人大原記念倉敷中央医療

機構倉敷中央病院 

ｵｵﾊﾗｷﾈﾝｸﾗｼｷﾁﾕｳｵｳｲﾘﾖｳｷｺｳｸﾗｼｷﾁﾕｳｵｳ

ﾋﾞﾖｳｲﾝ  
血液内科 岡山県倉敷市美和 1-1-1 086-422-0210 

学校法人川崎学園川崎医科大学附属

病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｶﾜｻｷｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 岡山県倉敷市松島 577 086-462-1111 

独立行政法人国立病院機構南岡山医

療センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾐﾅﾐｵｶﾔﾏ

ｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 
血液内科 岡山県都窪郡早島町早島 4066 086-482-1121 

社会医療法人緑壮会金田病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾘﾖｸｿｳｶｲｶﾈﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 岡山県真庭市西原 63 0867-52-1191 

独立行政法人国立病院機構広島西医

療センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾋﾛｼﾏﾆｼｲ

ﾘﾖｳｾﾝﾀ- 
血液内科 広島県大竹市玖波 4-1-1 0827-57-7151 

独立行政法人国立病院機構呉医療セン

ター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｸﾚｲﾘﾖｳｾ

ﾝﾀ- 
血液･腫瘍内科 広島県呉市青山町 3-1 0823-22-3111 

福山市民病院 ﾌｸﾔﾏｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 広島県福山市蔵王町 5-23-1 084-941-5151 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

公立学校共済組合中国中央病院 ｺｳﾘﾂｶﾞﾂｺｳｷﾖｳｻｲｸﾐｱｲﾁﾕｳｺﾞｸﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 
広島県福山市御幸町大字上岩成

148-13 
084-970-2121 

医療法人清幸会三原城町病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｾｲｺｳｶｲﾐﾊﾗｼﾛﾏﾁﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 広島県三原市城町 1-14-14 0848-64-1212 

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 

ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝﾋﾛｼﾏｼﾘﾂｱｻｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
内科 広島県広島市安佐北区可部南 2-1-1 082-815-5211 

日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 
ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾋﾛｼﾏｾｷｼﾞﾕｳｼﾞ.ｹﾞﾝﾊﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ  
第三内科 広島県広島市中区千田町 1-9-6 082-241-3111 

地方独立行政法人広島市立病院機構

広島市立舟入市民病院 

ﾁﾄﾞｸﾋﾛｼﾏｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾋﾛｼﾏｼﾘﾂﾌﾅｲﾘｼﾐﾝﾋﾞ

ﾖｳｲﾝ  
内科 広島県広島市中区舟入幸町 14-11 082-232-6195 

地方独立行政法人広島市立病院機構

広島市立広島市民病院 

ﾋﾛｼﾏｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾋﾛｼﾏｼﾘﾂﾋﾛｼﾏｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
内科 広島県広島市中区基町 7-33 082-221-2291 

国立大学法人広島大学病院 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾋﾛｼﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 広島県広島市南区霞 1-2-3 082-257-5555 

社会医療法人清風会五日市記念病院 ｼｬｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｾｲﾌｳｶｲｲﾂｶｲﾁｷﾈﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 広島県広島市佐伯区倉重 1-95 082-924-2211 

国立大学法人山口大学医学部附属病

院 
ｺｸﾎｳﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  第三内科 山口県宇部市南小串 1-1-1 0836-22-2111 

山陽小野田市民病院 ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 
山口県山陽小野田市大字東高泊

1863-1 
0836-83-2355 

独立行政法人労働者健康福祉機構山

口労災病院 

ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾛｳﾄﾞｳｼﾔｹﾝｺｳﾌｸｼｷｺｳﾔﾏｸﾞﾁﾛｳｻｲﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ  
血液内科 

山口県山陽小野田市大字小野田

1315-4 
0836-83-2881 

地方独立行政法人下関市立市民病院 ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｼﾓﾉｾｷｼﾘﾂｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 山口県下関市向洋町 1-13-1 083-231-4111 

