
※公開を希望しない施設を除く
都道府県 施 設 名 住 所

北海道 JR札幌病院 札幌市中央区北3条東1丁目
北海道 札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌6条6丁目5-1
北海道 日本赤十字社清水赤十字病院 上川郡清水町南2条2-1
北海道 医療法人社団翔嶺館 札幌優翔館病院 札幌市北区東茨戸2-2-8-25
北海道 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 室蘭市知利別町１-45
北海道 市立旭川病院 旭川市金星町1丁目1番65号
北海道 札幌徳洲会病院 札幌市厚別区大谷地東1-1-1
北海道 砂川市立病院 砂川市西四条北3丁目1-1
北海道 NTT東日本札幌病院 札幌市中央区南一条西15丁目NTT東日本札幌病院心臓血管外科
北海道 札幌厚生病院 札幌市中央区北三条東8丁目5番地
北海道 市立函館病院 函館市港町1-10-1
北海道 医療法人サンプラザ新札幌循環器病院 札幌市厚別区厚別中央二条4丁目９－２５
北海道 医療法人仁友会北彩都病院 旭川市宮下通9丁目２番１号
北海道 北海道大学病院 札幌市北区北14条西5丁目
北海道 札幌真駒内病院 札幌市南区真駒内緑町1丁目2番1号
北海道 社会医療法人北海道循環器病院 札幌市中央区南27条西13丁目1-30
北海道 王子総合病院 苫小牧市若草町３丁目４番８号
北海道 旭川赤十字病院 旭川市曙一条１丁目1-1
北海道 市立釧路総合病院 釧路市春湖台1-12
北海道 札幌心臓血管クリニック 札幌市東区北四十九条東16丁目8-1
北海道 藤澤心臓血管クリニック 小樽市稲穂3-1-16
北海道 市立札幌病院 札幌市中央区北11条西13丁目1-1
北海道 新ひだか町立静内病院 日高郡新ひだか町静内緑町4-5-1
北海道 社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 札幌市中央区南九条西10丁目1-50
北海道 名寄市立総合病院 名寄市西7条南8丁目1番地
北海道 医療法人社団愛心館愛心メモリアル病院 札幌市東区北二十七条東１丁目１ー１５
北海道 札幌静脈瘤クリニック 札幌市中央区南一条西１6丁目1-246ANNEXレーベンビル4F
北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 札幌市西区山の手五条7丁目1番1号
北海道 北斗病院 帯広市稲田町基線7番地5
北海道 医療法人社団ひこばえの会恵庭みどりのクリニック 恵庭市緑町１丁目５番３号
北海道 こにし内科・心臓血管クリニック 函館市末広町３ー１５
北海道 函館五稜郭病院 函館市五稜郭町38-3
北海道 札幌医科大学附属病院 札幌市中央区南１条西１６丁目２９１
北海道 KKR札幌医療センター 札幌市豊平区平岸一条6丁目3-40 
北海道 札幌道都病院 札幌市東区北17条東14丁目3-2
北海道 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院 札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
北海道 社会医療法人元生会森山病院 旭川市宮前２条1丁目1番6号
北海道 医療法人豊和会新札幌豊和会病院 札幌市厚別区大谷地東2丁目5番12号
北海道 札幌禎心会病院 札幌市東区北三十三条東１-3-1
北海道 小林病院 北見市北3条西4-2
北海道 北海道立北見病院 北見市北七条東2丁目２－１
北海道 旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東２条1丁目
北海道 釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国191番212
北海道 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 札幌市白石区本通８丁目南１番１０号
北海道 イムス札幌消化器中央総合病院 札幌市西区八軒二条西１丁目１番１号
北海道 函館渡辺病院 函館市湯川町１丁目３１番１号（函館東郵便局私書箱第１号）
北海道 医療法人春林会華岡青洲記念病院 札幌市豊平区美園三条5丁目３－１
北海道 医療法人社団静和会静和記念病院 札幌市西区琴似一条５丁目1番１号
北海道 医療法人社団刀圭会協立病院 帯広市西十六条北1-27
北海道 カレスサッポロ北光記念病院 札幌市東区北二十七条東８丁目１番６号
青森県 八戸市立市民病院 八戸市大字田向字毘沙門平1
青森県 青森県立中央病院 青森市東造道2-1-1
青森県 弘前中央病院 弘前市吉野町３－１
青森県 青森労災病院 八戸市大字白銀町南ヶ丘1
青森県 村上新町病院 青森市新町2丁目1-13
青森県 のだ眼科・血管内科クリニック 弘前市神田3-2-11
青森県 医療法人雄心会青森新都市病院 青森市石江3-1
青森県 芙蓉会村上病院 青森市浜田3-3-14
青森県 堤橋ふれあいクリニック 青森市堤町
青森県 十和田市立中央病院 十和田市西十二番町14-8
岩手県 北上済生会病院 北上市九年橋3-15-33
岩手県 盛岡友愛病院 盛岡市永井12-10
岩手県 岩手県立胆沢病院 奥州市水沢区龍ケ馬場61番地
岩手県 岩手県立中央病院 盛岡市上田１丁目４－１
岩手県 岩手県立久慈病院 久慈市旭町10-1
岩手県 恵仁会三愛病院 盛岡市月が丘1-29-15
岩手県 岩手県立中部病院 北上市村崎野１７－１０
宮城県 医療法人医徳会 真壁病院 東松島市矢本字鹿石前109-4
宮城県 JR仙台病院 仙台市青葉区五橋1-1-5
宮城県 石巻赤十字病院 石巻市蛇田字西道下71番地
宮城県 仙台徳洲会病院 仙台市泉区七北田駕籠沢１５
宮城県 仙台市立病院 仙台市太白区あすと長町1-1-1
宮城県 仙台市医療センター・仙台オープン病院 仙台市宮城野区鶴ケ谷5丁目22-1
宮城県 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 仙台市青葉区広瀬町4-15
宮城県 JCHO仙台病院 青葉区堤町3-16-1JCHO仙台病院
宮城県 気仙沼市立病院 気仙沼市赤岩杉ノ沢8番地２
宮城県 東北医科薬科大学病院 仙台市宮城野区福室１丁目１５番１号
宮城県 なとり皮膚科くまのどう内科下肢静脈瘤クリニック 名取市高舘熊野堂岩口下45-3
秋田県 中通総合病院 秋田市南通みその町3-15
秋田県 秋田大学医学部附属病院 秋田市本道1-1-1
秋田県 秋田血管外科クリニック 秋田市中通２－８－１フォンテ秋田７階
秋田県 御所野ひかりクリニック 秋田市仁井田字横山260-1
秋田県 市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町4-30
秋田県 後藤内科医院 大仙市高梨字田茂木87
秋田県 秋田県厚生連平鹿総合病院 横手市前郷字八ツ口3番1
山形県 心臓・血圧満天クリニック 鶴岡市のぞみ町5番17号
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山形県 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 山形市沖町79番1
山形県 米沢市立病院 米沢市相生町6番36号
山形県 日本海総合病院 酒田市あきほ町30番地
山形県 医療法人徳洲会庄内余目病院 東田川郡庄内町松陽１－１－１
山形県 山形大学医学部附属病院 山形市飯田西2-2-2
福島県 福島第一病院 福島市北沢又字成出16-2
福島県 福島県立医科大学 福島市光が丘1番地
福島県 財団法人温知会会津中央病院 会津若松市鶴賀町1番1号
福島県 総合南東北病院 郡山市八山田7-115
福島県 須賀川病院 須賀川市丸田町17
福島県 太田西ノ内病院 郡山市西ノ内2-5-20
福島県 公益財団法人星総合病院 郡山市向河原町１５９－１
福島県 創流会朝日病院 郡山市朝日3-8-2
福島県 日東病院 郡山市細沼町3-6
茨城県 医療法人徳洲会 古河総合病院 古河市鴻巣1555
茨城県 日立製作所 日立総合病院 日立市城南町2-1-1
茨城県 茨城県西部メディカルセンター 筑西市大塚555
茨城県 水戸赤十字病院 水戸市三の丸3-12-48
茨城県 慶友会つくば血管センター 守谷市立沢980-1
茨城県 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 つくば市要1187-299
茨城県 誠潤会水戸病院 水戸市袴塚3-2787-9
茨城県 総合病院土浦協同病院 土浦市おおつ野4-1-1
茨城県 日本赤十字社古河赤十字病院 古河市下山町1150番地
茨城県 医療法人玉心会鹿嶋ハートクリニック 神栖市平泉1番168
茨城県 筑波メディカルセンター病院 つくば市天久保1-3-1
茨城県 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台3-3-10
茨城県 茨城県立中央病院 笠間市鯉淵6528
茨城県 水戸医療センター 東茨城郡茨城町桜の郷208
茨城県 小山記念病院 鹿嶋市厨５丁目１番地２
栃木県 国際医療福祉大学病院 那須塩原市井口537-3
栃木県 自治医科大学 下野市薬師寺3311-1
栃木県 獨協医科大学 下都賀郡壬生町北小林880
栃木県 獨協医科大学日光医療センター 日光市高徳532
栃木県 国際医療福祉大学塩谷病院 矢板市富田77番地
栃木県 佐野市民病院 佐野市田沼町1832-1
栃木県 新小山市民病院 小山市大字神鳥谷2251番地1
群馬県 国立病院機構 高崎総合医療センター 高崎市高松町36番地
群馬県 沼田脳神経外科循環器科病院 沼田市栄町８番地
群馬県 伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取本町12－1
群馬県 群馬県立心臓血管センター 前橋市亀泉町甲３－１２
群馬県 北関東循環器病院 渋川市北橘町下箱田740北関東循環器病院
群馬県 蜂谷病院 邑楽郡大泉町朝日４－１１－１
群馬県 高瀬クリニック 高崎市南大類町885-2
群馬県 高崎ハートホスピタル 高崎市中尾町1230番地
群馬県 医療法人社団三思会東邦病院 みどり市笠懸町阿左美1155
群馬県 高崎静脈瘤クリニック 高崎市旭町24-6SJ旭町ビル3階
群馬県 SUBARU健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５番地１
埼玉県 川口形成外科クリニック 川口市栄町3-8-15 太陽サパールビル8F
埼玉県 医療法人健仁会 益子病院 川口市芝中田2-48-6
