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地域 病院名 住所 認定⽇ 

北海道 旭川医科⼤学病院 北海道旭川市緑が丘東2条1丁⽬1番1号 2021/4/1

北海道 札幌医科⼤学附属病院 北海道札幌市中央区南1条⻄16丁⽬ 2022/4/1

北海道 北海道⼤学病院 北海道札幌市北区14条⻄5丁⽬ 2022/4/1

北海道 医療法⼈渓仁会 ⼿稲渓仁会病院 北海道札幌市⼿稲区前⽥1条12丁⽬1-40 2022/4/1

北海道 北海道⽴⼦ども総合医療・療育センター 北海道札幌市⼿稲区⾦⼭1条1丁⽬240番6 2021/4/1

北海道 社会医療法⼈孝仁会 札幌孝仁会記念病院 北海道札幌市⻄区宮の沢2条1丁⽬16番1号 2020/4/1

北海道 医療法⼈春林会 華岡⻘洲記念病院 北海道札幌市豊平区美園3条5丁⽬3番1号 2021/10/1

北海道
医療法⼈札幌ハートセンター
札幌⼼臓⾎管クリニック

北海道札幌市東区北49条東16丁⽬8番1号 2022/10/1

北海道 砂川市⽴病院 北海道砂川市⻄4条北3丁⽬1番1号 2019/4/1

北海道 帯広厚⽣病院 北海道帯広市⻄14条南10丁⽬1番地 2020/4/1

北海道 ⼩樽市⽴病院 北海道⼩樽市若松1-1-1 2020/10/1

北海道 社会福祉法⼈ 函館厚⽣院 函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38番3号 2022/10/1

東北 岩⼿県⽴中央病院 岩⼿県盛岡市上⽥1-4-1 2023/4/1

東北 岩⼿医科⼤学附属病院 岩⼿県紫波郡⽮⼱町医⼤通⼆丁⽬1番1号 2022/4/1

東北 東北医科薬科⼤学病院 宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1 2022/4/1

東北 東北⼤学病院 宮城県仙台市⻘葉区星陵町1-1 2019/4/1

東北 ⼀般財団法⼈厚⽣会 仙台厚⽣病院 宮城県仙台市⻘葉区広瀬町4番15号 2020/4/1

東北
⼀般財団法⼈宮城県成⼈病予防協会附属
仙台循環器病センター

宮城県仙台市泉区泉中央⼀丁⽬6番12号 2019/4/1

東北 仙台市⽴病院 宮城県仙台市太⽩区あすと⻑町⼀丁⽬1番1号 2019/4/1

東北 ⼤崎市⺠病院 宮城県⼤崎市古川穂波三丁⽬8-1 2019/4/1

東北 ⼭形⼤学医学部附属病院 ⼭形県⼭形市飯⽥⻄2-2-2 2022/4/1

東北 ⼭形県⽴中央病院 ⼭形県⼭形市⼤字⻘柳1800 2022/4/1

東北
地⽅独⽴⾏政法⼈⼭形県・酒⽥市病院機構
⽇本海総合病院

⼭形県酒⽥市あきほ町30番地 2019/4/1

東北 弘前⼤学医学部附属病院 ⻘森県弘前市本町53 2019/4/1

東北 福島県⽴医科⼤学附属病院 福島県福島市光が丘1 2019/4/1

東北 ⼀般財団法⼈ 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 福島県郡⼭市⼋⼭⽥七丁⽬115 2021/4/1

東北 社会医療法⼈ 明和会 中通総合病院 秋⽥県秋⽥市南通みその町3-15 2019/10/1

東北 秋⽥⼤学医学部附属病院 秋⽥県秋⽥市広⾯字蓮沼44-2 2020/10/1

関東 筑波⼤学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁⽬1番地1 2021/4/1
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関東
公益財団法⼈筑波メディカルセンター
筑波メディカルセンター病院

茨城県つくば市天久保1-3-1 2019/4/1

関東 筑波記念病院 茨城県つくば市要1187-299 2021/10/1

関東 ⾃治医科⼤学附属病院 栃⽊県下野市薬師寺3311番地の1 2021/4/1

関東 済⽣会 宇都宮病院 栃⽊県宇都宮市⽵林町911-1 2019/4/1

関東 獨協医科⼤学病院 栃⽊県下都賀郡壬⽣町⼤字北⼩林880 2022/10/1

関東 群⾺県⽴⼼臓⾎管センター 群⾺県前橋市⻲泉町甲３−１２ 2021/4/1

関東 群⾺⼤学医学部附属病院 群⾺県前橋市昭和町3-39-15 2023/4/1

関東 前橋⾚⼗字病院 群⾺県前橋市朝倉町389番地1 2019/10/1

関東 群⾺県⽴⼩児医療センター 群⾺県渋川市北橘町下箱⽥779 2019/4/1

関東 埼⽟医科⼤学総合医療センター 埼⽟県川越市鴨⽥1981番地 2021/4/1

関東 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 埼⽟病院 埼⽟県和光市諏訪2番1号 2023/4/1