独立行政法人地域医療機能推進機構

徳山中央病院 

ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳﾄｸﾔﾏﾁﾕｳｵｳﾋ ﾖ゙

ｳｲﾝ  
血液内科 山口県周南市孝田町 1-1 0834-28-4411 

山口県厚生農業協同組合連合会長門

総合病院 

ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾞﾖｳｷﾖｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｵｺﾞｳｶｲ

ﾅｶﾞﾄｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科 山口県長門市東深川 85 0837-22-2220 

地方独立行政法人山口県立病院機構

山口県立総合医療センター 

ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾔﾏｸﾞﾁｹﾝﾘﾂｿｳｺﾞｳｲﾘﾖｳ

ｾﾝﾀ- 
血液内科 山口県防府市大字大崎 77 0835-22-4411 

山口県厚生農業協同組合連合会小郡

第一総合病院 

ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｺｳｾｲﾉｳｷﾞﾖｳｷﾖｳﾄﾞｳｸﾐｱｲﾚﾝｵｺﾞｳｶｲ

ｵｺﾞｵﾘﾀﾞｲｲﾁｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  
内科 山口県山口市小郡下郷 862-3  083-972-0333  
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

医療法人社団宇部興産中央病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝｳﾍﾞｺｳｻﾝﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  糖尿病・血液科 山口県宇部市大字西岐波 750 0836-51-9338 

徳島市民病院 ﾄｸｼﾏｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 徳島県徳島市北常三島町 2-34  088-622-5121 

徳島県立中央病院 ﾄｸｼﾏｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 徳島県徳島市蔵本町 1-10-3 088-631-7151 

国立大学法人徳島大学病院 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾄｸｼﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 徳島県徳島市蔵本町 2-50-1 088-631-3111 

日本赤十字社徳島赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾄｸｼﾏｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液科 徳島県小松島市小松島町 103 0885-32-2555 

徳島県立三好病院 ﾄｸｼﾏｹﾝﾘﾂﾐﾖｼﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 徳島県三好市池田町シマ 815-2 0883-72-1131 

地方独立行政法人徳島県鳴門病院 ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝﾄｸｼﾏｹﾝﾅﾙﾄﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 徳島県鳴門市撫養町黒崎 32 088-683-0011 

日本赤十字社高松赤十字病院 ﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾀｶﾏﾂｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 香川県高松市番町 4-1-3 087-831-7101 

香川県立中央病院 ｶｶﾞﾜｹﾝﾘﾂﾁﾕｳｵｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 香川県高松市朝日町 1-2-1 087-811-3333 

高松市民病院 ﾀｶﾏﾂｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 香川県高松市宮脇町 2-36-1 087-834-2181 

独立行政法人労働者健康福祉機構香

川労災病院 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝﾛｳﾄﾞｳｼﾔｹﾝｺｳﾌｸｼｷｺｳｶｶﾞ

ﾜﾛｳｻｲﾋﾞﾖｳｲﾝ 
内科 香川県丸亀市城東町 3-3-1 0877-23-3111 

国立大学法人香川大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｶｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ 
第一内科 香川県木田郡三木町大字池戸 1750-1 087-898-5111 

三豊総合病院企業団三豊総合病院 ﾐﾄﾖｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝｷｷﾞﾖｳﾀﾞﾝﾐﾄﾖｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 香川県観音寺市豊浜町姫浜 708 0875-52-3366 

日本赤十字社松山赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾏﾂﾔﾏｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 愛媛県松山市文京町 1 089-924-1111 

独立行政法人国立病院機構四国がん

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｼｺｸｶﾞﾝｾﾝ

ﾀ- 
血液腫瘍科 愛媛県松山市南梅本町 160 089-999-1111 

国立大学法人愛媛大学医学部附属病

院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｴﾋﾒﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 愛媛県東温市志津川 089-964-5111 