埼玉県 新座志木中央総合病院 新座市東北1-7-2
埼玉県 丸山記念総合病院 さいたま市岩槻区本町2-10-5
埼玉県 大宮中央総合病院 さいたま市北区東大成町1-227
埼玉県 さいたま静脈瘤クリニック 川口市栄町3-8-18 風月堂川口栄ビル2F
埼玉県 行田総合病院 行田市持田376
埼玉県 所沢明生病院 所沢市山口5095
埼玉県 秀和総合病院 春日部市谷原新田1200
埼玉県 済生会川口総合病院 川口市西川口5-11-5
埼玉県 大宮セントラルクリニック さいたま市大宮区桜木町大宮三貴ビル３F
埼玉県 白岡中央総合病院 白岡市小久喜938-12
埼玉県 イムス富士見総合病院 富士見市鶴馬1967-1
埼玉県 春日部中央総合病院 春日部市緑町5-9-4
埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 川越市大字鴨田1981
埼玉県 地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市板井1696
埼玉県 草加市立病院 草加市草加2丁目21-1
埼玉県 三郷中央総合病院 三郷市中央4-5-1
埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区天沼町1-847
埼玉県 戸田中央総合病院 戸田市本町1-19-3
埼玉県 埼玉東部循環器病院 越谷市大沢3187-1
埼玉県 川口市立医療センター 川口市西新井宿180
埼玉県 ふじみ野血管外科・内科クリニック ふじみ野市清見１‐２‐１４
埼玉県 医療法人根本外科整形外科 富士見市鶴馬3477-1
埼玉県 かわぐち心臓呼吸器病院 川口市前川1-1-51
埼玉県 鴻巣血管外科クリニック 鴻巣市神明2-1-6
埼玉県 上尾中央総合病院 上尾市柏座1-10-10
埼玉県 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区新都心１番地５
埼玉県 大宮静脈瘤クリニック さいたま市大宮区桜木町2丁目2-18 一番ビルⅡ 2階
埼玉県 しらさきクリニック 久喜市久喜新1180-1
埼玉県 メディカルトピア草加病院 草加市谷塚1-11-18
埼玉県 中村外科医院 本庄市日の出3-7-26
埼玉県 きむら内科外科クリニック 川口市西青木1-21-19
埼玉県 さいたま市立病院 さいたま市緑区三室2460
埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 越谷市南越谷2-1-50
埼玉県 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院 幸手市吉野517-5
埼玉県 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 和光市諏訪2-1
埼玉県 埼玉慈恵病院 熊谷市石原3-208
埼玉県 深谷赤十字病院 深谷市上柴町西5丁目8番地1
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埼玉県 医療法人社団埼玉巨樹の会新久喜総合病院 久喜市上早見418-1
埼玉県 アキ循環器・血管外科クリニック さいたま市浦和区仲町1-6-6うらわメディカルBld.4階
埼玉県 川越下肢静脈瘤膝関節クリニック 川越市脇田本町8-1U_PLACE6階MEDICITY
埼玉県 羽生総合病院 羽生市下岩瀬446
埼玉県 埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷38
埼玉県 浦島医院 蓮田市南新宿834-1
埼玉県 埼友草加病院 草加市松原1-7-22
埼玉県 医療法人刀水会齋藤記念病院 川口市並木4-6-6
千葉県 国際医療福祉大学 成田病院 成田市畑ケ田852
千葉県 おもて内科糖尿病クリニック 市原市ちはら台東8-17-4
千葉県 医療法人財団 明理会 行徳総合病院 市川市本行徳5525-2
千葉県 医療法人社団圭春会小張総合病院 野田市横内29-1
千葉県 東京歯科大学市川総合病院 市川市菅野5-11-13
千葉県 千葉市立海浜病院 千葉市美浜区磯辺3-31-1
千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 柏市柏下163-1
千葉県 新東京病院 松戸市和名ケ谷1271番新東京病院
千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 佐倉市下志津564-1
千葉県 医療法人積仁会 島田総合病院 銚子市東町５－３
千葉県 津田沼中央総合病院 習志野市谷津１－９－１７
千葉県 船橋静脈瘤クリニック 船橋市本町7-11-4アーバンパレス池尻2階
千葉県 千葉県循環器病センター 市原市鶴舞575
千葉県 柏厚生総合病院 柏市篠籠田617番地
千葉県 翠明会山王病院 千葉市稲毛区山王町166-2
千葉県 医療法人徳洲会千葉徳洲会病院 船橋市高根台２－１１－１
千葉県 東京あしの血管クリニック柏院 柏市中央町５番地１９号ニホンメガネビル２０１号
千葉県 国立国際医療研究センター国府台病院 市川市国府台1-7-1
千葉県 千葉静脈瘤・循環器クリニック 千葉市中央区新千葉1-4-2ウェストリオ2―701
千葉県 医療法人鉄蕉会亀田クリニック 鴨川市東町929
千葉県 国立病院機構千葉医療センター 千葉市中央区椿森４－１－２
千葉県 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院 成田市畑ケ田852
千葉県 新松戸中央総合病院 松戸市新松戸1-380新松戸中央総合病院
千葉県 鎌ケ谷総合病院 鎌ケ谷市初富929-6
千葉県 東葛クリニック病院 松戸市樋野口865番地2
千葉県 医療法人社団弘淳会田中医院 袖ケ浦市神納2-10-7
千葉県 ユーカリ血管クリニック 佐倉市西ユーカリが丘西ユーカリが丘6－12－3,イオンタウンユーカリが丘西街区2F
千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 浦安市富岡2－1－1
千葉県 成田富里徳洲会病院 富里市日吉台1-1-1
千葉県 加賀谷正クリニック 松戸市東松戸3-7-19
千葉県 ちば下肢静脈瘤クリニック 千葉市中央区富士見1-2-11勝山ビル6階
千葉県 玄々堂君津病院 君津市東坂田4-7-20玄々堂君津病院
千葉県 医療法人芙蓉会五井病院 市原市五井5155
千葉県 医療法人SHIODA塩田病院 勝浦市出水1221
千葉県 医療法人社団誠馨会セコメディック病院 船橋市豊富町696-1
千葉県 うのさわクリニック 流山市東深井382-20
千葉県 千葉大学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻１－８－１
千葉県 聖隷佐倉市民病院 佐倉市江原台２丁目３６番２
東京都 医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 品川区東大井6-3-22
東京都 尾花循環器クリニック 江戸川区西葛西5-4-12
東京都 東邦大学医療センター大橋病院 目黒区大橋2-22-36
東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院 練馬区高野台3-1-10
東京都 杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2
東京都 武蔵野徳洲会病院 西東京市向台町3-5-48
東京都 立正佼成会附属佼成病院 杉並区和田2-25-1
東京都 フォレスト呼吸器内科クリニック町田 町田市原町田6-28-15 クロノス町田101
東京都 江東病院 江東区大島6-8-5
東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院 立川市錦町４－２－２２
東京都 榊原記念病院 府中市朝日町3-16-1
東京都 東京都健康長寿医療センター 板橋区栄町35-2医局
東京都 東京都立墨東病院 墨田区江東橋４－２３－１５
東京都 東京都立多摩総合医療センター 府中市武蔵台2-8-19
東京都 東京臨海病院 江戸川区臨海町1-4-2
東京都 東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西6-11-1
東京都 大森内科ハートクリニック 大田区大森北1-8-13カスタリア大森2階
東京都 両国あしのクリニック 墨田区両国2-18-4 中尾ビル2F
東京都 江戸川病院 江戸川区東小岩2-24-18
東京都 九段坂病院 千代田区九段南１－６－１２
東京都 東京都保健医療公社大久保病院 新宿区歌舞伎町2-44-1
東京都 公益財団法人愛世会愛誠病院 板橋区加賀1－3－１
東京都 板橋中央総合病院 板橋区小豆沢2-19-28
東京都 都庁前血管外科・循環器内科 新宿区西新宿６－６－３新宿国際ビル新館6階
東京都 お茶の水血管外科クリニック 千代田区神田駿河台2-1-4ヒルクレスト御茶ノ水5階
東京都 胃腸内科・下肢静脈瘤森末クリニック 日野市多摩平1-4-19-201藤ビル
東京都 国立国際医療研究センター 新宿区戸山1-21-1
東京都 四谷・血管クリニック 新宿区四谷1－8－14四谷1丁目ビル2階
東京都 医療法人社団医聖心和会ファミリークリニック馬込 大田区中馬込2-26-15
東京都 明理会中央総合病院 北区東十条3-2-11
東京都 東京大学医学部附属病院 文京区本郷７丁目３－１
東京都 東京血管外科クリニック 文京区後楽1-1-1TKセントラルビル2階
東京都 総合東京病院 中野区江古田3-15-2
東京都 医療法人社団慶泉会町田慶泉病院 町田市南町田2-1-47
東京都 北里大学北里研究所病院 港区白金5-9-1
東京都 東京医科歯科大学 文京区湯島1-5-45
東京都 東京逓信病院 千代田区富士見2-14-23
東京都 東京ミッドタウンクリニック 港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー6階
東京都 医療法人社団KRMG東京ヴェインクリニック 豊島区東池袋1-7-5池袋イースタンビル５F
東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋3-25-8
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東京都 西東京中央総合病院 西東京市芝久保町2-4-19
東京都 寺田病院 足立区扇1-20-12
東京都 北青山Dクリニック 渋谷区神宮前3-7-10ARKWISEBLDG.
