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北海道

国立大学法人 旭川医科大学医学部附属病院

第一内科

078-8510 北海道旭川市緑ヶ丘東2条1-1-1

0166-65-2111

北海道

市立旭川病院

循環器内科

070-8610 北海道旭川市金星町1-1-65

0166-24-3181

北海道

特定医療法人 北海道循環器病院

心臓血管外科 064-8622 北海道札幌市中央区南27条西13-1-30

011-563-3911

北海道

国立大学法人 北海道大学病院

循環器内科

060-8648 北海道札幌市北区北14条西5

011-716-1161

北海道

札幌医科大学附属病院

第二内科

060-8543 北海道札幌市中央区南１条西16-291

011-611-2111

北海道

医療法人社団 カレスサッポロ 北光記念病院

循環器科

065-0027 北海道札幌市東区北27条東8-1-6

011-722-1133

北海道

函館五稜郭病院

循環器内科

040-8611 北海道函館市五稜郭町38-3

0138-51-2295

北海道

独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター

循環器科

063-0005 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1番1号

011-811-9111

北海道

独立行政法人国立病院機構 帯広病院

循環器内科

080-8518 北海道帯広市西18条北2-16

0155-33-3155

北海道

JA北海道厚生連 帯広厚生病院

第二内科

080-0016 北海道帯広市西6条南8-1

0155-24-4161

北海道

市立函館病院

循環器内科

041-8680 北海道函館市港町1-10-1

0138-43-2000

北海道

医療法人 徳州会 札幌東徳洲会病院

循環器科

065-0033 北海道札幌市東区北33条東13-3-21

011-722-1110

北海道

新札幌循環器病院

心臓血管外科 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9番25号 011-892-1556

北海道

医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院

循環器科

006-8555 北海道札幌市手稲区前田１条12-1-40

011-681-8111

北海道

心臓血管センター 北海道大野病院

循環器内科

063-0034 北海道札幌市西区西野4条1丁目

011-665-0020

北海道

名寄市立総合病院

循環器内科

096-8511 北海道名寄市西７条南８丁目１番地

0165-43-3101

北海道

KKR札幌医療センター

循環器科

062-0931 北海道札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40

011-822-1811

北海道

砂川市立病院

循環器科

073-0196 北海道砂川市西４条北２丁目１番１号

0125-54-2131

北海道

独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院

心臓内科

062-8618 北海道札幌市豊平区中の島1条8丁目3-18

011-831-5151

北海道

特定医療法人鳩仁会 札幌中央病院

心臓血管外科 064-0809 北海道札幌市中央区南9条西10丁目

011-513-0111

北海道

社会医療法人 釧路孝仁会記念病院

循環器内科

0154-39-1222

北海道

市立釧路総合病院

心臓血管内科 085-0822 釧路市春湖台１番１２号

0154-41-6121

北海道

北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院

循環器内科

007-8505 札幌市東区伏古10条2丁目15-1

011-782-9111

北海道

札幌心臓血管クリニック

循環器内科

007-0849 北海道札幌市東区北49条東16丁目8番1号

011-784-7847

北海道

市立札幌病院

循環器内科

060-8604 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1

011-726-2211

北海道

医療法人北斗 北斗病院

心臓血管外科 080-0833 北海道帯広市稲田町基線7-5
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青森

国立大学法人 弘前大学医学部附属病院

第二内科

036-8563 青森県弘前市本町53

0172-33-5111

青森

青森県立中央病院

循環器科

036-8553 青森県青森市東造道2-1-1

017-726-8111

青森

青森市民病院

第二内科

030-0821 青森県青森市勝田一丁目14番20号

017-734-2171

秋田

医療法人 明和会 中通総合病院

循環器科

010-8577 秋田県秋田市南通みその町3-15

018-833-1122

秋田

秋田大学医学部附属病院

循環器内科

010-8543 秋田県秋田県秋田市広面字蓮沼44-2

018-834-1111

秋田

平鹿総合病院

第二内科

013-0042 秋田県横手市前郷字八ツ口3番1

0182-32-5121

岩手

岩手医科大学附属循環器医療センター

循環器科

020-0021 岩手県盛岡市中央通1-2-1

019-651-5111

岩手

岩手県立中央病院

循環器科

020-0066 岩手県盛岡市上田1-4-1

019-653-1151

宮城

財団法人 宮城県成人病予防協会 附属仙台循環器病センター 循環器科

981-3107 宮城県仙台市泉区本田町21-1

022-372-1111

宮城

国立大学法人 東北大学医学部附属病院

循環器内科

980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

022-717-7000

宮城

東北薬科大学病院

循環器センター 983-8512 宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1

022-259-1221

宮城

財団法人厚生会 仙台厚生病院

心臓センター

980-0873 宮城県仙台市青葉区広瀬町4番15号

022-222-6181

宮城

石巻赤十字病院

循環器科

986-8522 宮城県石巻市蛇田字西道下７１

0225-21-7220

宮城

財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院

循環器科

983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5丁目22-1

022-252-1111

山形

国立大学法人 山形大学医学部附属病院

第一内科

990-9585 山形県山形市飯田西2-2-2

023-633-1122

山形

山形県立中央病院

循環器内科

990-2292 山形県山形市大字青柳1800番地

023-685-2626

山形

日本海総合病院

循環器内科

998-8501 山形県酒田市あきほ町３０番地

0234-26-2001

福島

財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院

循環器内科

963-8558 福島県郡山市西ノ内2-5-20

024-925-1188

福島

福島県立医科大学附属病院

第一内科

960-1295 福島県福島市光が丘1

024-547-1111

福島

脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院

循環器科

963-8563 福島県郡山市八山田7-115

024-934-5322

福島

いわき市立総合磐城共立病院

循環器科

973-8555 福島県いわき市内郷御厩町久世原16

0246-26-3151

福島

財団法人 星総合病院

循環器科

963-8501 福島県郡山市向河原町159番1号

024-983-5511
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