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東京
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診療科名

郵便番号

住所

電話番号

東京

駿河台日本大学病院

循環器内科

101-8309 東京都千代田区神田駿河台1-6 03-3293-1711

東京

仁生社 江戸川病院

循環器科

133-0052 東京都江戸川区東小岩2-24-18 03-3673-1221

東京

日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院

循環器内科

134-0086 東京都江戸川区臨海町1-4-2

03-5605-8811

東京

医療法人社団 栄悠会 綾瀬循環器病院

循環器科

120-0006 東京都足立区谷中3-12-10

03-3605-2811

東京

東京女子医科大学病院

循環器内科

162-8666 東京都新宿区河田町8-1

03-3353-8111

東京

昭和大学病院

第三内科

142-8666 東京都品川区旗の台1-5-8

03-3784-8000

東京

日本医科大学附属病院

循環器内科

113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5

03-3822-2131

東京

日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院

循環器内科

183-0003 東京都府中市朝日町3-16-1

042-314-3111

東京

東邦大学医療センター 大橋病院

循環器内科

153-8515 東京都目黒区大橋2-17-6

03-3468-1251

東京

財団法人 心臓血管研究所付属病院

循環器内科

106-0031 東京都港区西麻布3-2-19

03-3408-2151

東京

慶應義塾大学病院

循環器内科

160-8582 東京都新宿区信濃町35

03-3353-1211

東京

日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院

循環器科

180-8610 東京都武蔵野市境南町1-26-1 0422-32-3111

東京

東京医科歯科大学医学部附属病院

循環器内科

113-8519 東京都文京区湯島1-5-45

東京

日本大学医学部附属 板橋病院

循環器内科

173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111

東京

順天堂大学医学部附属順天堂医院

循環器内科

113-8431 東京都文京区本郷3-1-3

03-3813-3111

東京

東邦大学医療センター 大森病院

循環器センター

143-8541 東京都大田区大森西6-11-1

03-3762-4151

東京

NTT東日本関東病院

循環器内科

141-8625 東京都品川区東五反田5-9-22 03-3448-6111

東京

東京慈恵会医科大学附属病院

循環器内科

105-8471 東京都港区西新橋3-19-18

03-3433-1111

東京

青梅市立総合病院

循環器科

198-0042 東京都青梅市東青梅4-16-5

0428-22-3191

東京

帝京大学医学部附属病院

循環器内科

173-8606 東京都板橋区加賀2-11-1

03-3964-1211

東京

杏林大学医学部付属病院

第二内科（不整脈センター） 181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

東京

日本赤十字社医療センター

循環器科

150-8935 東京都渋谷区広尾4-1-22

03-3400-1311

東京

東京大学医学部附属病院

循環器内科

113-8655 東京都文京区本郷7-3-1

03-3815-5411

東京

東京都立多摩総合医療センター

循環器内科

183-8524 東京都府中市武蔵台2-9-2

042-323-5111

東京

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

循環器センター内科

105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2

03-3588-1111

東京

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 東京都済生会中央病院 循環器科

108-0073 東京都港区三田1-4-17

03-3451-8211
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東京

東京医科大学病院

循環器内科

160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1

03-3342-6111

東京

東京都立広尾病院

循環器科

150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-34-10

03-3444-1181

東京

公立昭和病院

循環器科

187-8510 東京都小平市花小金井8-1-1

042-461-0052

東京

独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 循環器内科

169-0073 東京都新宿区百人町3-22-1

03-3364-0251

東京

医療法人社団 松和会 池上総合病院

ハートセンター（循環器科） 146-8531 東京都大田区池上6-1-19

03-3752-3151

東京

医療法人社団冠心会 大崎病院 東京ハートセンター

循環器科

141-0001 東京都品川区北品川5-4-12

03-5789-8100

東京

独立行政法人国立病院機構 災害医療センター

循環器科

190-0014 東京都立川市緑町3256

042-526-5511

東京

板橋中央総合病院

内科

174-0051 東京都板橋区小豆沢2丁目12番7号 03-3967-1181

東京

公立学校共済組合関東中央病院

循環器内科

158-8531 東京都世田谷区上用賀6-25-1 03-3429-1171

東京

自衛隊中央病院

心臓血管外科・呼吸器外科 154-0001 東京都世田谷区池尻1-2-24

03-3411-0151

東京

医療法人財団 荻窪病院

循環器内科

167-0035 東京都杉並区今川3-1-24

03-3399-1101

東京

社会福祉法人 三井記念病院

循環器内科

101-8643 東京都千代田区神田和泉町1番地 03-3862-9111

東京

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター

循環器内科

152-8902 東京都目黒区東が丘2-5-1

東京

イムス葛飾ハートセンター

循環器内科

124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目30番1号 03-3694-8100

東京

東京女子医科大学東医療センター

内科

116-8567 東京都荒川区西尾久2－1－10 03-3810-1111

東京

東京医科大学 八王子医療センター

循環器内科

193-0998 東京都八王子市館町1163

042-665-5611

東京

東海大学医学部付属八王子病院

循環器内科

192-0032 東京都八王子市石川町1838

042-639-1111

東京

東京都立墨東病院

循環器科

130-8575 東京都墨田区江東橋4-23-15

03-3633-6151

東京

医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院

循環器内科

196-0003 東京都昭島市松原町3-1-1

042-500-4433

東京

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター

循環器内科

173-0015 東京都板橋区栄町35-2

03-3964-1141

東京

医療法人財団 明理会 明理会中央総合病院

循環器内科

114-0001 東京都北区東十条3-2-11

03-5902-1199

東京

昭和大学江東豊洲病院

循環器内科

135-8577 東京都江東区豊洲5-1-38

03-6204- 6489

東京

大森赤十字病院

循環器内科

143-8527 東京都大田区中央4 丁目30 番1号 03-3775-3111
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