東京都 井上医院 杉並区阿佐ヶ谷北5-47-17
東京都 東京プライベートクリニック 中央区銀座5-1-15 第一御幸ビル3F
東京都 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念クリニック 新宿区西新宿新宿2-4-1新宿ＮＳビル（４階）
東京都 シンクパークハートクリニック 品川区大崎2-1-1ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ（３階）
東京都 高田馬場病院 豊島区高田3-8-9
東京都 東京デイサージェリークリニック 中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル2階
東京都 新宿外科クリニック 新宿区西新宿３丁目１－４第2佐山ビル5F
東京都 医療法人社団松和会池上総合病院 大田区池上６丁目１－１９
東京都 東京医科大学病院 新宿区西新宿６ー７ー１
東京都 東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町1163番地
東京都 池袋血管外科クリニック 豊島区南池袋1-17-2南池袋I－Nビル７階
東京都 森山記念病院 江戸川区北葛西4-3-1
東京都 西新井ハートセンター病院 足立区西新井本町1-12-8
東京都 山王メディカルセンター 港区赤坂8－5－35
東京都 日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町３０－１日大板橋病院大学院棟3階心臓血管外科
東京都 ＮＴＴ東日本関東病院 品川区東五反田５－９－２２
東京都 品川ハートメディカルクリニック 港区高輪2－15－11－105
東京都 東京女子医科大学東医療センター 荒川区西尾久2-1-10
東京都 東京西徳洲会病院 昭島市松原町3-1-1
東京都 赤羽静脈瘤クリニック 北区赤羽2-15-10山田ビル3階
東京都 東京女子医科大学形成外科 新宿区河田町8-1
東京都 ゆうハートクリニック 世田谷区北沢2-1-16アーバニティ下北沢２F
東京都 社会医療法人財団正志会南町田病院 町田市鶴間4-4-1
東京都 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 練馬区光が丘2-11-1
東京都 ニューハート・ワタナベ国際病院 杉並区浜田山３－１９－１１
東京都 立川静脈瘤クリニック 立川市柴崎町2-1-4五光トミオー第2ビル802号室
東京都 Kクリニック山王 大田区山王2-19-2
東京都 小泉胃腸肛門クリニック 葛飾区金町6-4-3-102
東京都 昭和大学江東豊洲病院 江東区豊洲5-1-38
東京都 医療法人社団永生会南多摩病院 八王子市散田町3-10-1
東京都 大崎病院東京ハートセンター 品川区北品川5-4-12
東京都 青梅市立総合病院 青梅市東青梅4-16-5
東京都 日本医科大学付属病院 文京区千駄木１－１－５
東京都 日産厚生会玉川病院 世田谷区瀬田4-8-1
東京都 慶應義塾大学医学部 新宿区信濃町35
東京都 公立学校共済組合関東中央病院 世田谷区上用賀6-25-1
東京都 下北沢病院 世田谷区北沢2-8-16
東京都 杉並すだクリニック 杉並区井草1-16-4
東京都 国家公務員共済組合連合会三宿病院 目黒区上目黒5-33-12
東京都 アヴェニューセルクリニック 港区南青山3-18-16 ル・ボワビル3階
東京都 自衛隊中央病院 世田谷区池尻１－２－２４
東京都 日本大学病院 千代田区神田駿河台1-6
東京都 社会医療法人一成会木村病院 荒川区町屋２－３－７
東京都 てとあしの血管クリニック東京 千代田区神田須田町1－5－10相鉄万世橋ビル1F
東京都 東京都済生会中央病院 港区三田1-4-17
東京都 北千住静脈瘤クリニック 足立区千住3-33三鈴ビル2階
東京都 国立病院機構災害医療センター 中野区中野2-26-1コーシャハイム中野フロント1305
東京都 目黒外科 品川区上大崎２－１５－１８目黒東豊ビル6階
東京都 イムス東京葛飾総合病院 葛飾区西新小岩4-18-1
東京都 イムス葛飾ハートセンター 葛飾区堀切3-30-1
東京都 帝京大学附属病院 板橋区加賀2-11-1
東京都 上高田クリニック 中野区上高田1-8-13メディカルプレイス上高田201
東京都 調布恵仁会クリニック 調布市菊野台1-14-12
東京都 目黒病院 目黒区中央町2-12-6
東京都 医療法人社団彗心会国立ハートクリニック 国立市中1-17-58
東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 目黒区東が丘2-5-1
東京都 虎の門病院 港区虎ノ門2-2-2
東京都 公立昭和病院 小平市花小金井8-1-1
東京都 医療法人財団荻窪病院 杉並区今川3丁目1-24
東京都 JR東京総合病院 渋谷区代々木２丁目１－３
東京都 聖母病院 新宿区中落合2-5-1
東京都 あらた形成スキンクリニック 武蔵野市吉祥寺本町2-1-7吉祥寺DMビル3F
東京都 医療法人社団三友会あけぼの病院 町田市中町1－23－3
東京都 東京北医療センター 北区赤羽台4-17-56
東京都 あさくさ橋心臓と血管のクリニック 台東区浅草橋1－18－9山上ビル２階
東京都 表参道ヘレネクリニック 港区南青山5-9-15青山OHMOTOﾋﾞﾙ3階
東京都 飛田給プライマリクリニック 調布市飛田給1-11-1ソフィア調布1F
東京都 総合病院厚生中央病院 目黒区三田１丁目１１－７
東京都 医療法人社団博栄会 浮間中央病院 北区赤羽北2-21-19
神奈川県 医療法人横浜平成会平成横浜病院 横浜市戸塚区戸塚町550
神奈川県 上大岡静脈瘤クリニック 横浜市港南区上大岡西1-16-25 上大岡ファーストビル4F
神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1
神奈川県 東海大学医学部付属大磯病院 中郡大磯町月京21-1
神奈川県 湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本1370-1
神奈川県 平塚市民病院 平塚市南原
神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1
神奈川県 横浜南共済病院 横浜市金沢区六浦東
神奈川県 長津田ファミリークリニック 横浜市緑区長津田5-4-1-2階
神奈川県 戸塚共立第２病院 横浜市戸塚区吉田町579-1
神奈川県 医療法人社団慶博会関内医院 横浜市中区尾上町5-76明治屋尾上町ビルディング301
神奈川県 医療法人社団公仁会 大和成和病院 大和市南林間9-8-2
神奈川県 横浜旭中央総合病院 横浜市旭区若葉台4-20-1
神奈川県 海老名ハートクリニック 海老名市中新田406

4/11



※公開を希望しない施設を除く
都道府県 施 設 名 住 所

施設一覧（2022年2月15日 現在）

神奈川県 小田原循環器病院 小田原市矢作296-1
神奈川県 川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通12-1
神奈川県 馬車道慶友クリニック 横浜市中区海岸通5-25-2-23シャレール海岸通２F
神奈川県 横浜労災病院 横浜市港北区小机町3211
神奈川県 新百合ヶ丘総合病院 川崎市麻生区古沢都古２５５
神奈川県 溝の口慶友クリニック 川崎市高津区久本3-1-31 U-LAND溝ノ口ビル4F
神奈川県 相模原協同病院 相模原市緑区橋本台4-3-1
神奈川県 社会医療法人財団石心会川崎幸病院 川崎市幸区大宮町31番27
神奈川県 医療法人社団緑成会横浜総合病院 横浜市青葉区鉄町2201-5
神奈川県 大船静脈瘤クリニック 鎌倉市大船1-26-33片岡ビル２F
神奈川県 医療法人尽誠会山近記念総合病院 小田原市小八幡３－１９－１４
神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町1－396
神奈川県 間中病院 小田原市本町4-1-26
神奈川県 社会医療法人社団三思会東名厚木病院 厚木市船子２３２
神奈川県 医療法人社団恵仁会セントマーガレット病院 横浜市港北区小机町3211
神奈川県 けいゆう病院 横浜市西区みなとみらい3-7-3
神奈川県 横須賀市立うわまち病院 横須賀市上町2-36
神奈川県 済生会神奈川県病院 横浜市神奈川区富家町6-6
神奈川県 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 藤沢市辻堂神台1-5-1
神奈川県 医療法人社団聖仁会横浜甦生病院 横浜市瀬谷区瀬谷4-30-30
神奈川県 横浜栄共済病院 横浜市栄区桂町132