関東
地⽅独⽴⾏政法⼈埼⽟県⽴病院機構
埼⽟県⽴循環器・呼吸器病センター

埼⽟県熊⾕市板井1696 2019/4/1

関東 かわぐち⼼臓呼吸器病院 埼⽟県川⼝市前川1-1-51 2023/4/1

関東 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター 埼⽟県さいたま市⼤宮区天沼町1-847 2022/4/1

関東 埼⽟県⽴⼩児医療センター 埼⽟県さいたま市中央区新都⼼1番地2 2019/4/1

関東 埼⽟医科⼤学国際医療センター 埼⽟県⽇⾼市⼭根1397-1 2019/4/1

関東 上尾中央総合病院 埼⽟県上尾市柏座1-10-10 2019/10/1

関東 獨協医科⼤学埼⽟医療センター 埼⽟県越⾕市南越⾕2-1-50 2019/10/1

関東 千葉⼤学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥⿐1-8-1 2023/4/1

関東 千葉市⽴海浜病院 千葉県千葉市美浜区磯辺3-31-1 2022/4/1

関東 国保直営総合病院 君津中央病院 千葉県⽊更津市桜井1010番地 2020/10/1

関東 松⼾市⽴総合医療センター 千葉県松⼾市千駄堀993番地の1 2022/4/1

関東 医療法⼈社団 誠馨会 新東京病院 千葉県松⼾市和名ヶ⾕1271 2021/4/1

関東 千葉⻄総合病院 千葉県松⼾市⾦ヶ作107-1 2019/4/1

関東 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県浦安市当代島3-4-32 2022/4/1

関東 順天堂⼤学医学部附属浦安病院 千葉県浦安市富岡2-1-1 2020/10/1

関東 ⻲⽥総合病院 千葉県鴨川市東町929 2019/4/1

関東 成⽥⾚⼗字病院 千葉県成⽥市飯⽥町90-1 2019/4/1

関東 千葉県循環器病センター 千葉県市原市鶴舞575 2020/10/1
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関東 医療法⼈社団 明芳会 イムス葛飾ハートセンター 東京都葛飾区堀切3丁⽬30番1号 2021/4/1

関東 慶應義塾⼤学病院 東京都新宿区信濃町35 2021/4/1

関東 東京⼥⼦医科⼤学病院 東京都新宿区河⽥町8-1 2022/4/1

関東 国⽴研究開発法⼈ 国⽴国際医療研究センター病院 東京都新宿区⼾⼭1-21-1 2020/10/1

関東 東京医科⼤学病院 東京都新宿区⻄新宿6丁⽬7番1号 2020/10/1

関東 ⽇本医科⼤学付属病院 東京都⽂京区千駄⽊1-1-5 2021/4/1

関東 東京⼤学医学部附属病院 東京都⽂京区本郷7丁⽬3番1号 2021/4/1

関東 東京医科⻭科⼤学病院 東京都⽂京区湯島1-5-45 2019/4/1

関東 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 東京都⽂京区本郷3丁⽬1番3号 2020/10/1

関東 東京都⽴墨東病院 東京都墨⽥区江東橋4-23-15 2019/4/1

関東 三井記念病院 東京都千代⽥区神⽥和泉町1番地 2021/4/1

関東 ⽇本⼤学病院 東京都千代⽥区神⽥駿河台1-6 2021/10/1

関東 聖路加国際病院 東京都中央区明⽯町9-1 2021/4/1

関東 東京慈恵会医科⼤学附属病院 東京都港区⻄新橋3-25-8 2022/4/1

関東 東京都済⽣会中央病院 東京都港区三⽥1-4-17 2021/10/1

関東 ⻁の⾨病院 東京都港区⻁ノ⾨2-2-2 2020/10/1

関東 昭和⼤学病院 東京都品川区旗の台1-5-8 2022/4/1

関東 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 東京医療センター 東京都⽬⿊区東が丘2-5-1 2020/4/1

