
全国アイバンク一覧 

 ● （財）北海道眼球銀行 

      〒060  札幌市中央区南１条西１６ 札幌医科大学附属病院眼科内 

           TEL. 011-611-1186 

  ● （財）弘前大学アイバンク 

      〒036  弘前市本町５３ 弘前大学医学部附属病院内 

           TEL. 0172-33-5111 

  ● 岩手医大眼球銀行 

      〒020  盛岡市内丸１９－１ 岩手医科大学附属病院事務部医務課内 

           TEL. 0196-51-5111 

  ● （財）東北大学アイバンク 

      〒980-77 仙台市青葉区星陵町１－１ 東北大学医学部眼科教室内 

           TEL. 022-717-7294 

  ● （財）秋田県アイバンク 

      〒0l0-16 秋田市新屋下川原町２番３号 秋田県身体障害者更生相談所内 

           TEL. 0188-23-1637 

  ● （財）山形県アイバンク 

      〒990-23 山形市飯田西２－２－２ 山形大学医学部附属病院内 

           TEL. 0236-33-1122 

  ● （財）福島県アイバンク 

      〒960-12 福島市光ケ丘１ 福島県立医科大学事務局総務課内 

           TEL. 0245-48-2111 

  ● （財）茨城県アイバンク 

      〒3l0  水戸市三の丸１－４－５０ 茨城県自治会館内 

           TEL. 029-224-7001 

  ● （財）栃木県アイバンク 

      〒320  字都宮市戸祭４－７－１９ （株）教育出版社内 

           TEL. 0286-24-1010 

 ● 岩手医大眼球銀行 

      〒020  盛岡市内丸１９－１ 岩手医科大学附属病院事務部医務課内 

           TEL. 0196-51-5111 

  ● （財）東北大学アイバンク 

      〒980-77 仙台市青葉区星陵町１－１ 東北大学医学部眼科教室内 

           TEL. 022-717-7294 



  ● （財）秋田県アイバンク 

      〒0l0-16 秋田市新屋下川原町２番３号 秋田県身体障害者更生相談所内 

           TEL. 0188-23-1637 

  ● （財）山形県アイバンク 

      〒990-23 山形市飯田西２－２－２ 山形大学医学部附属病院内 

           TEL. 0236-33-1122 

  ● （財）福島県アイバンク 

      〒960-12 福島市光ケ丘１ 福島県立医科大学事務局総務課内 

           TEL. 0245-48-2111 

  ● （財）茨城県アイバンク 

      〒3l0  水戸市三の丸１－４－５０ 茨城県自治会館内 

           TEL. 029-224-7001 

  ● （財）栃木県アイバンク 

      〒320  字都宮市戸祭４－７－１９ （株）教育出版社内 

           TEL. 0286-24-1010 

  ● （財）群馬県アイバンク 

      〒371  前橋市元総社町７７番地 かみつけ信用組合前橋西支店２階 

           TEL. 0272-52-6336 

  ● （財）埼玉県アイバンク協会 

      〒336  浦和市高砂３－４－１ 高砂建物ビル別館１０１号 

           TEL. 048-832-3300 

  ● （財）千葉県アイバンク協会 

      〒260  千葉市中央区亥鼻１－８－１ 千葉大学医学部眼科教室内 

           TEL. 043-222-6803 

  ● 角膜センター・アイバンク 

      〒272  市川市菅野５－１１－１３ 束京歯科大学市川総合病院内 

           TEL. 0473-24-1010 

  ● 順天堂アイ・バンク 

      〒113  東京都文京区本郷３－１－３ 順天堂大学医学部内 

           TEL. 03-3813-3111 

  ● 慶大眼球銀行 

      〒160  東京都新宿区信濃町３５ 慶応義塾大学医学部内 

           TEL. 03-3353-1211 

  ● （財）読売光と愛の事業団眼球銀行 

      〒135  東京都江東区清澄１－２－１ 読売江東ビル６階 

           TEL. 03-5245-7098 



  ● （財）神奈川県腎・アイバンク 

      〒231-0037  神奈川県横浜市中区富士見町３－１ 総合医療会館内 

           TEL. 045-242-3961 

  ● （財）山梨県アイバンク 

      〒409-38 山梨県中巨摩郡玉穂町下河東１１１０ 山梨医科大学内 

           TEL. 0552-73-6776 

  ● （財）長野県腎・アイバンク協会 

      〒380  長野市大字若里１５１２－１ 長野赤十字病院内 

           TEL. 0262-26-1516 

  ● （財）新潟眼球銀行 

      〒950  新潟市新光町４－１ 新潟県環境保健部公衆衛生課内 

           TEL. 025-285-5511 

  ● （財）富山県アイバンク 

      〒930-01 富山市杉谷２６３０ 富山医科大学医学部眼科内 

           TEL. 0764-34-5710 

  ● （財）金沢眼球銀行 