神奈川県 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 横浜市戸塚区原宿3-60-2
神奈川県 医療法人五星会菊名記念病院 横浜市港北区菊名4-4-27
神奈川県 あらおクリニック 横浜市青葉区しらとり台1-7 ヴァンテアン1階
神奈川県 神奈川県立循環器呼吸器病センター 横浜市金沢区富岡東6-16-1
神奈川県 湘南藤沢心臓血管クリニック 藤沢市湘南台1-9-1エクシード湘南台1階
神奈川県 厚木市立病院 厚木市水引1-16-36
神奈川県 横浜血管クリニック 横浜市西区岡野1-14-1横浜メディカルセンタービル2階
神奈川県 横浜市立市民病院 横浜市神奈川区三ツ沢西町1番1号
神奈川県 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町１－１
神奈川県 社会医療法人財団石心会第二川崎幸クリニック 川崎市幸区都町３９番地１
神奈川県 大和市立病院 大和市深見西８－３－６
神奈川県 笹生循環器クリニック 厚木市旭町5-47-1
神奈川県 川崎市立井田病院 川崎市中原区井田2-27-1
神奈川県 かぬまだいけやきクリニック 相模原市中央区鹿沼台2-18-6大谷第一ビル3階
神奈川県 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 川崎市川崎区鋼管通1-2-1
神奈川県 新横浜美容外科血管外科クリニック 横浜市港北区新横浜二丁目5-14WISENEXT新横浜７F
神奈川県 JCHO横浜中央病院 横浜市中区山下町268
神奈川県 医療法人藤誠会佐藤病院 足柄上郡大井町金子1922-3
神奈川県 湘南平塚下肢静脈瘤クリニック 平塚市紅谷町14－20FT共同ビル3階
神奈川県 つなしま医院 横浜市港北区綱島東1-6-10T'sBRIGHTIA3階
神奈川県 横須賀共済病院 横須賀市米が浜通１－１６
神奈川県 川崎鶴見血管外科クリニック 川崎市幸区大宮町5-6コ・オリナ・ビル4階
神奈川県 総合新川橋病院 川崎市川崎区新川通1-15
神奈川県 医療法人徳洲会大和徳洲会病院 大和市中央4-4-12
神奈川県 医療法人社団慶博会村山クリニック 横浜市南区真金町1-7
神奈川県 OKUNO CLINIC. 横浜市都筑区茅ケ崎中央36-6ホテルアトラス２F
神奈川県 相模原町田血管外科クリニック 相模原市南区相模大野3-15-22ロコス相模大野B棟2階
神奈川県 小杉町クリニック 川崎市中原区小杉町2-227イトービル1F
神奈川県 足の静脈瘤クリニック横浜院 横浜市西区北幸二丁目5-22福井第2ビル6階
神奈川県 聖隷横浜病院 横浜市保土ヶ谷区岩井町215
神奈川県 JCHO横浜保土ヶ谷中央病院 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1
新潟県 社会医療法人 嵐陽会 三之町病院 三条市本町5-2-30
新潟県 羽賀心臓血管外科クリニック 新潟市中央区天神1－12－7LEXN1-2F
新潟県 済生会新潟病院 新潟市西区寺地280-7
新潟県 長岡中央綜合病院 長岡市川崎町２０４１
新潟県 新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通1-754
新潟県 長岡赤十字病院 長岡市千秋2丁目297－1
新潟県 新潟市民病院 新潟市中央区鐘木463番地7
新潟県 のもと皮フ科クリニック 新潟市秋葉区美幸町1丁目5番12号
富山県 済生会富山病院 富山市楠木33-1
富山県 富山大学附属病院 富山市杉谷２６３０
富山県 かみいち総合病院 中新川郡上市町法音寺51
富山県 高岡市民病院 高岡市宝町４－１
富山県 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市鞍川1130番地
富山県 杉野脳神経外科病院 富山市千石町6-3-7
富山県 富山市立富山市民病院 富山市今泉北部町２－１
富山県 医療法人社団健心会坂東病院 下新川郡朝日町道下900坂東病院
富山県 もりクリニック 富山市天正寺1076番
富山県 越村血管外科醫院 富山市安養寺1305
富山県 富山県立中央病院 富山市西長江２－２－７８
富山県 黒部市民病院 黒部市三日市1108-1
石川県 金沢医科大学 河北郡内灘町大学1-1金沢医科大学臨床研究棟1階心臓血管外科医局
石川県 国家公務員共済組合連合会北陸病院 金沢市泉が丘2-13-43
石川県 心臓血管センター金沢循環器病院 金沢市田中町は16
石川県 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院 七尾市富岡町94
石川県 のぐち血管外科クリニック 金沢市直江南1丁目28-1
石川県 金沢静脈瘤クリニック 金沢市北安江1-3-24金沢フロントビル１階
石川県 独立行政法人国立病院機構石川病院 加賀市手塚町サ150番地
石川県 石川勤労者医療協会城北病院 金沢市京町２０－３
福井県 佐々木血管クリニック 福井市御幸2丁目-10-8
福井県 市立砺波総合病院 福井市和田中町舟橋７－１
福井県 福井県済生会病院 福井市和田中町舟橋7-1
福井県 福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
福井県 福井静脈瘤クリニック 福井市中央1-3-3KIビル3階
福井県 社会医療法人 財団 中村病院 越前市天王町4-28
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山梨県 公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 山梨市落合860
山梨県 山梨大学医学部附属病院 中央市下河東1110
山梨県 韮崎市立病院 韮崎市本町3－5－3
長野県 信州大学医学部附属病院 松本市旭３－１－１
長野県 佐久総合病院 佐久市臼田197
長野県 長野松代総合病院 長野市松代町松代183
長野県 長野赤十字病院 長野市若里5-22-1
長野県 長野中央病院 長野市西鶴賀町1570番地
長野県 藤森病院 松本市中央２－９－８
長野県 諏訪中央病院 茅野市玉川4300
長野県 松本協立病院 松本市巾上９－２６
長野県 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 松本市本庄2-5-1
長野県 長野市民病院 長野市大字富竹１３３３番地１
長野県 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野市篠ノ井会６６６－１
長野県 社会医療法人栗山会飯田病院 飯田市大通1-15
長野県 さくら血管病クリニック 松本市島立328－1
長野県 長野静脈瘤クリニック 長野市北石堂町1437メインビル3階
長野県 諏訪赤十字病院 諏訪市湖岸通り5-11-50
岐阜県 東濃厚生病院 瑞浪市土岐町76-1
岐阜県 多治見スマートクリニック 多治見市住吉町7丁目27-27
岐阜県 社会医療法人厚生会木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井590
岐阜県 医療法人慶睦会千手堂病院 岐阜市千手堂中町1-25
岐阜県 岐阜ハートセンター 岐阜市薮田南4-14-4
岐阜県 梅田クリニック 岐阜市旦島1-6-14 
岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 多治見市前畑町5丁目161番地
岐阜県 いまいずみクリニック 岐阜市早田栄町4-23
岐阜県 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 羽島郡笠松町田代185-1
岐阜県 医療法人社団双樹会早徳病院 岐阜市宇佐南1丁目8番1号
静岡県 磐田市立総合病院 磐田市大久保512-3
静岡県 中東遠総合医療センター 掛川市菖蒲ヶ池１－１
静岡県 有隣厚生会東部病院 御殿場市茱萸沢1180-2
静岡県 静岡赤十字病院 静岡市葵区追手町8-2
静岡県 浜松医科大学 浜松市東区半田山１－２０－１
静岡県 浜松医療センター 浜松市中区富塚町328
静岡県 聖隷浜松病院 浜松市中区住吉2-12-12
静岡県 静岡市立静岡病院 静岡市葵区追手町１０－９３
静岡県 岡村記念病院 駿東郡清水町柿田293
静岡県 静岡済生会総合病院 静岡市駿河区小鹿１－１－１
静岡県 JA静岡厚生連遠州病院 浜松市中区中央1-1-1
静岡県 藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台4-1-11
静岡県 浜松赤十字病院 浜松市浜北区小林1088-1
