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左心耳閉鎖システム認定施設一覧（五十音順） 

2020年12月現在：81施設 

岩手医科大学附属病院 

〒028-3695 

岩手県紫波郡矢巾町医大通2-1-1 

http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/ 

 

伊勢赤十字病院 

〒516-8512 

三重県伊勢市船江1丁目471番2 

http://www.ise.jrc.or.jp/# 

 

愛媛県立中央病院 

〒790-0024 

愛媛県松山市春日町83番地 

http://www.eph.pref.ehime.jp/epch/index.htm 

 

大阪市立総合医療センター 

〒534-0021 

大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22 

https://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ 

 

大阪市立大学医学部附属病院 

〒545-8586 

大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 

http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/ 

 

大阪警察病院 

〒543-0035 

大阪府大阪市天王寺区北山町10-31 

http://www.oph.gr.jp/ 

 

大阪大学医学部附属病院 

〒565-0871 

大阪府吹田市山田丘2-15 

https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/ 

 

大阪労災病院 
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〒591-8025 

大阪府堺市北区長曽根町1179-3 

https://www.osakah.johas.go.jp/ 

 

岡山大学病院 

〒700-8558 

岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/ 

 

香川県立中央病院 

〒760-8557 

香川県高松市朝日町一丁目2番1号 

http://www.chp-kagawa.jp/ 

 

川崎幸病院 

〒212-0014 

神奈川県川崎市幸区大宮町31-27 

https://saiwaihp.jp/ 

 

関西労災病院 

〒660-8511 

兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69 

https://www.kansaih.johas.go.jp/ 

 

岸和田徳洲会病院 

〒596-8522 

大阪府岸和田市加守町4-27-1 

https://kishiwada.tokushukai.or.jp/ 

 

北里大学病院 

〒252-0375 

神奈川県相模原市南区北里1-15-1 

https://www.kitasato-u.ac.jp/khp/ 

 

岐阜ハートセンター 

〒500-8384 

岐阜市薮田南4丁目14番地の4 

https://gifu.heart-center.or.jp/ 
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九州大学病院 

〒812-8582 

福岡県福岡市東区馬出3-1-1 

https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/ 

 

京都大学医学部附属病院 

〒606-8507 

京都府京都市左京区聖護院川原町54 

https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/ 

 

京都府立医科大学附属病院 

〒602-8566 

京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 

https://www.h.kpu-m.ac.jp/ 

 

近畿大学病院 

〒589-8511 

大阪府大阪狭山市大野東377-2 

https://www.med.kindai.ac.jp/ 

 

熊本大学病院 

〒860-8556 

熊本市中央区本荘1-1-1 

http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/ 

 

倉敷中央病院 

〒710-8602 

倉敷市美和1丁目1番1号 

https://www.kchnet.or.jp/ 

 

群馬県立心臓血管センター 

〒371-0004 

群馬県前橋市亀泉町甲3-12 

http://www.cvc.pref.gunma.jp/ 

 

慶應義塾大学病院 

〒160-8582 

東京都新宿区信濃町35 

http://www.hosp.keio.ac.jp/ 
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神戸大学医学部附属病院 

〒650-0017 

兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5-2 

http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/ 

 

小倉記念病院 

〒802-8555 

福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目2-1 

http://www.kokurakinen.or.jp/ 

 

国立循環器病研究センター 

〒564-8565 

大阪府吹田市岸部新町6-1 

http://www.ncvc.go.jp/ 

 

災害医療センター 

〒190-0014 

東京都立川市緑町3256 

http://www.nho-dmc.jp/ 

 

済生会熊本病院 

〒861-4193 

熊本市南区近見5丁目3番1号 

http://sk-kumamoto.jp/ 

 

埼玉医科大学国際医療センター 

〒350-1298 

埼玉県日高市山根1397-1 

http://www.international.saitama-med.ac.jp/ 

 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 

〒360-0197 

埼玉県熊谷市板井1696 

https://www.pref.saitama.lg.jp/junko-c/ 

 

榊原記念病院 

〒183-0003 

東京都府中市朝日町3-16-1 

http://www.hp.heart.or.jp/ 
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桜橋渡辺病院 

〒530-0001 

大阪府大阪市北区梅田2丁目4番32号 

http://www.watanabe-hsp.or.jp/ 

 

札幌東徳洲会病院 

〒065-0033 

北海道札幌市東区北33条東14丁目3-1 

https://www.higashi-tokushukai.or.jp/ 

 

静岡県立総合病院 

〒420-8527 

静岡県静岡市葵区北安東4-27-1 

http://www.shizuoka-pho.jp/sogo/ 

 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 

〒113-8421 

東京都文京区本郷3-1-3 

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/ 

 

湘南鎌倉総合病院 

〒247-8533 

神奈川県鎌倉市岡本1370-1 

https://www.shonankamakura.or.jp/ 

 

昭和大学病院 

〒142-8666 

東京都品川区旗の台1-5-8 

http://www.showa-u.ac.jp/SUH/ 

 

信州大学医学部附属病院 

〒390-8621 

長野県松本市旭3-1-1 

https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/ 

 

心臓病センター榊原病院 

〒700-0804 

岡山県岡山市北区中井町2丁目5-1 

https://www.sakakibara-hp.com/ 
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新東京病院 

〒270-2232 

千葉県松戸市和名ヶ谷1271 

https://www.shin-tokyohospital.or.jp/ 

 

聖マリアンナ医科大学病院 

〒216-8511 

神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 

https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/ 

 

聖路加国際病院 

〒104-8560 

東京都中央区明石町9-1 

http://hospital.luke.ac.jp/ 

 