医療法人住友別子病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｽﾐﾄﾓﾍﾞﾂｼﾋﾞﾖｳｲﾝ  第一内科 愛媛県新居浜市王子町 3-1 0897-37-7111 

医療法人社団高邦会高木病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝｺｳﾎｳｶｲﾀｶｷﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 福岡県大川市大字酒見 141-11 0944-87-0001 

地方独立行政法人大牟田市立病院 ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｵｵﾑﾀｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 福岡県大牟田市宝坂町 2-19-1 0944-53-1061 

医療法人社団響会前田病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝﾋﾋﾞｷｶｲﾏｴﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 
福岡県北九州市小倉北区片野新町

1-1-23 
093-921-3968 

北九州市立医療センター ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳｼﾘﾂｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-  内科 福岡県北九州市小倉北区馬借 2-1-1 093-541-1831 

独立行政法人国立病院機構小倉医療

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｺｸﾗｲﾘﾖｳ

ｾﾝﾀ-  
内科 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘 10-1 093-921-8881 
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特定医療法人北九州病院北九州総合

病院 
ﾄｸﾃｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｷﾀｷﾕｳｼﾕｳｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 福岡県北九州市小倉南区湯川 5-10-10  093-921-0560 

独立行政法人地域医療機能推進機構

九州病院 

ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳｷﾕｳｼﾕｳﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ  
内科（血液） 福岡県北九州市八幡西区岸の浦 1-8-1 093-641-5111 

学校法人産業医科大学産業医科大学

病院 
ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｻﾝｷﾞﾖｳｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  

化学療法センタ

ー・血液科 
福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘 1-1 093-603-1611 

学校法人久留米大学久留米大学病院 ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝｸﾙﾒﾀﾞｲｶﾞｸｸﾙﾒﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 福岡県久留米市旭町 67 0942-35-3311 

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾕｷﾉｾｲﾎﾞｶｲｾｲﾏﾘｱﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 福岡県久留米市津福本町 422 0942-35-3322 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福

岡県済生会福岡総合病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｻｲｾｲｶｲｼﾌﾞﾌｸｵｶｹ

ﾝｻｲｾｲｶｲﾌｸｵｶｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ 
内科 福岡県福岡市中央区天神 1-3-46 092-771-8151 

国家公務員共済組合連合会浜の町病

院 
ｺﾂｶｺｳﾑｲﾝｷﾖｳｻｲｸﾐｱｲﾚﾝｺﾞｳｶｲﾊﾏﾉﾏﾁﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 福岡県福岡市中央区長浜 3-3-1 092-721-0831 

学校法人福岡大学福岡大学病院 ｶﾞﾂｺｳﾎｳｼﾞﾝﾌｸｵｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｸｵｶﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液・糖尿病科 福岡県福岡市城南区七隈 7-45-1 092-801-1011 

医療法人原三信病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾊﾗｻﾝｼﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 福岡県福岡市博多区大博町 1-8 092-291-3434 

国立大学法人九州大学病院 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｷﾕｳｼﾕｳﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  
第一内科、第三

内科 
福岡県福岡市東区馬出 3-1-1 092-641-1151 

独立行政法人国立病院機構九州がん

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｷﾕｳｼﾕｳ

ｶﾞﾝｾﾝﾀ-  
血液内科 福岡県福岡市南区野多目 3-1-1 092-541-3231 

独立行政法人国立病院機構九州医療

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｷｭｳｼｭｳｲ

ﾘﾖｳｾﾝﾀ- 
血液内科 福岡県福岡市中央区地行浜 1-8-1 092-852-0700 

一般社団法人朝倉医師会朝倉医師会

病院 

ｲﾂﾊﾟﾝｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｱｻｸﾗｲｼｶｲｱｻｸﾗｲｼｶｲﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液内科 福岡県朝倉市来春 422-1 0946-23-0077 