関東 東邦⼤学医療センター⼤森病院 東京都⼤⽥区⼤森⻄6-11-1 2020/4/1

関東 国⽴成育医療研究センター 東京都世⽥⾕区⼤蔵2-10-1 2021/10/1

関東 ⽇本⾚⼗字社医療センター 東京都渋⾕区広尾4-1-22 2019/4/1

関東 ニューハート・ワタナベ国際病院 東京都杉並区浜⽥⼭3-19-11 2023/4/1

関東 医療法⼈財団 荻窪病院 東京都杉並区今川3-1-24 2019/10/1

関東 帝京⼤学医学部附属病院 東京都板橋区加賀2-11-1 2019/4/1

関東 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院 東京都板橋区⼤⾕⼝上町30-1 2020/10/1

関東 板橋中央総合病院 東京都板橋区⼩⾖沢2丁⽬12-7 2022/4/1

関東 練⾺光が丘病院 東京都練⾺区光が丘2-11-1 2021/10/1

関東 東京⼥⼦医科⼤学附属⾜⽴医療センター 東京都⾜⽴区江北4-33-1 2019/4/1

関東 医療法⼈社団 栄悠会 綾瀬循環器病院 東京都⾜⽴区⾕中2-16-7 2019/4/1
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関東
公益財団法⼈榊原記念財団附属
榊原記念病院

東京都府中市朝⽇町3-16-1 2023/4/1

関東 東京都⽴⼩児総合医療センター 東京都府中市武蔵台2-8-29 2019/4/1

関東 東京都⽴病院機構 東京都⽴多摩総合医療センター 東京都府中市武蔵台2-8-29 2019/4/1

関東 杏林⼤学医学部付属病院 東京都三鷹市新川6-20-2 2019/4/1

関東 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター 東京都⼋王⼦市館町1163 2019/4/1

関東 医療法⼈徳洲会 東京⻄徳洲会病院 東京都昭島市松原町3-1-1 2020/10/1

関東 北⾥⼤学病院 神奈川県相模原市南区北⾥1丁⽬15番1号 2021/4/1

関東 相模原協同病院 神奈川県相模原市緑区橋本台4-3-1 2021/4/1

関東 横浜市⽴⼤学附属病院 神奈川県横浜市⾦沢区福浦3-9 2023/4/1

関東
公⽴⼤学法⼈
横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター

神奈川県横浜市南区浦⾈町4-57 2019/4/1

関東
医療法⼈ 沖縄徳洲会
湘南鎌倉総合病院

神奈川県鎌倉市岡本1370番地1 2019/4/1

関東 神奈川県⽴こども医療センター 神奈川県横浜市南区六ツ川⼆丁⽬138番4 2020/4/1

関東 昭和⼤学横浜市北部病院 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 2022/4/1

関東 済⽣会横浜市東部病院 神奈川県横浜市鶴⾒区下末吉3-6-1 2019/10/1

関東 聖マリアンナ医科⼤学病院 神奈川県川崎市宮前区菅⽣2-16-1 2019/4/1

関東 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 関東労災病院 神奈川県川崎市中原区⽊⽉住吉町1-1 2019/10/1

関東 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 神奈川県川崎市中原区⼩杉町1-383 2021/4/1

関東 社会医療法⼈財団⽯⼼会 川崎幸病院 神奈川県川崎市幸区⼤宮町31-27 2020/4/1

関東 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県川崎市⿇⽣区古沢都古255 2023/4/1

関東 医療法⼈社団 公仁会 ⼤和成和病院 神奈川県⼤和市南林間9丁⽬8-2 2019/4/1

関東 東海⼤学医学部付属病院 神奈川県伊勢原市下糟屋143 2021/4/1

関東 医療法⼈徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 2021/10/1

中部 名古屋⼤学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地 2020/4/1

中部 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼆病院 愛知県名古屋市昭和区妙⾒町2-9 2023/4/1

中部 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 中京病院 愛知県名古屋市南区三条1-1-10 2019/10/1

中部 名古屋市⽴⼤学病院 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 2019/10/1

中部 名古屋市⽴⼤学医学部附属東部医療センター 愛知県名古屋市千種区若⽔⼀丁⽬2番23号 2020/4/1

中部 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼀病院 愛知県名古屋市中村区道下町3-35 2020/4/1

中部 医療法⼈徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 愛知県春⽇井市⾼蔵寺町北2丁⽬52番地 2020/4/1
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中部 あいち⼩児保健医療総合センター 愛知県⼤府市森岡町七丁⽬426番地 2019/4/1

