
【北日本地区】

対応の可否 都道府県 病院名 電話番号

北海道 社会医療法人　製鉄記念室蘭病院 0143-44-4650

北海道 市立函館病院 0138-43-2000

北海道 北海道大学病院 011-706-7779

青森県 弘前大学医学部附属病院 0172-33-5111

青森県 青森県立中央病院放射線部 017-726-8111

岩手県 岩手医科大学 019-613-7111

宮城県 仙台医療センター 022-293-1111

宮城県 東北大学病院 022-717-7000

福島県 総合南東北病院 024-934-5322

福島県 福島県立医科大学附属病院 024-547-1111

北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 0155-65-0101

北海道 札幌医科大学附属病院 011-611-2111

青森県 青森労災病院 0178-33-1551

秋田県 秋田大学医学部附属病院 018-834-1111

北海道 札幌徳洲会 011-896-1110

秋田県 中通総合病院 018-833-1122

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院 025-266-5111

２４時間対応可能

対応可能だが、時間、曜日による

対応不可



【関東地区】

対応の可否 都道府県 病院名 電話番号

茨城県 総合病院土浦協同病院 029-830-3711

茨城県 水戸済生会総合病院 029-254-5151

茨城県 筑波大学附属病院 029-853-3205

千葉県 千葉大学医学部附属病院 043-222-7171

東京都 昭和大学病院 03-3784-8000

東京都 東京都立多摩総合医療センター 042-323-5111

東京都 東京大学医学部附属病院 03-3815-5411

東京都 杏林大学医学部付属病院 042-247-5511

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 03-3813-3111

東京都 国立国際医療研究センター病院 03-3202-7181

東京都 慈恵医大附属病院 03-3433-1111

東京都 帝京大学医学部放射線科学講座 03-3964-1211

東京都 慈恵医大附属病院 03-3433-1111

東京都 北里大学病院 042-778-8111

埼玉県 さいたま赤十字病院 048-852-1111

神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 044-733-5181

神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター 045-261-5656

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 044-977-8111

山梨県 山梨大学医学部附属病院 055-273-1111

長野県 信州大学医学部附属病院 0263-35-4600

群馬県 群馬大学医学部附属病院 027-220-7111

千葉県 東京歯科大学市川総合病院 047-322-0151

東京都 昭和大学江東豊洲病院 03-6204-6000

東京都 昭和大学江東豊洲病院 03-6204-6100

東京都 日本医科大学付属病院 03-3822-2131

東京都 日本大学医学部附属板橋病院 03-3972-8111

東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 03-3603-2111

東京都 東京女子医科大学病院 03-3353-8111

東京都 東京医科歯科大学病院 03-5803-4655

東京都 NTT東日本関東病院 03-3448-6111

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 045-949-7000

千葉県 国際医療福祉大学成田病院 047-635-5600

東京都 東京北医療センター 03-5963-3311

東京都 三井記念病院 03-3862-9111

東京都 国立がん研究センター東病院 04-7133-1111

東京都 国立がん研究センター中央病院 03-3542-2511

東京都 国立病院機構災害医療センター 042-526-5511

東京都 都立駒込病院 03-3823-2101

東京都 練馬光が丘病院 03-3979-3611

神奈川県 菊名記念病院 045-402-7111

長野県 長野市民病院 026-295-1199

長野県 長野赤十字病院 026-226-4131

２４時間対応可能

対応可能だが、時間、曜日による

対応不可



【中部地区】

対応の可否 都道府県 病院名 電話番号

静岡県 聖隷浜松病院 053-474-2222

静岡県 中東遠総合医療センター 0537-21-5555

静岡県 藤枝市立総合病院 054-646-1111

愛知県 名古屋市立大学病院 052-851-5511

愛知県 愛知医科大学病院 0561-62-3311

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 058-230-6000

富山県 厚生連高岡病院 0766-21-3930

富山県 富山大学附属病院 076-434-2281

富山県 市立砺波総合病院 0763-32-3320

石川県 石川県立中央病院 076-237-8211

石川県 金沢大学附属病院 076-265-2000

福井県 福井大学医学部附属病院 0776-61-3111

愛知県 一宮市立市民病院 0586-71-1911

愛知県 豊橋市民病院 0532-33-6111

愛知県 刈谷豊田総合病院 0566-21-2450

静岡県 静岡県立静岡がんセンター 055-989-5222