一般財団法人医療・介護・教育研究財

団柳川病院 
ｲﾘﾖｳｶｲｺﾞ.ｷﾖｳｲｸ.ｹﾝｷﾕｳｻﾞｲﾀﾞﾝﾔﾅｶﾞﾜﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 福岡県柳川市筑紫町 29 0944-72-6171 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福

岡県済生会飯塚嘉穂病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｻｲｾｲｶｲｼﾌﾞﾌｸｵｶｹ

ﾝｻｲｾｲｶｲｲｲﾂﾞｶｶﾎﾋﾞﾖｳｲﾝ 
内科 福岡県飯塚市太郎丸 265 0948-22-3740 

一般社団法人福岡県社会保険医療協

会社会保険稲築病院 

ｲﾂﾊﾟﾝｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾌｸｵｶｹﾝｼﾔｶｲﾎｹﾝｲﾘﾖｳｷﾖｳ

ｶｲｼﾔｶｲﾎｹﾝｲﾅﾂｷﾋﾞﾖｳｲﾝ 
内科 福岡県嘉麻市口春 744-1 0948-42-1110 
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国立大学法人佐賀大学医学部附属病

院 
ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｻｶﾞﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 佐賀県佐賀市鍋島 5-1-1 0952-31-6511 

地方独立行政法人佐賀県医療センター

好生館 

ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｻｶﾞｹﾝｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-ｺｳｾ

ｲｶﾝ  
内科 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原 400 0952-24-2171 

医療法人幸善会前田病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｺｳｾﾞﾝｶｲﾏｴﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 佐賀県伊万里市立花町 2742-1 0955-23-5101 

日本赤十字社唐津赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｶﾗﾂｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 佐賀県唐津市二タ子 1-5-1 0955-72-5111 

日本赤十字社長崎原爆病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔﾅｶﾞｻｷｹﾞﾝﾊﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  第三内科 長崎県長崎市茂里町 3-15 095-847-1511 

宗教法人聖フランシスコ病院会聖フラン

シスコ病院 

ｼﾕｳｷﾖｳｾｲﾌﾗﾝｼｽｺﾋﾞﾖｳｲﾝｶｲｾｲﾌﾗﾝｼｽｺﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ  
内科 長崎県長崎市小峰町 9-20 095-846-1888 

国立大学法人長崎大学病院 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 長崎県長崎市坂本 1-7-1 095-819-7200 

長崎市立病院機構長崎みなとメディカ

ルセンター成人病センター 
ﾅｶﾞｻｷﾐﾅﾄﾒﾃﾞｲｶﾙｾﾝﾀ-ｾｲｼﾞﾝﾋﾞﾖｳｾﾝﾀ-  内科 長崎県長崎市淵町 20-5 095-861-1111  

独立行政法人地域医療機能推進機構

諫早総合病院 

ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳｲｻﾊﾔｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖ

ｳｲﾝ 
血液内科 長崎県諫早市永昌東町 24-1 0957-22-1380 

独立行政法人国立病院機構長崎医療

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾅｶﾞｻｷｲﾘ

ﾖｳｾﾝﾀ- 
血液内科 長崎県大村市久原 2-1001-1 0957-52-3121 

佐世保市立総合病院 ｻｾﾎﾞｼﾘﾂｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 長崎県佐世保市平瀬町 9-3 0956-24-1515 

長崎県病院企業団長崎県島原病院 
ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾋﾞﾖｳｲﾝｷｷﾞﾖｳﾀﾞﾝﾅｶﾞｻｷｹﾝｼﾏﾊﾞﾗﾋ ﾖ゙ｳ

ｲﾝ  
内科 長崎県島原市下川尻町 7895 0957-63-1145 

長崎県病院企業団長崎県壱岐病院 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾋﾞﾖｳｲﾝｷｷﾞﾖｳﾀﾞﾝﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触 1626 0920-47-1131 