中部 愛知県厚⽣農業協同組合連合会 安城更⽣病院 愛知県安城市安城町東広畔28番地 2019/4/1

中部 藤⽥医科⼤学病院 愛知県豊明市沓掛町⽥楽ケ窪1番地98 2019/4/1

中部 ⼀宮⻄病院 愛知県⼀宮市開明字平1番地 2020/10/1

中部 ⼀宮市⽴市⺠病院 愛知県⼀宮市⽂京2丁⽬2番22号 2020/10/1

中部 地⽅独⽴⾏政法⼈ 岐⾩県総合医療センター 岐⾩県岐⾩市野⼀⾊4-6-1 2019/4/1

中部 岐⾩⼤学医学部附属病院 岐⾩県岐⾩市柳⼾1-1 2019/4/1

中部 ⼤垣市⺠病院 岐⾩県⼤垣市南頬町4-86 2020/4/1

中部 地⽅独⽴⾏政法⼈ 岐⾩県⽴多治⾒病院 岐⾩県多治⾒市前畑町5丁⽬161番地 2020/10/1

中部 ⼭梨⼤学医学部附属病院 ⼭梨県中央市下河東1110番地 2021/4/1

中部 ⼭梨県⽴中央病院 ⼭梨県甲府市富⼠⾒1-1-1 2020/10/1

中部 新潟⼤学医⻭学総合病院 新潟県新潟市中央区旭町通⼀番町754番地 2021/4/1

中部 医療法⼈⽴川メディカルセンター⽴川綜合病院 新潟県⻑岡市旭岡1丁⽬24番地 2021/4/1

中部 浜松医科⼤学医学部附属病院 静岡県浜松市東区半⽥⼭⼀丁⽬20番1号 2023/4/1

中部 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 浜松労災病院 静岡県浜松市東区将監町25 2019/4/1

中部
社会福祉法⼈ 聖隷福祉事業団
総合病院 聖隷浜松病院

静岡県浜松市中区住吉⼆丁⽬12-12 2021/4/1

中部 順天堂⼤学医学部附属静岡病院 静岡県伊⾖の国市⻑岡1129 2019/4/1

中部 静岡県⽴こども病院 静岡県静岡市葵区漆⼭860 2019/10/1

中部 地⽅独⽴⾏政法⼈ 静岡市⽴静岡病院 静岡県静岡市葵区追⼿町10番93号 2022/10/1

中部 ⾦沢⼤学附属病院 ⽯川県⾦沢市宝町13-1 2019/4/1

中部 富⼭⼤学附属病院 富⼭県富⼭市杉⾕2630 2021/4/1

中部 富⼭県⽴中央病院 富⼭県富⼭市⻄⻑江2-2-78 2019/4/1

中部 福井県⽴病院 福井県福井市四ッ井2-8-1 2019/4/1

中部 飯⽥市⽴病院 ⻑野県飯⽥市⼋幡町438番地 2022/4/1

中部 信州⼤学医学部附属病院 ⻑野県松本市旭3-1-1 2020/4/1

中部 ⻑野⾚⼗字病院 ⻑野県⻑野市若⾥5丁⽬22番1号 2019/4/1

中部
JA⻑野厚⽣連南⻑野医療センター
篠ノ井総合病院

⻑野県⻑野市篠ノ井会666番地1 2022/4/1

中部 諏訪⾚⼗字病院 ⻑野県諏訪市湖岸通り5-11-50 2019/4/1

近畿 市⽴四⽇市病院 三重県四⽇市市芝⽥⼆丁⽬2番37号 2023/4/1
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近畿 伊勢⾚⼗字病院 三重県伊勢市船江1丁⽬471番2 2019/4/1

近畿 滋賀医科⼤学医学部附属病院 滋賀県⼤津市瀬⽥⽉輪町 2022/4/1

近畿 京都府⽴医科⼤学附属病院 京都府京都市上京区河原町広⼩路上ル梶井町465 2021/4/1

近畿 京都⼤学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54 2021/4/1

近畿 社会福祉法⼈ 京都社会事業財団 京都桂病院 京都府京都市⻄京区⼭⽥平尾町17 2019/4/1

近畿 京都第⼀⾚⼗字病院 京都府京都市東⼭区本町15-749 2022/4/1

近畿 医療法⼈徳洲会 宇治徳洲会病院 京都府宇治市槇島町⽯橋145番 2019/4/1

近畿 社会医療法⼈岡本病院（財団） 京都岡本記念病院 京都府久世郡久御⼭町佐⼭⻄ノ⼝100番地 2019/10/1

近畿 関⻄医科⼤学附属病院 ⼤阪府枚⽅市新町2丁⽬3番1号 2021/4/1

近畿 ⼤阪⼤学医学部附属病院 ⼤阪府吹⽥市⼭⽥丘2-15 2021/4/1

近畿 国⽴循環器病研究センター ⼤阪府吹⽥市藤⽩台5-7-1 2023/4/1

近畿 ⼤阪医科薬科⼤学病院 ⼤阪府⾼槻市⼤学町2番7号 2021/4/1

近畿 ⼤阪公⽴⼤学医学部附属病院 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区旭町1-5-7 2020/4/1