      〒920  金沢市宝町１３－１ 金沢大学医学部内 

           TEL. 0762-62-8151 

  ● （財）福井県アイバンク 

      〒9l0  福井市和田中町舟橋７－１ 福井県済生会病院内 

           TEL. 0776-23-1111 

  ● （財）岐阜県ジン・アイバンク協会 

      〒500-70 岐阜市薮田南２－１－１ 岐阜県衛生環境部医療整備課内 

           TEL. 0582-72-1111 

  ● （財）静岡県アイバンク 

      〒431-31 浜松市半田町３６００ 浜松医科大学医学部附属病院内 

           TEL. 053-433-3331 

  ● （財）愛知県眼衛生協会 

      〒460  名古屋市中区栄４－１４－２８ 

           TEL. 052-263-0832 

  ● （財）三重県角膜・腎臓バンク 

      〒514  津市広明町１３ 三重県健康福祉部健康対策課内 

           TEL. 0592-24-2333 

  ● （財）滋賀県アイバンク 

      〒520  大津市におの浜４－４－５ 

           TEL. 0775-25-1308 



  ● 京都府立医大附属病院眼球銀行 

      〒602  京都市上京区河原町通り広小路上ル梶井町４６５ 

           TEL. 075-251-5235 

  ● （財）体質研究会眼球銀行 

      〒606  京都市左京区一乗寺大新開町２６ 

           TEL. 075-781-7118 

  ● （財）大阪アイバンク 

      〒565  吹田市山田丘２－２ 大阪大学医学部銀杏会館内 

           TEL. 06 -6875-0115 

  ● （財）奈良県アイバンク 

      〒634  橿原市四条町８４０ 奈良県立医科大学附属病院眼科内 

           TEL. 07442-2-3051 

  ● （財）和歌山県角膜・腎臓移植推進協会 

      〒640  和歌山市吹上１－２－４ 和歌山県救急医療情報センター内 

           TEL. 0734-24-7130 

  ● （財）兵庫アイバンク 

      〒650  神戸市中央区楠町７－５－２ 神戸大学医学部附属病院眼科内 

           TEL. 078-341-7451 

  ● （財）恵仁会 鳥大眼球銀行 

      〒683  米子市西町３６ 鳥取大学医学部眼科内 

           TEL. 0859-34-8121 

  ● （財）岡山県アイバンク 

      〒700  岡山市幸町９－１ 幸町会館２階 

           TEL. 086-223-6622 

  ● （財）ひろしま角膜・腎バンク 

      〒733  広島市西区観音本町１－１－１ 広島医師会館内 

           TEL. 082-232-9314 

  ● （財）やまぐち角膜・腎臓等複合バンク 

      〒753 山口市滝町１－１ 山口県環境保健部医務環境課内 

           TEL. 0839-32-0743 

  ● （財）徳島アイバンク 

      〒770  徳島市藏本町３－１８－１５ 徳島大学医学部眼科教室内 

           TEL. 0886-31-3111 

  ● （財）香川県眼球銀行 

      〒760  高松市番町２－１－６ ＮＴＴ番町ビル１階 

           TEL. 0878-61-4618 



  ● （財）愛媛アイバンク 

      〒790  松山市三番町４－５－３ 愛媛県医師会内 

           TEL. 0899-43-7582 

  ● （財）福岡県医師会眼球銀行 

      〒812  福岡市博多区博多駅南２－９－３０ 福岡県医師会館内 

           TEL. 092-431-4564 

  ● 久大眼球銀行 

      〒830  久留米市旭町６７ 久留米大学医学部眼科学教室内 

           TEL. 0942-35-3311 

  ● （財）佐賀県アイバンク協会 

      〒849  佐賀市鍋島５－１－１ 佐賀医科大学眼科内 

           TEL. 0952-31-6511 

  ● （財）長崎アイバンク 

      〒852  長崎市坂本１－７－１ 長崎大学医学部附属病院眼科教室内 

           TEL. 0958-49-7517 

  ● （財）熊本県角膜・腎臓バンク協会 

      〒862  熊本市長嶺町２２５５－２０９ 日本赤十字社熊本県支部内 

           TEL. 096-384-2111 

  ● （財）大分県アイバンク協会< 

      〒879-55 大分県大分郡狭間町医大ケ丘１ 大分医科大学眼科講座内 

           TEL. 0975-49-1411 

  ● （財）宮崎県アイバンク協会 

      〒880  宮崎市和知川原１－１０１ 宮崎県医師会館内 

           TEL. 0985-22-5118 

  ● （財）鹿児島県角膜・腎臓バンク協会 

      〒890  鹿児島市中央８－１ 鹿児島県医師会館内 

           TEL. 0992-54-8121 

  ● （財）沖縄県アイバンク協会 

      〒900  那覇市東区２６番１号 （社）那覇市医師会内 

           TEL. 089-867-5794 

 