国民健康保険平戸市民病院 ｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝﾋﾗﾄﾞｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 長崎県平戸市草積町 1125-12  0950-28-1113 

特定医療法人萬生会熊本第一病院 ﾄｸﾃｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾊﾞﾝｾｲｶｲｸﾏﾓﾄﾀﾞｲｲﾁﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 
熊本県熊本市南区田迎町大字田井島

224 
096-370-7333 

独立行政法人国立病院機構熊本医療

センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｸﾏﾓﾄｲﾘﾖ

ｳｾﾝﾀ-  

血液・膠原病内

科 
熊本県熊本市中央区二の丸 1-5 096-353-6501 

国立大学法人熊本大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｸﾏﾓﾄﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ  
血液内科 熊本県熊本市中央区本荘 1-1-1 096-344-2111 
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社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊

本県済生会熊本病院 

ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｻｲｾｲｶｲｸﾏﾓﾄﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 

腫瘍・糖尿病セ

ンター  
熊本県熊本市南区近見 5-3-1 096-351-8000 

熊本市立熊本市民病院 ｸﾏﾓﾄｼﾘﾂｸﾏﾓﾄｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液・腫瘍内科 熊本県熊本市東区湖東 1-1-60 096-365-1711 

荒尾市民病院 ｱﾗｵｼﾐﾝﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科  熊本県荒尾市荒尾 2600 0968-63-1115 

独立行政法人地域医療機能推進機構

人吉医療センター 
ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳﾋﾄﾖｼｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-  血液内科 熊本県人吉市老神町 35 0966-22-2191 

独立行政法人地域医療機能推進機構

熊本総合病院 

ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳｸﾏﾓﾄｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ  
血液内科 熊本県八代市通町 10-10 0965-32-7111 

医療法人創起会くまもと森都総合病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｿｳｷｶｲｸﾏﾓﾄｼﾝﾄｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 熊本県熊本市中央区新屋敷 1-17-27 096-364-6000 

大分県立病院 ｵｵｲﾀｹﾝﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 大分県大分市大字豊饒 476 097-546-7111 

国立大学法人大分大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｵｵｲﾀﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
血液内科 大分県由布市挾間町医大ケ丘 1-1 097-549-4411 

独立行政法人地域医療機能推進機構

南海医療センター 

ﾄﾞﾂﾎﾟｳﾁｲｷｲﾘﾖｳｷﾉｳｽｲｼﾝｷｺｳﾅﾝｶｲｲﾘﾖｳｾﾝﾀ

- 
血液内科 大分県佐伯市常盤西町 11-20 0972-22-0547 

大分県厚生連鶴見病院 ｵｵｲﾀｹﾝｺｳｾｲﾚﾝﾂﾙﾐﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 大分県別府市大字鶴見 4333 0977-23-7111 

社会医療法人同心会古賀総合病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝﾄﾞｳｼﾝｶｲｺｶﾞｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 宮崎県宮崎市池内町 1749-1 0985-39-8888 

宮崎県立宮崎病院 ﾐﾔｻﾞｷｹﾝﾘﾂﾐﾔｻﾞｷﾋﾞﾖｳｲﾝ 内科 宮崎県宮崎市北高松町 5-30 0985-24-4181 

宮崎県立延岡病院 ﾐﾔｻﾞｷｹﾝﾘﾂﾉﾍﾞｵｶﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 宮崎県延岡市新小路 2-1-10 0982-32-6181 

一般社団法人藤元メディカルシステム

藤元総合病院 
ﾌｼﾞﾓﾄﾒﾃﾞｲｶﾙｼｽﾃﾑﾌｼﾞﾓﾄｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲﾝ  内科 宮崎県都城市早鈴町 17-1 0986-25-1313 

