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ＩＣＤ認定施設

診療科名

郵便番号

住所

電話番号

茨城

茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院 土浦協同病院 循環器内科

300-0053 茨城県土浦市真鍋新町11-7

0298-23-3111

茨城

筑波大学附属病院

循環器内科

305-8576 茨城県つくば市天久保2-1-1

029-853-3900

茨城

筑波メディカルセンター病院

循環器内科

305-0005 茨城県つくば市天久保1-3-1

029-851-3511

茨城

㈱日立製作所 日立総合病院

循環器内科

317-0077 茨城県日立市城南町2-1-1

0294-23-1111

茨城

恩賜財団済生会 水戸済生会病院

循環器内科

311-4198 茨城県水戸市双葉台3-3-10

029-254-5151

茨城

筑波記念会 筑波記念病院

循環器内科

300-2622 茨城県つくば市要1187-299

029-864-1212

茨城

茨城県立中央病院

循環器内科

309-1793 茨城茨城県笠間市鯉淵6528

0296-77-1121

栃木

獨協医科大学病院

循環器・腎臓内科/心臓・血管内科

321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林880

0282-86-1111

栃木

自治医科大学附属病院

循環器内科

329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1

0285-44-2111

栃木

栃木県済生会 宇都宮病院

心臓血管外科

321-0974 栃木県宇都宮市竹林町911-1

028-626-5500

群馬

群馬県立心臓血管センター

循環器内科

371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

群馬

群馬大学医学部附属病院

第二内科

371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

群馬

前橋赤十字病院

循環器内科･心臓血管内科 371-0014 群馬県前橋市朝日町3-21-36

027-224-4585

群馬

独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター 循環器内科

370-0829 群馬県高崎市高松町36番地

027-322-5901

群馬

富士重工業健康保険組合 太田記念病院

循環器内科

373-8585 群馬県太田市大島町455-1

0276-55-2200

埼玉

埼玉医科大学国際医療センター

心臓内科

350-1298 埼玉県日高市山根1397-1

042-984-4111

埼玉

埼玉県立循環器・呼吸器病センター

循環器科

360-0105 埼玉県熊谷市板井1696

048-536-9900

埼玉

獨協医科大学越谷病院

循環器内科

343-8555 埼玉県越谷市南越谷2-1-50

048-965-1111

埼玉

自治医科大学附属さいたま医療センター

循環器内科

330-8503 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-847

048-647-2111

埼玉

さいたま赤十字病院

循環器科

338-8553 埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-33 048-852-1111

埼玉

埼玉医科大学総合医療センター

循環器科

350-8550 埼玉県川越市鴨田辻道町1981

049-228-3400

埼玉

戸田中央総合病院

循環器科

335-0023 埼玉県戸田市本町1-19-3

048-442-1111

埼玉

石心会狭山病院

循環器科

350-1323 埼玉県狭山市鵜ノ木1-33

04-2953-6611

埼玉

さいたま市立病院

心臓血管外科

336-8522 埼玉県さいたま市緑区三室2460

048-873-4111

埼玉

医療法人財団明理会 春日部中央総合病院

循環器科

344-0063 埼玉県春日部市緑町5丁目9番4号

048-736-1221

埼玉

埼玉東部循環器病院

循環器科

343-0025 埼玉県越谷市大澤3187-1

048-960-7100
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埼玉

愛友会 上尾中央総合病院

循環器科

362-8588 埼玉県上尾市柏座1-10-10

048-773-1111

埼玉

明理会 イムス富士見総合病院

循環器内科

354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1967-1

049-251-3060

埼玉

防衛医科大学校病院

循環器内科

359-8513 埼玉県所沢市並木3-2

04-2995-1511

千葉

船橋市立医療センター

循環器科

273-8588 千葉県船橋市金杉1-21-1

047-438-3321

千葉

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

循環器内科

296-8602 千葉県鴨川市東町929

0470-92-2211

千葉

医療法人社団木下会 千葉西総合病院

循環器科

270-2251 千葉県松戸市金ヶ作107-1

047-384-8111

千葉

総合病院国保旭中央病院

循環器センター内科

289-2511 千葉県旭市イ-1326

0479-63-8111

千葉

医療法人社団 三紀東鳳 新東京病院

心臓内科

270-2232 千葉県松戸市和名ヶ谷1271

047-711-8700

千葉

千葉大学医学部付属病院

循環器内科

260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻1－8－1

043-222-7171

千葉

千葉県循環器病ｾﾝﾀｰ

循環器内科

290-0512 千葉県市原市鶴舞575

0436-88-3111

千葉

日本医科大学千葉北総病院

循環器科

270-1694 千葉県印西市鎌苅1715

0476-99-1111

千葉

千葉県救急医療センター

救急部、循環器治療科

261-0012 千葉市美浜区磯辺3丁目32番1号

043-279-2211

千葉

君津中央病院

循環器科

292-8535 千葉県木更津市桜井1010番地

0438-36-1071

千葉

順天堂大学医学部附属浦安病院

循環器内科

279-0021 千葉県浦安市富岡２丁目１番１号

047-353-3111

千葉

小張総合病院

循環器内科

278-8501 千葉県野田市横内29-1

04-7124-6666

千葉

国保 松戸市立病院

循環器内科

271-8511 千葉県松戸市上本郷4005番地

047-363-2171

千葉

東京慈恵会医科大学附属 柏病院

循環器内科

277-0004 千葉県柏市柏下163-1

04-7164-1111

千葉

東京ベイ・浦安市川医療センター

循環器内科