静岡県 菊川市立総合病院 菊川市東横地1632
静岡県 静岡静脈瘤クリニック 静岡市葵区伝馬町サンローゼビル２階
静岡県 沼津市立病院 沼津市東椎路字春ノ木550
静岡県 高野橋医院 静岡市駿河区北丸子2－5－10
静岡県 聖隷三方原病院 浜松市北区三方原町３４５３
静岡県 焼津市立総合病院 焼津市道原１０００
静岡県 静岡市立清水病院 静岡市清水区宮加三1231
静岡県 十全記念病院 浜松市浜北区小松1700十全記念病院
静岡県 新都市病院 磐田市中泉御殿703番地
静岡県 富士足・心臓血管クリニック  富士市浅間本町1-43
静岡県 聖隷沼津病院 沼津市本字松下七反田902-6
静岡県 すずかけセントラル病院 浜松市南区田尻町120-1
静岡県 宮田整形外科・皮フ科 大府市江端町3-76
静岡県 沼津血管外科形成クリニック 沼津市通横町８－９マキヤ御成橋ビル３階
静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 伊豆の国市長岡1129
愛知県 金山駅前心臓と血管のクリニック・金子医院 名古屋市中区金山1-15-10 NFC金山駅前ビル5F
愛知県 蒲郡市民病院 蒲郡市平田町向田1-1
愛知県 春日井市民病院 春日井市鷹来町１－１－１
愛知県 名古屋大学医学部附属病院 名古屋市昭和区鶴舞町65
愛知県 医療法人武田ハートクリニック 名古屋市緑区熊の前1丁目117番地
愛知県 愛知医科大学病院 長久手市岩作雁又1-1
愛知県 藤田医科大学 豊明市沓掛町田楽ケ窪1-98
愛知県 西本病院 名古屋市瑞穂区新開町24-38
愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 名古屋市南区三条1-1-10
愛知県 杏嶺会一宮西病院 一宮市開明字平1番地
愛知県 名古屋ハートセンター 名古屋市東区砂田橋１丁目１－１４
愛知県 刈谷豊田総合病院 刈谷市住吉町5-15
愛知県 名古屋血管外科クリニック 名古屋市千種区今池5-1-5名古屋センタープラザビル10F
愛知県 いわた血管外科クリニック 名古屋市中村区名駅4-1-3-９F
愛知県 南生協病院 名古屋市緑区南大高二丁目204番地
愛知県 名古屋市立大学病院 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１
愛知県 豊橋ハートセンター 豊橋市大山町五分取21-1
愛知県 KKR東海病院 名古屋市昭和区鶴舞町65
愛知県 社会医療法人宏潤会大同病院 名古屋市南区白水町9番地
愛知県 医療法人偕行会名古屋共立病院 名古屋市中川区法華1丁目172
愛知県 岡崎市民病院 岡崎市高隆寺町字五所合3番地1
愛知県 豊橋市民病院 豊橋市青竹町字八間西50番地
愛知県 大雄会第一病院 一宮市羽衣一町目6番12号
愛知県 名古屋徳洲会総合病院 春日井市高蔵寺町北2-52
愛知県 医療法人いまず外科 名古屋市西区那古野2-22-16
愛知県 豊田厚生病院 豊田市浄水町伊保原500-1
愛知県 国立長寿医療研究センター 大府市森岡町7-430
愛知県 安城更生病院 安城市安城町東広畔28
愛知県 一宮市立市民病院 一宮市文京２丁目2-22
愛知県 藤田医科大学ばんたね病院 名古屋市中川区尾頭橋三丁目6番10号
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愛知県 刈谷なりたクリニック 刈谷市松栄町2丁目6番3
愛知県 あつた神宮東クリニック 名古屋市熱田区三本松町14-7
愛知県 名古屋市立大学医学部付属東部医療センター 名古屋市千種区若水1-2-23
愛知県 前川外科内科 豊橋市東岩田4-11-5
愛知県 あいちハートクリニック 知立市東上重原6-70
愛知県 医療法人済衆館済衆館病院 北名古屋市鹿田西村前111
愛知県 総合大雄会病院 一宮市桜1丁目9番9号
愛知県 うかいファミリークリニック 一宮市栄１－２－１０ウェイクフォレストブロンド１F
愛知県 星野クリニック 岡崎市樫山町56番地5
愛知県 医療法人光生会光生会病院 豊橋市吾妻町137
愛知県 成田記念病院 豊橋市羽根井本町134番地
愛知県 豊田東リハビリテーション病院 豊田市野見山町3-88-26
愛知県 医療法人ユタカ医院 豊川市大木町鑓水402-1
愛知県 だいまちクリニック 名古屋市昭和区台町3-4-1
愛知県 さかえ血管外科・循環器クリニック 名古屋市中区栄3-7-22栄928ビル6階
愛知県 春岡通クリニック 名古屋市千種区春岡通5-15
三重県 永井病院 津市西丸之内29-29
三重県 三重ハートセンター 多気郡明和町大淀2227-1
三重県 岡波総合病院 伊賀市上野桑町1734岡波総合病院
三重県 市立四日市病院 四日市市芝田2-2-37
三重県 おおたクリニック 松阪市下村町993
三重県 医療法人鈴鹿クリニック 鈴鹿市伊船町2229-8
三重県 みたき総合病院 四日市市生桑町458-1
三重県 すずきメディカルクリニック 鈴鹿市平野町7743－1
三重県 津さくらばしクリニック 津市桜橋３丁目446-2
三重県 桑名市総合医療センター 桑名市寿町3丁目11番地
三重県 むとうクリニック 松阪市嬉野小村町522-2
滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 栗東市大橋2-4-1
滋賀県 大津赤十字病院 大津市長等1丁目1-35
滋賀県 滋賀県立総合病院 守山市守山5-4-30
滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市土田町1379番地
滋賀県 医療法人社団昴会湖東記念病院 東近江市平松町2-1
滋賀県 市立大津市民病院 大津市本宮2-9-9
滋賀県 社会医療法人誠光会 淡海医療センター 草津市矢橋町1660
滋賀県 長浜赤十字病院 長浜市宮前町14-7
滋賀県 草津ハートセンター 草津市駒井沢町407-1
滋賀県 市立長浜病院 長浜市大戌亥町313
滋賀県 医療法人敬愛会東近江敬愛病院 東近江市八日市東本町８－１６
滋賀県 彦根市立病院 彦根市八坂町1882番地
京都府 三菱京都病院 京津尾市西京区桂御所町1番地

京都府 医療法人医友会サトウ血管外科クリニック 京都市左京区法林寺門前町37 アバンエスパス鴨川T１０１
京都府 洛和会音羽病院 京都市山科区音羽珍事町2
京都府 京都第一赤十字病院 京都市東山区本町15丁目749番地
京都府 医療法人社団医聖会八幡中央病院 八幡市八幡五反田39-1
京都府 医療法人財団康生会北山武田病院 京都市北区上賀茂岩ケ垣内町99番地
京都府 社会医療法人弘仁会大島病院 京都市伏見区桃山町泰長老115
京都府 医仁会武田総合病院 京都市伏見区石田森南町２８－１
京都府 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 京都市西京区山田平尾町17
京都府 山本心臓血管クリニック 京都市中京区西魚屋町601錦小路水野ビル３階
京都府 康生会武田病院 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5
京都府 舞鶴共済病院 舞鶴市字浜1035
京都府 医療法人清仁会洛西ニュータウン病院 京都市西京区大枝東新林町3丁目6番地
京都府 京都岡本記念病院 久世郡久御山町佐山西ノ口100番地
京都府 浜松労災病院 京都市左京区聖護院川原町54
京都府 京都ルネス病院 福知山市末広町４丁目１３番地
京都府 京都第二赤十字病院 京都市上京区春帯町355-5
京都府 伏見静脈瘤クリニック 京都市伏見区京町4-170-1くれたけビル3階
京都府 医療法人社団医聖会学研都市病院 相楽郡精華町精華台7-4-1
京都府 京都府立医科大学附属病院 京都市上京区梶井町465
大阪府 医療法人いどぐちファミリークリニック 箕面市半町3-16-1
大阪府 一般財団法人 住友病院 大阪市北区中之島5-3-20
大阪府 医療法人恵泉会 堺平成病院 堺市中区深井沢町6-13
大阪府 大阪静脈瘤クリニック 大阪市北区曾根崎2-12-2 コフレ梅田8F
大阪府 市立貝塚病院 貝塚市堀3-10-20
大阪府 みどりケ丘病院 高槻市真上町3-13-1
大阪府 八尾市立病院 八尾市龍華町1-3-1
大阪府 社会医療法人 祐生会 茨木みどりヶ丘病院 茨木市中穂積3丁目2-41
大阪府 医療法人貴島会 貴島病院本院 八尾市楽音寺3-33
大阪府 市立岸和田市民病院 岸和田市額原町1001
大阪府 坂田血管外科クリニック 大阪市中央区高麗橋kitahamaＰＬＡＺＡ3Ｆ
大阪府 岸和田徳洲会病院 岸和田市加守町４－２７－１
大阪府 医療法人宝生会ＰＬ病院 富田林市新堂２２０４
大阪府 市立豊中病院 豊中市柴原町4-14-1