独立行政法人国立病院機構都城医療

センター 
ﾄﾞﾂﾎﾟｳｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳﾐﾔｺﾉｼﾞﾖｳｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-  内科 宮崎県都城市祝吉町 5033-1 0986-23-4111 

国立大学法人宮崎大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾐﾔｻﾞｷﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞﾖｳ

ｲﾝ 
第ニ内科 宮崎県宮崎市清武町木原 5200 0985-85-1510 

公益財団法人慈愛会今村病院 ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｼﾞｱｲｶｲｲﾏﾑﾗﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 鹿児島県鹿児島市堀江町 17-1 099-226-2600 

国立大学法人鹿児島大学病院 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾋﾞﾖｳｲﾝ  
血液・膠原病内

科 
鹿児島県鹿児島市桜ケ丘 8-35-1 099-275-5111 
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病院名 病院名フリガナ 診療科名 住所 電話番号（代表） 

公益財団法人昭和会今給黎総合病院 
ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｼﾖｳﾜｶｲｲﾏｷｲﾚｿｳｺﾞｳﾋﾞﾖｳｲ

ﾝ  
血液内科 鹿児島県鹿児島市下竜尾町 4-16 099-226-2211 

医療法人青仁会池田病院 ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｾｲｼﾞﾝｶｲｲｹﾀﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 鹿児島県鹿屋市下祓川町 1830 0994-43-3434 

独立行政法人国立病院機構鹿児島医

療センター 

ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝｷｺｳｶｺﾞｼﾏｲﾘﾖ

ｳｾﾝﾀ- 
血液内科 鹿児島県鹿児島市城山町 8-1 099-223-1151 

公益財団法人慈愛会今村病院分院 ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｼﾞｱｲｶｲｲﾏﾑﾗﾋﾞﾖｳｲﾝﾌﾞﾝｲﾝ  血液内科 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 11-23 099-251-2221 

日本赤十字社沖縄赤十字病院 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞﾕｳｼﾞｼﾔｵｷﾅﾜｾｷｼﾞﾕｳｼﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 沖縄県那覇市与儀 1-3-1 098-853-3134 

地方独立行政法人那覇市立病院 ﾁﾎｳﾄﾞｸﾘﾂｷﾞﾖｳｾｲﾎｳｼﾞﾝﾅﾊｼﾘﾂﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液内科 沖縄県那覇市古島 2-31-1 098-884-5111 

沖縄県立南部医療センター・こども医療

センター 
ｵｷﾅﾜｹﾝﾘﾂﾅﾝﾌﾞｲﾘﾖｳｾﾝﾀ-.ｺﾄﾞﾓｲﾘﾖｳｾﾝﾀ- 血液内科 沖縄県島尻郡南風原町字新川 118-1 098-888-0123 

国立大学法人琉球大学医学部附属病

院 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾘﾕｳｷﾕｳﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞ

ﾖｳｲﾝ  

内分泌代謝・血

液・膠原病 内

科 

沖縄県中頭郡西原町字上原 207 098-895-3331 

沖縄県立中部病院 ｵｷﾅﾜｹﾝﾘﾂﾁﾕｳﾌﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液内科 沖縄県うるま市字宮里 281 098-973-4111 

社会医療法人敬愛会中頭病院 ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｹｲｱｲｶｲﾅｶｶﾞﾐﾋﾞﾖｳｲﾝ  血液腫瘍科 沖縄県沖縄市知花 6-25-5 098-939-1300 

社会医療法人かりゆし会ハートライフ病

院 
ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｶﾘﾕｼｶｲﾊ-ﾄﾗｲﾌﾋﾞﾖｳｲﾝ 血液科 沖縄県中頭郡中城村字伊集 208 098-895-3255 

社会医療法人敬愛会ちばなクリニック ｼﾔｶｲｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｹｲｱｲｶｲﾁﾊﾞﾅｸﾘﾆﾂｸ  血液腫瘍科 沖縄県沖縄市知花 6-25-15 098-939-1301 
 