271-0001 千葉県浦安市当代島 3-4-32

047-351-3101

神奈川

小田原市立病院

循環器内科

250-0055 神奈川県小田原市久野46番地

0465-34-3175

神奈川

国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院

循環器内科

236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1

045-782-2101

神奈川

聖マリアンナ医科大学病院

循環器内科

216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

044-977-8111

神奈川

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

循環器センター

238-8558 神奈川県横須賀市米が浜通1-16

046-822-2710

神奈川

横須賀市立うわまち病院

循環器内科

238-8567 神奈川県横須賀市上町2-36

046-823-2630

神奈川

医療法人社団 愛心会 湘南鎌倉総合病院

循環器科

247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370番1

0467-46-1717

神奈川

公立大学法人 横浜市立大学附属病院

循環器内科

236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9

045-787-2800

神奈川

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター

232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57

045-261-5656

2 / 3 ページ

ICD認定施設
都道府県

2015年8月1日現在 JADIA調べ

関東地方（東京を除く）
ＩＣＤ認定施設

診療科名

郵便番号

住所

電話番号

神奈川

独立行政法人労働者健康福祉機構 横浜労災病院

循環器内科

222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3211

045-474-8111

神奈川

昭和大学藤が丘病院

循環器内科

227-8501 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30

045-971-1151

神奈川

北里大学病院

循環器内科

252-0374 神奈川県相模原市南区北里1-15-1

042-778-8111

神奈川

国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院

循環器内科

247-8581 神奈川県横浜市栄区桂町132番地

045-891-2171

神奈川

東海大学医学部付属病院

循環器内科

259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143

0463-93-1121

神奈川

昭和大学横浜市北部病院

循環器センター

224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１ 045-949-7000

神奈川

国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院

循環器内科・心臓血管外科 254-8502 神奈川県平塚市追分9-11

0463-32-1950

神奈川

医療法人社団愛心会 葉山ハートセンター

循環器科・心臓血管外科

240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1898-1

046-875-1717

神奈川

神奈川県立循環器呼吸器病センター

循環器内科

236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東6-16-1

045-701-9581

神奈川

医療法人邦友会 小田原循環器病院

循環器科

250-0873 神奈川県小田原市矢作296-1

0465-48-7211

神奈川

横浜市立みなと赤十字病院

循環器科

231-8682 神奈川県横浜市中区新山下3-12-1

045-628-6100

神奈川

菊名記念病院

循環器科

222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名4-4-27

045-402-7111

神奈川

海老名総合病院

循環器内科・心臓血管外科 243-0433 神奈川県海老名市河原口1320

046-233-1311

神奈川

済生会横浜市東部病院

循環器内科

230-8765 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1

045-576-3000

神奈川

横浜総合病院

ハートセンター

225-0025 横浜市青葉区鉄町2201-5

045-902-0001

神奈川

川崎幸病院

心臓病センター

212-0021 神奈川県川崎市幸区都町39-1

044-544-4611

神奈川

独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター

循環器科

245-8575 神奈川県横浜市戸塚区原宿三丁目６０番２号 045-851-2621

神奈川

相模原協同病院

循環器内科

252-5188 神奈川県相模原市緑区橋本2-8-18

042-772-4291

神奈川

藤沢市民病院

循環器内科

251-8550 神奈川県藤沢市藤沢2-6-1

0466-25-3111

神奈川

日本医科大学武蔵小杉病院

循環器内科

211-8533 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396

044-733-5181

神奈川

横浜市立市民病院

循環器内科

240-8555 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢長56

045-331-1961

神奈川

大和成和病院

循環器内科

242-0006 神奈川県大和市南林間9-8-2

046-278-3911

神奈川

済生会横浜市南部病院

循環器内科

234-8503 神奈川県横浜市港南区 港南台3丁目2番10号 045-832-1111

神奈川

独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院

循環器内科

211-8510 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1 044-411-3131

神奈川

医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院

循環器内科

215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢字都古255 044-322-9991
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