大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 大阪市中央区法円坂2-1-14
大阪府 医療法人春秋会城山病院 羽曳野市はびきの2-8-1
大阪府 大阪みなと中央病院 大阪市港区磯路1-7-1
大阪府 今村血管外科クリニック 門真市宮野町3-23メリックビル1F
大阪府 医療法人弘和会いわさきクリニック 東大阪市森河内東1-28-14
大阪府 近畿大学医学部附属病院 大阪狭山市大野東377－2
大阪府 大阪労災病院 堺市北区長曾根町1179-3
大阪府 大阪急性期・総合医療センター 大阪市住吉区万代東３丁目１－５６
大阪府 大阪赤十字病院 大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30
大阪府 ラジオロジークリニック扇町 大阪市北区神山町1-7アーバネックス神山町ビル2階
大阪府 社会医療法人清恵会清恵会病院 堺市堺区南安井町1-1-1
大阪府 大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘2-15
大阪府 医療法人大植会葛城病院 岸和田市土生町2丁目33-1
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大阪府 梅田血管外科クリニック 大阪市北区曽根崎2-1-12国道ビル5階
大阪府 関西医科大学附属病院 枚方市新町2-5-1
大阪府 関西医科大学総合医療センター 守口市文園町１０－１５
大阪府 医誠会病院 大阪市東淀川区菅原6-2-25
大阪府 医療法人寛陽会ハルカス川崎クリニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス２１階
大阪府 良秀会藤井病院 岸和田市西之内町3-1
大阪府 大阪警察病院 大阪市天王寺区北山町10-31
大阪府 いそのかみ皮フ科 大東市赤井1-5-202ラプラス住道2階
大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 大阪市北区扇町2-4-20
大阪府 堺市立総合医療センター 堺市西区家原寺町1－1－1
大阪府 なんば坂本外科クリニック 大阪市浪速区難波中1-10-4南海SK難波ビル４階
大阪府 大阪中央病院 大阪市北区梅田3-3-30
大阪府 医療法人毅峰会吉田病院 枚方市北中振3丁目8-14 
大阪府 ベルランド総合病院 堺市中区東山５００－３
大阪府 大阪府済生会吹田病院 吹田市川園町1-2
大阪府 吹田徳洲会病院 吹田市千里丘西21-2
大阪府 なかい内科血管外科クリニック 大東市寺川３丁目９－１６
大阪府 JCHO大阪病院 大阪市福島区福島4-2-78
大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 大阪市阿倍野区旭町1-4-54
大阪府 富田林病院 富田林市向陽台１丁目３−３６
大阪府 国立病院機構大阪南医療センター 河内長野市木戸東町２－１
大阪府 大阪医科薬科大学病院 高槻市大学町2-7
大阪府 河内総合病院 東大阪市横枕1丁目31号
大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院 高槻市古曽部町1丁目3番13号
大阪府 まつい血管内科・静脈瘤クリニック 大阪市阿倍野区相生通1-7-21
大阪府 大阪府済生会野江病院 大阪市城東区古市1－3－25
大阪府 医療法人大成会しんおおさかクリニック 大阪市港区磯路１－７－１
大阪府 住友病院 大阪市北区中之島5-3-20
大阪府 市立池田病院 池田市城南3-1-18

大阪府 国立循環器病研究センター 吹田市岸部新町 ６番１号
大阪府 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 大阪市西区江之子島2-1-54
大阪府 和泉市立総合医療センター 和泉市和気町4丁目５－１
大阪府 すまクリニック 吹田市岸部新町5-45ビエラ岸辺健都2F
大阪府 大阪府済生会泉尾病院 大阪市大正区北村3-4-5
大阪府 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 大阪市北区梅田2-4-32
大阪府 社会医療法人大道会森之宮病院 大阪市城東区森之宮2丁目1番88号
大阪府 北大阪ほうせんか病院 茨木市室山1-2-2
大阪府 医療法人厚生医学会厚生会第一病院 八尾市西木の本1丁目63番地
大阪府 なにわ生野病院 大阪市浪速区大国1-10-3
大阪府 大阪府済生会千里病院 吹田市津雲台1-1-6
大阪府 医療法人財団厚生会高津病院 大阪市中央区瓦屋町3-2-7
大阪府 守口生野記念病院 守口市佐太中町6-17-33
大阪府 市立ひらかた病院 枚方市禁野本町2丁目14番1号
大阪府 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 八尾市若草町1-17
大阪府 箕面市立病院 箕面市萱野5-7-1
大阪府 大阪市立十三市民病院 大阪市淀川区野中北2-12-27
大阪府 医療法人錦秀会阪和記念病院 大阪市住吉区苅田7-11-11
兵庫県 北播磨総合医療センター 小野市市場町926-250
兵庫県 順心病院 加古川市別府町別府865-1
兵庫県 姫路赤十字病院 姫路市下手野1-12-1
兵庫県 ツカザキ病院 姫路市網干区和久68-1
兵庫県 医療法人社団くぼクリニック 神戸市垂水区小束山本町3－2－28トリプルAクリニックビル２F
兵庫県 東宝塚さとう病院 宝塚市長尾町2-1
兵庫県 製鉄記念広畑病院 姫路市広畑区夢前町3-1
兵庫県 医療法人伯鳳会赤穂中央病院 赤穂市惣門町５２-6
兵庫県 加古川中央市民病院 加古川市加古川町本町439
兵庫県 神戸大学医学部附属病院 神戸市中央区楠町7丁目5-2心臓血管外科医局
兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 神戸市中央区港島南町2-1-1
兵庫県 加古川医療センター 加古川市神野町神野203
兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 洲本市塩屋1-1-137
兵庫県 医療法人社団仁恵会石井病院 明石市天文町1-5-11石井病院
兵庫県 神戸労災病院 神戸市中央区籠池通4-1-23
兵庫県 西宮渡辺心臓脳・血管センター 西宮市池田町3-25
兵庫県 山下診療所 神戸市垂水区松風1丁目12-17
兵庫県 神戸日帰り手術クリニック 神戸市中央区磯上通三宮プラザWESTビル７Ｆ
兵庫県 新須磨病院 神戸市須磨区衣掛町3丁目1-14
兵庫県 明石医療センター 明石市大久保町八木
兵庫県 赤穂市民病院 赤穂市中広1090番地
兵庫県 医療法人社団倫生会みどり病院 神戸市西区枝吉1丁目16番地
兵庫県 兵庫医科大学病院 西宮市武庫川町1-1
兵庫県 大山記念病院 西脇市黒田庄町田高313
兵庫県 社会医療法人中央会尼崎中央病院 尼崎市潮江1-12-1
兵庫県 兵頭内科眼科・ハートクリニック 尼崎市塚口本町1－２１－５
兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院 豊岡市戸牧１０９４番地
兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター 姫路市西庄甲520
兵庫県 城陽江尻病院 姫路市北条１丁目２７９
兵庫県 三田市民病院 三田市けやき台3-1-1
兵庫県 やまもと静脈瘤クリニック 神戸市中央区東川崎町１ー８ー１プロメナ神戸４階
兵庫県 姫路第一病院 姫路市御国野町国分寺143
兵庫県 ミナミ整形外科内科 神崎郡福崎町南田原2971-1
兵庫県 近畿中央病院 西宮市武庫川町1-1
兵庫県 柳沢形成外科 宝塚市南口1-8-26宝塚メディカルスクウェア2階
兵庫県 医療法人伯鳳会はくほう会セントラル病院 尼崎市東園田町4丁目23番地の1
兵庫県 社会医療法人財団聖フランシスコ会姫路聖マリア病院 姫路市仁豊野650
兵庫県 神戸朝日病院 神戸市長田区房王寺町3-5-25
兵庫県 市立伊丹病院 伊丹市昆陽池1-100
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兵庫県 市立芦屋病院 芦屋市朝日ケ丘町39-1
奈良県 大和高田市立病院 大和高田市礒野北町1-1
奈良県 天理よろづ相談所病院 天理市三島町200番地
奈良県 奈良県立医科大学附属病院 橿原市四条町840
奈良県 医療法人康仁会西の京病院 奈良市六条町102-1
奈良県 枚方公済病院 天理市三島町200
奈良県 奈良県総合医療センター 奈良市七条西町２丁目８９７－５