近畿 ⼤阪警察病院 ⼤阪府⼤阪市天王寺区北⼭町10-31 2023/4/1

近畿 医療法⼈ 渡辺医学会 桜橋渡辺病院 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥⼆丁⽬四番三⼆号 2019/4/1

近畿 ⼤阪府済⽣会中津病院 ⼤阪府⼤阪市北区芝⽥2丁⽬10番39号 2021/4/1

近畿 公益財団法⼈⽥附興⾵会医学研究所 北野病院 ⼤阪府⼤阪市北区扇町2丁⽬4-20 2022/10/1

近畿
地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪市⺠病院機構
⼤阪市⽴総合医療センター

⼤阪府⼤阪市都島区都島本通2-13-22 2022/4/1

近畿 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 ⼤阪医療センター ⼤阪府⼤阪市中央区法円坂2-1-14 2020/10/1

近畿 国家公務員共済組合連合会 ⼤⼿前病院 ⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-34 2021/10/1

近畿 ⼤阪急性期・総合医療センター ⼤阪府⼤阪市住吉区万代東3丁⽬1番56号 2020/10/1

近畿 淀川キリスト教病院 ⼤阪府⼤阪市東淀川区柴島1丁⽬7番50号 2020/4/1

近畿 地⽅独⽴⾏政法⼈ りんくう総合医療センター ⼤阪府泉佐野市りんくう往来北2-23 2023/4/1

近畿 ⼤阪⺟⼦医療センター ⼤阪府和泉市室堂町840 2019/4/1

近畿 医療法⼈藤井会 ⽯切⽣喜病院 ⼤阪府東⼤阪市弥⽣町18-28 2019/4/1

近畿 近畿⼤学病院 ⼤阪府⼤阪狭⼭市⼤野東377-2 2019/10/1

近畿 社会医療法⼈⽣⻑会 ベルランド総合病院 ⼤阪府堺市中区東⼭500番地の3 2020/4/1

近畿 奈良県⽴医科⼤学附属病院 奈良県橿原市四条町840 2021/4/1

近畿 公益財団法⼈ 天理よろづ相談所病院 奈良県天理市三島町200番地 2019/4/1
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近畿 奈良県総合医療センター 奈良県奈良市七条⻄町2丁⽬897-5 2019/4/1

近畿 兵庫県⽴尼崎総合医療センター 兵庫県尼崎市東難波町2丁⽬17番77号 2022/4/1

近畿 兵庫県⽴こども病院 兵庫県神⼾市中央区港島南町1丁⽬6-7 2020/4/1

近畿 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 兵庫県神⼾市中央区港島南町2町⽬1番地1 2022/4/1

近畿 神⼾⼤学医学部附属病院 兵庫県神⼾市中央区楠町7丁⽬5-2 2023/4/1

近畿 神⼾⾚⼗字病院 兵庫県神⼾市中央区脇浜海岸通1丁⽬3番1号 2019/4/1

近畿 社会医療法⼈ 愛仁会 明⽯医療センター 兵庫県明⽯市⼤久保町⼋⽊743-33 2023/4/1

近畿 兵庫医科⼤学病院 兵庫県⻄宮市武庫川町1-1 2023/4/1

近畿 ⻄宮渡辺⼼臓脳・⾎管センター 兵庫県⻄宮市池⽥町3番25号 2022/10/1

近畿 兵庫県⽴はりま姫路総合医療センター 兵庫県姫路市神屋町3丁⽬264番地 2019/4/1

近畿 兵庫県⽴淡路医療センター 兵庫県洲本市塩屋1-1-137 2019/4/1

近畿
地⽅独⽴⾏政法⼈加古川市⺠病院機構
加古川中央市⺠病院

兵庫県加古川市加古川町本町439番地 2019/4/1

近畿 姫路⾚⼗字病院 兵庫県姫路市下野⼿1丁⽬12番1号 2019/4/1

近畿 社会医療法⼈ 三栄会 ツカザキ病院 兵庫県姫路市網⼲区和久68番-1 2022/10/1

近畿 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院 和歌⼭県和歌⼭市紀三井寺８１１−１ 2022/4/1