愛知県 名古屋市立大学医学部付属西部医療センター 052-991-8121

２４時間対応可能

対応可能だが、時間、曜日による

対応不可



【関西地区】

対応の可否 都道府県 病院名 電話番号

滋賀県 済生会滋賀県病院 077-552-1221

滋賀県 滋賀医科大学医学部付属病院 077-548-2674

京都府 洛和会音羽病院 075-593-4111

京都府 京都府立医科大学付属病院 075-251-5111

京都府 京都大学医学部附属病院 075-751-3111

奈良県 奈良県総合医療センター 0742-46-6001

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 0744-22-3051

奈良県 天理よろづ相談所病院 0743-63-5611

大阪府 大阪医科薬科大学病院 072-683-1221

大阪府 大阪市立大学附属病院 06-6645-2121

大阪府 国立循環器病研究センター 06-6170-1070

大阪府 大阪赤十字病院 06-6774-5111

兵庫県 兵庫医科大学 0798-45-6362

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 078-382-6104

兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 0799-22-1200

兵庫県 関西労災病院 06-6416-1221

滋賀県 公立甲賀病院 074-862-0234

京都府 市立福知山市民病院 077-322-2101

奈良県 奈良県西和医療センター 0745-32-0505

大阪府 関西医科大学附属病院 072-804-0101

大阪府 市立東大阪医療センター 06-6781-5101

兵庫県 姫路聖マリア病院 079-265-5111

兵庫県 神戸市立西神戸医療センター 078-997-2200

京都府 京都第二赤十字病院 075-231-5171

京都府 京都ルネス病院 077-322-3550

大阪府 大阪国際がんセンター 06-6945-1181

大阪府 関西医科大学総合医療センター 06-6992-1001

兵庫県 神戸赤十字病院/兵庫県災害医療センター 078-231-6006

兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院 078-576-5251

２４時間対応可能

対応可能だが、時間、曜日による

対応不可



【中国・四国地区】

対応の可否 都道府県 病院名 電話番号

岡山県 岡山大学病院 086-235-7313

岡山県 川崎医科大学附属病院 086-462-1111

広島県 広島大学病院 082-257-5555

広島県 県立広島病院 082-254-1818

広島県 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 082-221-2291

山口県 山口大学医学部附属病院 0836-22-2521

鳥取県 鳥取県立厚生病院 0858-22-8181

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 0859-33-1111

島根県 島根大学　医学部　附属病院 0853-23-2111

島根県 松江赤十字病院 0852-24-2111

島根県 島根県立中央病院 0853-22-5111

香川県 高松赤十字病院 087-831-7101

香川県 香川大学医学部附属病院 087-989-5111

徳島県 徳島県県立中央病院 088-631-7151

愛媛県 愛媛県立中央病院 089-947-1111

高知県 高知大学医学部附属病院 088-866-5811

高知県 高知県高知市病院企業団立　高知医療センター 088-837-3000

岡山県 岡山済生会総合病院 086-252-2211

岡山県 川崎医科大学総合医療センター 086-225-2111

岡山県 倉敷成人病センター 086-422-2111

広島県 広島市立安佐市民病院 082-815-5211

鳥取県 鳥取市立病院 0857-37-1522

鳥取県 山陰労災病院 0859-33-8181

島根県 島根大学医学部附属病院 0853-23-2111

香川県 香川労災病院 0877-23-3111

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 089-964-5111

岡山県 岡山市立市民病院 086-737-3000

広島県 中国労災病院 0823-72-7171

山口県 下関市立市民病院 083-231-4111

鳥取県 鳥取赤十字病院　 0857-24-8111

愛媛県 松山市民病院 089-943-1151

高知県 社会医療法人近森会　近森病院 088-822-5231

２４時間対応可能

対応可能だが、時間、曜日による

対応不可



【九州地区】

対応の可否 都道府県 病院名 電話番号

福岡県 産業医科大学病院 093-603-1611

福岡県 九州大学病院 092-641-1151

佐賀県 佐賀県医療センター　好生館 0952-24-2171

熊本県 熊本赤十字病院 096-384-2111

鹿児島県 鹿児島市立病院 099-230-7000

沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 098-888-0123

沖縄県 琉球大学病院 098-895-3331

福岡県 久留米大学病院 0942-35-3311

鹿児島県 鹿児島県立大島病院 0997-52-3611

鹿児島県 鹿児島大学病院 099-275-5111

対応不可 福岡県 済生会八幡総合病院 093-662-5211

２４時間対応可能

対応可能だが、時間、曜日による
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