奈良県 もりもとクリニック 奈良市南京終町710-1
奈良県 奈良県西和医療センター 生駒郡三郷町三室1-14-16
奈良県 近畿大学奈良病院 生駒市乙田町1248-1
奈良県 生駒市立病院 生駒市東生駒1丁目6番地2
奈良県 医療法人友愛会しらかしクリニック 橿原市白檀町2丁目2211-1
和歌山県 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 さとう内科 和歌山市太田667-6
和歌山県 紀南病院 田辺市新庄町46-70
和歌山県 国立病院機構和歌山病院 日高郡美浜町和田1138
和歌山県 和歌山県立医科大学 和歌山市紀三井寺８１１－１
和歌山県 国保すさみ病院 西牟婁郡すさみ町周参見2380
和歌山県 楽クリニック 和歌山市築港3-21-2
和歌山県 和歌山けいせい静脈瘤クリニック 和歌山市美園町5-12-1水了軒ビル3階
和歌山県 医療法人曙会和歌浦中央病院 和歌山市塩屋6/2/70
和歌山県 社会医療法人黎明会北出病院 御坊市湯川町財部７２８－４
和歌山県 誠佑記念病院 和歌山市西田井391
鳥取県 鳥取赤十字病院 鳥取市尚徳町117番地
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 米子市西町36-1
鳥取県 山陰労災病院 米子市皆生新田1-8-1
鳥取県 鳥取県立厚生病院 倉吉市東昭和町150
島根県 島根県立中央病院 出雲市姫原4丁目１番地１
島根県 島根大学医学部附属病院 出雲市塩冶町８９－１
島根県 浜田医療センター 浜田市浅井町７７７－１２
島根県 松江市立病院 松江市乃白町32番地1
島根県 医療法人沖縄徳洲会出雲徳洲会病院 出雲市斐川町直江3964-1
岡山県 心臓病センター榊原病院 岡山市北区中井町2-5-1
岡山県 川崎医科大学総合医療センター 岡山市北区中山下2-6-1
岡山県 諸國眞太郎クリニック 岡山市北区錦町６－１７アウルスタイル錦町２４F
岡山県 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577番地
岡山県 岡山大学病院 岡山市北区鹿田町2-5-1

岡山県 岡山市立市民病院 岡山市北区北長瀬表町 三丁目２０番１号
岡山県 岡山赤十字病院 岡山市北区青江2-1-1
岡山県 岡山済生会総合病院 岡山市北区国体町２－２５
岡山県 津山中央病院 津山市川崎1756
岡山県 国立病院機構岡山医療センター 岡山市北区田益1711-1
岡山県 倉敷中央病院 倉敷市美和1-1-1
岡山県 大森クリニック 岡山市北区中山下1-6-18
岡山県 社会医療法人光生病院 岡山市北区厚生町3丁目8-35
岡山県 倉敷第一病院 倉敷市老松町5-3-10
岡山県 笠岡第一病院 笠岡市横島１９４５
岡山県 長谷川紀念病院 新見市高尾793-6
岡山県 矢掛町国民健康保険病院 小田郡矢掛町矢掛2695
広島県 清水クリニック 広島市南区比治山町3-14ダイヤパレスリバーサイド比治山101
広島県 仁鷹会たかの橋中央病院 広島市中区国泰寺町２－４－１６
広島県 東広島医療センター 東広島市西条町寺家513東広島医療センター
広島県 医療法人清幸会三原城町病院 三原市城町1-14-14
広島県 三菱三原病院 三原市糸崎３－３－１
広島県 広島逓信病院 広島市中区東白島町19-16
広島県 尾道市立市民病院 尾道市新高山3-1170-177
広島県 山本醫院 福山市引野町北2-8-28
広島県 JA尾道総合病院 尾道市平原1丁目10-23
広島県 医療法人社団樹良会高亀医院 尾道市久保2-24-17
広島県 広島大学病院 広島市南区霞1-2-3
広島県 マツダ株式会社マツダ病院 安芸郡府中町青崎南2-15 
広島県 広島赤十字・原爆病院 広島市中区千田町1丁目9-6
広島県 JA広島総合病院 廿日市市地御前1-3-3
広島県 呉共済病院 呉市西中央2-3-28
広島県 寺岡記念病院 福山市新市町新市37
広島県 広島市立安佐市民病院 広島市安佐北区可部南２丁目１－１
広島県 とうげ外科胃腸科 廿日市市本町６－２
広島県 広島静脈瘤クリニック 広島市中区鉄砲町１０－１８栗村ビル2階
広島県 公立みつぎ総合病院 尾道市御調町市124
広島県 妹尾病院 広島市安佐南区相田1-10-21妹尾病院
広島県 ひろしま下肢静脈瘤クリニック 広島市南区京橋町1-2新京橋ビル7階
広島県 海田よつ葉クリニック 安芸郡海田町栄町5-32
広島県 くろさきクリニック 廿日市市大野中央５丁目１－４３
山口県 山口県立総合医療センター 防府市大字大崎７７番地
山口県 山口大学医学部附属病院 宇部市南小串1-1-1
山口県 済生会山口総合病院 山口市緑町2-11

山口県 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 岩国市愛宕町一丁目1-1
山口県 下関市立市民病院 下関市向洋町1-13-1
山口県 山陽小野田市民病院 山陽小野田市東高泊1863-1
山口県 山口県済生会下関総合病院 下関市安岡町8丁目5-1
山口県 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 柳井市古開作1001
山口県 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 下関市長府外浦町1番1号
山口県 そだクリニック 岩国市山手町1丁目2-6
徳島県 たまき青空病院 徳島市国府町早淵字北カシヤ56-1
徳島県 徳島赤十字病院 小松島市小松島町字井利ノ口103
徳島県 徳島大学病院 徳島市蔵本町2丁目50－1徳島大学病院心臓血管外科
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徳島県 徳島県立中央病院 徳島市蔵本町１丁目10-3
徳島県 きたじま田岡病院 板野郡北島町鯛浜字川久保30番地1
徳島県 JA吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120吉野川医療センター
徳島県 社会医療法人川島会川島病院 徳島市北佐古一番町1-39
香川県 医療法人社団まえだ整形外科 外科医院 坂出市室町3-1-13
香川県 四国こどもとおとなの医療センター 善通寺市仙遊町2-1-1
香川県 三豊総合病院 観音寺市豊浜町姫浜708
香川県 医療法人社団静正会白石心臓血管クリニック 高松市六条町166番地
香川県 医療法人社団仁和会辻クリニック 高松市林町1501-1
愛媛県 南松山病院 松山市朝生田町1-3-10
愛媛県 社会医療法人真泉会 松山まどんな病院 松山市喜与町1丁目7-1
愛媛県 松山赤十字病院 松山市文京町1
愛媛県 愛媛労災病院 新居浜市南小松原町13-27
愛媛県 済生会今治病院 今治市喜田村7-1-6
愛媛県 愛媛県立新居浜病院 新居浜市本郷3-1-1
愛媛県 愛媛大学附属病院 東温市志津川454
愛媛県 松山ハートセンターよつば循環器科クリニック 松山市南江戸南江戸４－３－５３
愛媛県 松山市民病院 松山市大手町2丁目6-5
愛媛県 社会医療法人真泉会今治第一病院 今治市宮下町1丁目1-21
愛媛県 社会医療法人石川記念会HITO病院 四国中央市上分町７８８－１
愛媛県 十全総合病院 新居浜市北新町１－５
愛媛県 みかみ血管外科・静脈瘤クリニック 松山市本町3-2-17ﾗｲﾄﾌﾗｯﾂﾋﾞﾙ１Ｆ
高知県 高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮185-1
高知県 こうち静脈ケアクリニック 高知市高須２丁目6-64アーバンヒル青山101
高知県 医療法人静かな凛脈の会まつもとデイクリニック 高知市北久保2－39
高知県 北村病院 南国市東崎1336
高知県 高知医療センター 高知市池2125-1
高知県 医療法人岡村会岡村病院 高知市入明町1-5
高知県 防治会いずみの病院 高知市薊野北町2丁目10番53号
高知県 土佐市民病院 土佐市高岡町甲1867
高知県 医療法人高潮会 潮江高橋病院 高知市土居町9-18
高知県 近森病院 高知市大川筋一丁目1番地16
福岡県 よしだ内科・外科・足クリニック 福岡市東区千早3丁目1‐156 GARDENS CHIHAYA 2F
福岡県 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1
福岡県 医療法人社団扶洋会 秦病院 大野城市筒井1-3-1
福岡県 寺崎医院 久留米市城島町252-2
福岡県 小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野3-2-1
福岡県 久留米大学 久留米市旭町67
福岡県 国立病院機構九州医療センター 福岡市中央区地行浜1丁目8番1号