近畿 ⽇本⾚⼗字社和歌⼭医療センター 和歌⼭県和歌⼭市⼩松原通四丁⽬20番地 2023/4/1

中国
公益財団法⼈⼤原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院

岡⼭県倉敷市美和1丁⽬1-1 2020/4/1

中国 川崎医科⼤学附属病院 岡⼭県倉敷市松島577 2020/4/1

中国 ⼼臓病センター 榊原病院 岡⼭県岡⼭市北区中井町2-5-1 2023/4/1

中国 岡⼭⼤学病院 岡⼭県岡⼭市北区⿅⽥町2-5-1 2019/4/1

中国 川崎医科⼤学総合医療センター 岡⼭県岡⼭市北区中⼭下⼆丁⽬6番1号 2021/10/1

中国 広島⼤学病院 広島県広島市南区霞1-2-3 2021/4/1

中国 医療法⼈あかね会 ⼟⾕総合病院 広島県広島市中区中島町3番30号 2021/4/1

中国 広島市⽴広島市⺠病院 広島県広島市中区基町7番33号 2022/4/1

中国
地⽅⾏政法⼈国⽴病院機構
呉医療センター・中国がんセンター

広島県呉市⻘⼭町3番1号 2019/4/1

中国 福⼭市⺠病院 広島県福⼭市蔵王町5丁⽬23-1 2021/4/1

中国 ⼭⼝⼤学医学部附属病院 ⼭⼝県宇部市南⼩串1-1-1 2021/4/1

中国
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構
徳⼭中央病院

⼭⼝県周南市孝⽥町1-1 2020/4/1

中国 済⽣会⼭⼝総合病院 ⼭⼝県⼭⼝市緑町2-11 2019/4/1
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中国 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 岩国医療センター ⼭⼝県岩国市愛宕町1丁⽬1番1号 2019/10/1

中国
地⽅独⽴⾏政法⼈⼭⼝県⽴病院機構
⼭⼝県⽴総合医療センター

⼭⼝県防府市⼤字⼤崎10077番地 2022/4/1

中国 ⿃取⼤学医学部附属病院 ⿃取県⽶⼦市⻄町36番地1 2019/4/1

中国 島根⼤学医学部附属病院 島根県出雲市塩冶町89-1 2019/10/1

中国 松江⾚⼗字病院 島根県松江市⺟⾐町200 2020/10/1

四国 愛媛⼤学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川 2019/4/1

四国 松⼭⾚⼗字病院 愛媛県松⼭市⽂京町1番地 2020/4/1

四国 ⾼松⾚⼗字病院 ⾹川県⾼松市番町4-1-3 2019/4/1

四国
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構
四国こどもおとなの医療センター

⾹川県善通寺市仙遊町２丁⽬１-１ 2020/4/1

四国 ⾹川⼤学医学部附属病院 ⾹川県⽊⽥郡三⽊町池⼾1750-1 2023/4/1

四国 ⾼知県・⾼知市病院企業団⽴⾼知医療センター ⾼知県⾼知市池2125-1 2019/4/1

四国 ⾼知⼤学医学部附属病院 ⾼知県南国市岡豊町⼩蓮185-1 2019/4/1

四国 徳島⾚⼗字病院 徳島県⼩松島市⼩松島町字井利ノ⼝１０３番地 2023/4/1

四国 徳島⼤学病院 徳島県徳島市蔵本町2-50-1 2020/4/1

四国 徳島県⽴中央病院 徳島県徳島市蔵本町1丁⽬10-3 2022/4/1

九州 社会福祉法⼈恩賜財団 済⽣会熊本病院 熊本県熊本市南区近⾒5丁⽬3番1号 2021/4/1

九州 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 熊本県熊本市南区⽥井島1-5-1 2019/4/1

九州 熊本⾚⼗字病院 熊本県熊本市東区⻑嶺南2-1-1 2019/4/1

九州 熊本市⽴熊本市⺠病院 熊本県熊本市東区東町4丁⽬1-60 2023/4/1

九州 熊本⼤学病院 熊本県熊本市中央区本荘 1丁⽬1-1 2019/4/1

九州
独⽴⾏政法⼈ 地域医療機能推進機構
熊本総合病院

熊本県⼋代市通町10番10号 2022/4/1

九州 佐賀⼤学医学部附属病院 佐賀県佐賀市鍋島町5丁⽬1-1 2022/4/1

九州 佐賀県医療センター好⽣館 佐賀県佐賀市嘉瀬町中原400番地 2019/10/1

九州 福岡⼤学病院 福岡県福岡市城南区七隈7丁⽬45番1号 2023/4/1

九州
地⽅独⽴⾏政法⼈ 福岡市⽴病院機構
福岡市⽴こども病院

福岡県福岡市東区⾹椎照葉５丁⽬１番１号 2023/4/1

九州 ⼩倉記念病院 福岡県北九州市⼩倉北区浅野三丁⽬2番1号 2021/4/1

九州 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 九州病院 福岡県北九州市⼋幡⻄区岸の浦1丁⽬8番1号 2022/10/1