仙台厚生病院 

〒980-0873 

宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15 

http://www.sendai-kousei-hospital.jp/ 

 

仙台市立病院 

〒982-8502 

宮城県仙台市太白区あすと長町1丁目1番1号 

https://hospital.city.sendai.jp/ 

 

千葉大学医学部附属病院 

〒260-8677 

千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 

https://www.ho.chiba-u.ac.jp/ 

 

筑波大学附属病院 

〒305-8576 

茨城県つくば市天久保2丁目1番地1 

http://www.md.tsukuba.ac.jp/clinical-med/cardiology/ 

 

土浦協同病院 

〒300-0028 

茨城県土浦市おおつ野4丁目1番1号 

http://www.tkgh.jp/ 
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帝京大学医学部附属病院 

〒173-8606 

東京都板橋区加賀2-11-1 

http://www.teikyo-hospital.jp/ 

 

手稲渓仁会病院 

〒006-8555 

北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 

https://www.keijinkai.com/teine/ 

 

東海大学医学部付属病院 

〒259-1193 

神奈川県伊勢原市下糟屋143 

https://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/ 

 

東京医科歯科大学医学部附属病院 

〒113-8519 

東京都文京区湯島1-5-45 

http://www.tmd.ac.jp/medhospital/ 

 

東京医療センター 

〒152-8902 

東京都目黒区東が丘2丁目5-1 

http://www.ntmc.go.jp/ 

 

東京慈恵会医科大学附属病院 

〒105-8471 

東京都港区西新橋3-19-18 

https://www.hosp.jikei.ac.jp/ 

 

東京女子医科大学病院 

〒162-0054 

東京都新宿区河田町8-1 

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/ 

 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

〒279-0001 

千葉県浦安市当代島3-4-32 

https://tokyobay-mc.jp/ 
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東邦大学医療センター大橋病院 

〒153-8515 

東京都目黒区大橋2-22-36 

https://www.ohashi.med.toho-u.ac.jp/ 

 

東邦大学医療センター大森病院 

〒143-8541 

東京都大田区大森西6-11-1 

https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/cardio/index.html 

 

東北大学病院 

〒980-8574 

仙台市青葉区星陵町1番1号 

https://www.hosp.tohoku.ac.jp/ 

 

徳島赤十字病院 

〒773-8502 

徳島県小松島市小松島町字井利ノ口103番 

http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/ 

 

鳥取大学医学部附属病院 

〒683-8504 

鳥取県米子市西町36番地1 

http://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/ 

 

富山大学附属病院 

〒930-0194 

冨山市杉谷2630 

http://toyama-cvc.com/ 

 

豊橋ハートセンター 

〒441-8530 

愛知県豊橋市大山町五分取21-1 

https://www.heart-center.or.jp/ 

 

名古屋大学医学部附属病院 

〒466-8550 

名古屋市昭和区鶴舞町65 

https://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/ 
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名古屋第二赤十字病院 

〒466-8650 

名古屋市昭和区妙見町2-9 

https://www.nagoya2.jrc.or.jp/ 

 

名古屋ハートセンター 

〒461-0045 

愛知県名古屋市東区砂田橋1丁目1-14 

https://nagoya.heart-center.or.jp/ 

 

新潟大学医歯学総合病院 

〒951-8520 

新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地 

https://www.nuh.niigata-u.ac.jp/ 

 

兵庫県立尼崎総合医療センター 

〒660-8550 

兵庫県尼崎市東難波町二丁目17番77号 

https://agmc.hyogo.jp/ 

 

弘前大学医学部附属病院 

〒036-8563 

青森県弘前市本町53 

http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/ 

 

広島大学病院 

〒734-8551 

広島市南区霞1-2-3 

https://www.hiroshima-u.ac.jp/hosp 

 

福井大学医学部附属病院 

〒910-1193 

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第23号3番地 

http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/ 

 

福岡県済生会福岡総合病院 

〒810-0001 

福岡県福岡市中央区天神1-3-46 

https://www.saiseikai-hp.chuo.fukuoka.jp/ 
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福岡和白病院 

〒811-0213 

福岡県福岡市東区和白丘2-2-75 

https://www.f-wajirohp.jp/ 

 

藤田医科大学病院 

〒470-1192 

愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 

https://hospital.fujita-hu.ac.jp/ 

 

ベルランド総合病院 

〒599-8247 

大阪府堺市中区東山500番地3 

https://www.seichokai.or.jp/bell/ 

 

北海道大学病院 

〒060-8648 

北海道札幌市北区北14条西5丁目 

http://www.huhp.hokudai.ac.jp/ 

 

三井記念病院 

〒101-8643 

東京都千代田区神田和泉町1番地 

https://www.mitsuihosp.or.jp/ 

 

水戸済生会総合病院 

〒311-4198 

茨城県水戸市双葉台3-3-10 

https://www.mito-saiseikai.jp/department/cardiovascular/internal 

 

宮崎市郡医師会病院 

〒880-0834 

宮崎県宮崎市新別府町船戸738-1 

http://www.cure.or.jp/ 

 

武蔵野赤十字病院 

〒180-8610 

東京都武蔵野市境南町1-26-1 

http://www.musashino.jrc.or.jp/ 
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山口大学医学部附属病院 

〒755-8505 

山口県宇部市南小串1-1-1 

http://www.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/ 

 

横須賀共済病院 

〒238-8558 

神奈川県横須賀市米が浜通1丁目16番地 

https://www.ykh.gr.jp/ 

 

以上 