福岡県 飯塚病院 飯塚市芳雄町3-83
福岡県 朝倉医師会病院 朝倉市来春422－1
福岡県 福岡和白病院 福岡市東区和白丘2-2-75
福岡県 地方独立行政法人筑後市立病院 筑後市和泉917-1久留米市御井朝妻
福岡県 製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町１丁目１－１
福岡県 社会医療法人シマダ嶋田病院 小郡市小郡217-1
福岡県 朝倉健生病院 朝倉市甘木151-4
福岡県 済生会福岡総合病院 福岡市中央区天神1-3-46済生会福岡総合病院
福岡県 福岡市民病院 福岡市博多区吉塚本町13－1
福岡県 宗像水光会総合病院 福津市日蒔野5丁目7番地の1
福岡県 九州大学病院 福岡市東区馬出３丁目１－１
福岡県 大牟田市立病院 大牟田市宝坂町2-19-1
福岡県 福岡県済生会二日市病院 筑紫野市湯町3丁目13番1号
福岡県 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 久留米市旭町６７
福岡県 薬院血管外科クリニック 福岡市中央区薬院3-3-5オフィスニューガイアLAPIS薬院８F
福岡県 日高大腸肛門クリニック 久留米市東合川1-10-16
福岡県 医療法人貝塚病院 福岡市東区箱崎7-7-27
福岡県 済生会八幡総合病院 北九州市八幡東区春の町5-9-27
福岡県 医療法人八木厚生会八木病院 福岡市東区馬出2-21-25 
福岡県 医療法人再生会デイクリニック天神 福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ７階
福岡県 社会医療法人財団池友会新行橋病院 行橋市道場寺1411
福岡県 医療法人医和基会戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木
福岡県 おだクリニック日帰り手術外科 福岡市中央区高砂1－8ー8サンクス渡辺通3F，4F
福岡県 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 みやま市高田町濃施４８０－２
福岡県 福岡山王病院 福岡市早良区百道浜3-6-45福岡山王病院
福岡県 社会医療法人財団白十字会白十字病院 福岡市西区石丸3-2-1
福岡県 医療法人林外科医院 宗像市田久4-15-12
福岡県 飯塚市立病院 飯塚市弁分６３３－１飯塚市立病院内医局
福岡県 福岡大学病院 福岡市城南区七隈7-45-1
福岡県 福岡赤十字病院 福岡市南区大楠三丁目１－１
福岡県 福岡記念病院 福岡市早良区西新１丁目１番３５号
福岡県 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5
福岡県 医療法人花乃羅会ふじもとクリニック 福岡市早良区昭代3-5-20
福岡県 公立八女総合病院 八女市高塚５４０番地２
福岡県 社会医療法人共愛会戸畑共立病院 北九州市戸畑区沢見2丁目5番1号
福岡県 九州中央病院 福岡市南区塩原3丁目23番1号
福岡県 医療法人社団如水会今村病院 鳥栖市轟木町1523-6２－２８－９
福岡県 ふるがきCLINIC 福岡市東区香椎駅前1-12-2ASSET香椎2階
福岡県 済生会飯塚嘉穂病院 飯塚市太郎丸
福岡県 セルメディカルチームジャパン 福岡市博多区博多駅前３丁目３０-１５ライオンズマンション博多１F
福岡県 たけうち静脈瘤クリニック 福岡市西区今宿3-40-36
福岡県 福岡東医療センター 古賀市千鳥1-1-1
佐賀県 佐賀県医療センター好生館 佐賀市嘉瀬町中原400番地
佐賀県 社会医療法人祐愛会織田病院 鹿島市高津原4306番地
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島5-1-1
佐賀県 済生会唐津病院 唐津市元旗町817
佐賀県 嬉野医療センター 嬉野市嬉野町大字下宿甲４２７９－３
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佐賀県 サンテ溝上病院 佐賀市大財1-6-60
長崎県 医療法人恵愛会ヨゼフクリニック 長崎市坂本1丁目6番1号中崎ビル１階
長崎県 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 佐世保市大和町15番地
長崎県 市立大村市民病院 大村市古賀島町133番地22
長崎県 特定医療法人光晴会病院 長崎市葉山１－３－１２
長崎県 長崎血管外科クリニック 長崎市樺島町1-2
長崎県 医療法人宏善会諫早記念病院 諫早市天満町２番２１号
熊本県 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南2-1-１
熊本県 熊本血管外科クリニック 熊本市中央区上通町1－1NK第一ビル３F
熊本県 医療法人潤心会熊本セントラル病院 菊池郡菊陽町原水2921番地
熊本県 済生会熊本病院 熊本市南区近見5丁目3番1号
熊本県 独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 八代市竹原町1670 
熊本県 熊本大学病院 熊本市中央区本荘1-1-1
熊本県 医療法人社団寿量会熊本機能病院 熊本市北区山室6丁目8番1号
熊本県 JCHO人吉医療センター 人吉市老神町35
熊本県 平山ハートクリニック 熊本市東区佐土原3-11-101
熊本県 医療法人杉村会 杉村病院 中央区本荘3-7-18
大分県 久保田クリニック 別府市石垣東10丁目4番17号
大分県 大分県立病院 大分市豊饒476番地
大分県 医療法人山内循環器クリニック 大分市大道町4丁目5番30号Mビル３F
大分県 JCHO南海医療センター 佐伯市常盤西町7番8号
大分県 別府医療センター 別府市内竈1473
大分県 中津市立中津市民病院 大分市青葉台3-18-4
大分県 社会医療法人帰巖会みえ病院 豊後大野市三重町赤嶺1250-1
大分県 大分循環器病院 大分市太平町4組
宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 宮崎市清武町木原5200
宮崎県 いきめ大腸肛門外科内科 宮崎市大字浮田3099-1
宮崎県 藤元総合病院 都城市早鈴町17-1
宮崎県 くわばら医院 宮崎市高洲町244-77
宮崎県 宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10
宮崎県 宮崎県立宮崎病院 宮崎市北高松町5-30
宮崎県 天満橋中央クリニック 宮崎市松橋2丁目104番地1
宮崎県 まつもと心臓血管外科クリニック 都城市東町9-26

宮崎県 伸和会延岡共立病院 延岡市山月町5丁目5679-1
宮崎県 にいな鶴町クリニック 日向市鶴町１丁目６番８号
鹿児島県 一般財団法人児玉報謝会新成病院 鹿児島市上荒田町16-30
鹿児島県 医療法人青仁会 池田病院 鹿屋市下祓川町1830
鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島市桜ケ丘8丁目３５－１
鹿児島県 西蔭メディカルクリニック 鹿児島市東千石町６番２８号２階
鹿児島県 大隅鹿屋病院 鹿屋市新川町新川町６０８１－１
鹿児島県 医療法人渓州会浜田医院 薩摩川内市水引町7615-8
鹿児島県 鹿児島医療センター 鹿児島市城山町8－１
鹿児島県 天陽会中央病院 泉町6-7
鹿児島県 医療法人愛誠会昭南病院 曽於市大隅町下窪町1番地
鹿児島県 社会医療法人緑泉会米盛病院 鹿児島市与次郎1丁目7番1号
鹿児島県 いまきいれ総合病院 鹿児島市高麗町43番25号
沖縄県 中部徳洲会病院 中城村字比嘉801番地
沖縄県 友愛医療センター 豊見城市与根50-5
沖縄県 社会医療法人敬愛会中頭病院 沖縄市字登川610番地
沖縄県 牧港中央病院 浦添市牧港1199
沖縄県 琉球大学病院 中頭郡西原町上原207臨床講義棟528
沖縄県 医療法人おもと会大浜第一病院 那覇市字天久1000番地
沖縄県 沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院 那覇市古波蔵4-10-55
沖縄県 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 中頭郡中城村字伊集208番地
沖縄県 医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 島尻郡八重瀬町字外間171-1
沖縄県 北部形成・外科診療所 名護市大南2-13-8
沖縄県 浦添総合病院 浦添市伊祖4-16-1
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