九州 産業医科⼤学病院 福岡県北九州市⼋幡⻄区医⽣ヶ丘1番1号 2022/10/1

九州 九州⼤学病院 福岡県福岡市東区⾺出3-1-1 2021/4/1
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九州 飯塚病院 福岡県飯塚市芳雄町3-83 2019/4/1

九州 社会医療法⼈ 雪の聖⺟会聖マリア病院 福岡県久留⽶市福本町422番地 2019/4/1

九州 久留⽶⼤学病院 福岡県久留⽶市旭町67 2021/4/1

九州 ⻑崎⼤学病院 ⻑崎県⻑崎市坂本1-7-1 2020/4/1

九州 ⼤分⼤学医学部附属病院 ⼤分県由布市挾間町医⼤ヶ丘1丁⽬1番地 2019/4/1

九州 ⿅児島⼤学病院 ⿅児島県⿅児島市桜ケ丘8-35-1 2021/4/1

九州 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 ⿅児島医療センター ⿅児島県⿅児島市城⼭町8番1号 2021/10/1

九州 藤元総合病院 宮崎県都城市早鈴町17-1 2020/10/1

九州 社会医療法⼈ 仁愛会 浦添総合病院 沖縄県浦添市伊祖4丁⽬16-1 2022/10/1

九州 琉球⼤学病院 沖縄県中頭郡⻄原町上原207番地 2021/4/1

九州 沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター  沖縄県島尻郡南⾵原町字新川118-1 2019/4/1

九州 沖縄県⽴中部病院 沖縄県うるま市宮⾥281番地 2019/10/1

九州 社会医療法⼈友愛会 友愛医療センター 沖縄県豊⾒城市字与根50番地5 2020/4/1

＊注） 神⼾⼤学附属病院（兵庫県神⼾市中央区楠町7丁⽬5番2号）は、
2011年4⽉1⽇〜2011年6⽉30⽇の間、認定施設です。

＊注） 東北厚⽣年⾦病院は2013年4⽉1⽇より東北薬科⼤学病院に名称変更されました。
＊注） 新東京病院（千葉県松⼾市根本473-1）は2011年4⽉1⽇〜2013年3⽉31⽇の間、認定施設です。
＊注） ⼭⼝県⽴総合医療センター（⼭⼝県防府市⼤崎77番地）は2011年4⽉1⽇〜2013年3⽉31⽇の間、認定施設です。
＊注） ⻑崎⼤学病院（⻑崎県⻑崎市坂本1丁⽬7番1号）2011年4⽉1⽇〜2013年3⽉31⽇の間、認定施設です。
＊注） 兵庫県⽴淡路病院は2013年5⽉1⽇より兵庫県⽴淡路医療センターに名称変更・所在地の移転をされました。
＊注） 地⽅独⽴⾏政法⼈福岡市⽴病院機構  福岡市こども病院・感染症センターは、

2014年11⽉1⽇より地⽅独⽴⾏政法⼈福岡市⽴病院機構 福岡市⽴こども病院に、
名称変更・所在地の移転をされました。

＊注） 愛知県厚⽣連安城更⽣病院（愛知県安城市安城町東広畔28番地）は2014年4⽉1⽇から2015年5⽉31⽇までの間、
認定施設です。

＊注） 兵庫県⽴尼崎病院は2015年7⽉1⽇より、兵庫県⽴尼崎総合医療センターに、
名称変更・所在地の移転をされました。

＊注） ⼤垣市⺠病院（岐⾩県⼤垣市南頬町4-86）は2015年3⽉31⽇までの間、認定施設です。
＊注） 下記27件の施設は、2011年4⽉1⽇より2016年3⽉31⽇の間、認定施設でした。

仙台医療センター・⽇本海総合病院・総合南東北病院・葉⼭ハートセンター・埼⽟医科⼤学国際医療センター
千葉県循環器病センター・東京医科⼤学病院・帝京⼤学附属病院・板橋中央総合病院
⼤崎病院東京ハートセンター・昭和⼤学病院・昭和⼤学横浜市北部病院・聖マリアンナ医科⼤学病院
浜松労災病院・名古屋徳洲会総合病院・滋賀医科⼤学医学部附属病院・⼋尾徳洲会総合病院・⼤阪労災病院
⼤阪市⽴総合医療センター・和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院・明⽯医療センター・兵庫県⽴姫路循環器病センター
兵庫医科⼤学病院・神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院・岡⼭⼤学病院・近森病院・久留⽶⼤学病院

＊注）
認定施設です。

＊注） 佐久総合病院 は、2014年3⽉1⽇より佐久総合病院佐久医療センターに名称変更されました。
＊注） 東北薬科⼤学病院は、2016年4⽉1⽇より東北医科薬科⼤学病院に名称変更されました。
＊注） 兵庫県⽴こども病院は、2016年5⽉1⽇より所在地の移転をされました。
＊注） 名古屋第⼆⾚⼗字病院(愛知県名古屋市昭和区妙⾒町2番地の9)は、2013年4⽉1⽇から2016年3⽉31⽇までの間、

⼼臓病センター 榊原病院（岡⼭県岡⼭市北区丸の内2丁⽬1−10）、は2012年4⽉1⽇から2013年3⽉31⽇までの間、
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認定施設です。
＊注） 東京⻭科⼤学市川総合病院は、2014年4⽉1⽇より2016年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 宮崎県⽴延岡病院は、2012年4⽉1⽇より2016年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 富⼭県⽴中央病院は2012年4⽉1⽇より2016年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 藤元早鈴病院は2014年4⽉1⽇より2015年12⽉31までの間が認定施設です。
＊注） 財団法⼈ ⼼臓⾎管研究所付属病院は2013年4⽉1⽇より2016年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 国⽴病院機構 北海道医療センターは、2014年4⽉1⽇より2015年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 東京都⽴⼩児総合医療センターは、2012年4⽉1⽇より2016年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） ⼤和成和病院は、2012年4⽉1⽇より2016年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 佐久総合病院佐久医療センターは、2015年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 伊勢⾚⼗字病院は、2012年4⽉1⽇から2016年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 岩国医療センターは、2012年4⽉1⽇から2016年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 岡村記念病院は、2014年4⽉1⽇より2017年3⽉31⽇までの間が認定施設です。
＊注） 下記5件の施設は、2012年4⽉1⽇より2017年3⽉31⽇の間、認定施設でした。

市⽴旭川病院・弘前⼤学医学部附属病院・⾦沢⼤学附属病院・岐⾩⼤学医学部附属病院・熊本中央病院
＊注） 下記7件の施設は、2013年4⽉1⽇より2018年3⽉31⽇の間、認定施設でした。

秋⽥⼤学医学部附属病院・秋⽥⼤学医学部附属病院・⼀般財団法⼈厚⽣会 仙台厚⽣病院
NTT東⽇本関東病院・兵庫県⽴淡路病院・兵庫県⽴淡路医療センター・⾼松⾚⼗字病院・飯塚病院

＊注） 地⽅独⽴⾏政法⼈ 奈良県⽴病院機構   奈良県⻄和医療センターは、2014年4⽉1⽇から2018年4⽉30⽇の間、認定施設でした。
＊注） 新潟市⺠病院は、2016年4⽉1⽇から2018年8⽉31⽇まで認定施設でした。
＊注） 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会⽀部茨城県済⽣会⽔⼾済⽣会総合病院・社会医療法⼈財団⽯⼼会 川崎幸病院・

⼀般財団法⼈永頼会 松⼭市⺠病院・宮崎⼤学医学部附属病院は、2019年3⽉31⽇までの間、認定施設でした。
＊注） ⼤崎病院東京ハートセンターは、2019年4⽉1⽇から2019年10⽉10⽇までの間、認定施設でした。

順天堂⼤学医学部附属順天堂医院は、2015年4⽉1⽇から2020年3⽉31⽇までの間、認定施設でした。
＊注） 医療法⼈ 札幌ハートセンター 札幌⼼臓⾎管クリニックは、2019年4⽉1⽇から2020年9⽉30⽇までの間、認定施設でした。
＊注） 社会医療法⼈鳩仁会 札幌中央病院は、2020年12⽉31⽇までの間、認定施設でした。
＊注） 社会医療法⼈ 愛仁会 ⾼槻病院は、2016年4⽉1⽇から2021年3⽉31⽇までの間、認定施設でした。
＊注） 三重⼤学医学部附属病院は、2018年4⽉1⽇から2022年3⽉31⽇までの間、認定施設でした。
＊注） 圭春会 ⼩張総合病院は、2021年4⽉1⽇より2023年3⽉31⽇までの間、認定施設でした。
＊注） 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 ⽔⼾医療センターは、2021年4⽉1⽇より2023年3⽉31⽇までの間、認定施設でした。
＊注） トヨタ記念病院は、2019年4⽉1⽇より2023年3⽉31⽇までの間、認定施設でした。
＊注） 県⽴広島病院は、2018年4⽉1⽇から2023年3⽉31⽇までの間、認定施設でした。


