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がん診療連携拠点病院等への請求勧奨依頼の徹底について

標記については、平成27年2月 13日付け労災発0213第2号「労災補償業務の運営

に当たって留意すべき事項についてJの記の第 3の 1の（1）により、指示されている

ところですが、別紙1及び2のとおり、がん診療連携拠点病院等に係る一覧を情報提供

しますので、下記に留意の上、確実に実施するようお願いします。

言己

1 請求勧奨依頼の対象とするがん診療連携拠点病院等

別紙1及び2に記載されたがん診療連携拠点病院等とする。ただし、平成24年8

月 30日付け基労補発0830第 1号「「石綿による疾病の認定基準Jの周知等について」

（以下「24年度課長内かん」という。）により、既に請求勧奨依頼を実施した医療機

関については、除くこととして差し支えない。

なお、このほかに石綿関連疾患に係る労災請求状況等からみて、男lj途依頼すべきと

考えられる医療機関がある場合には、併せて行うこと。

2 請求勧奨依頼の内容及び方法

上記1のがん診療連携拠点病院等に対して、 24年度課長内かんに基づき、石綿によ

る疾病に係る労災認定基準の周知等を依頼すること。

なお、依頼の際に持参する文書（24年度課長内かんの別紙2）については、 JllJ紙3

「『石綿による疾病の認定基準』の周知等に係る依頼についてj によること。

3 請求勧奨依頼の実施期間及び実施状況の報告

実施期間については、平成27年9月末日までとし、同日現在の実施状況について、

別紙4により平成27年 10月9日までに補償課業務係あてに報告すること。



別紙1

がん診療連機拠点病院指定一覧表（平成26年日月6日現在）

［都道府県がん診療連機拠点病院］
｜指定年月日は、指定の効力カ鳴生した年月日告但輯｜

都道府県名 医療織闇名 所在地 指定年月日

1 北海道 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンタ 北海道札幌市白石区菊水4粂2T目3番64号 平成田年4月1日

2 青森県 青森県立中央病焼 青森県青梅市東進遭2T目1 , 平成22年4月1日

3 治手県 治手臣斡大学附属病院 岩手県盛岡市肉丸19-1 平成22年4月1日

4 宮城県 宮城県立がんセンター 宮城県名取市愛島省宇字野図山47-1 平成22年·~1 日

5 宮械県 東北大学病院 宮線県仙台市青灘区星陵町1醤1骨 平成22年4月18

6 秋国県 目立大学法人秋悶大学医掌都附属病院 秋図県秋図市広函字蓮；百44番2 平成22年4月1日

7 山形県 山形県立中央病院 山形県山修市大字情柳1800番地 平成22年4月1日

a 福島県 繍島県立医科大学附属病院 福島県領島市先が丘1番地 平成22年4月1日

9 茨城県 業械県立中央病院茨城県地械がんセンター 茨械県盟関市盤淵6528 平成22年4月1日

10 樹木県 栃木県立がんセンター 編木県宇都宮市陽甫4-9-13 平成22年4月1日

11 務馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 群馬県前橋市昭和町3丁目39香15号 平成22年4月1日

12 埼宝県 崎豆県立がんセンタ 埼玉県北足立邸伊来町小室760 平成22年4月1目

13 千葉県 千葉県がんセンター 千葉県千葉市中央区仁戸名町666-2 平成22年4月1日

14 東京都 東京都立駒込病院 東京都文京区本駒込3-16-22 平成田年·~1 日

15 東京都 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都江東区有明3-B-31 平成22年4月1日

16 神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター 紳奈川県繍浜市旭区中尾2-3-2 平成22年4月1日

17 新潟県 新渇県立がんセンター新潟病院 新渇県新潟市中央区川岸町2丁目15番地3 平成22年4月1日

1B 富山県 富山県立中央病院 富山県富山市西長江2-2-78 平成22年4月1目

19 石川県 国立大学法人金沢大学附属病院 石川県金沢市室町13番1号 平成22年4月18

20 福持県 福井県立病院 偶弁県福券市四ツ弁2丁目8番1号 平成22年4月1日

21 山梨県 山梨県立中央病院 山梨県甲府市富士見市丁目1番1号 平成22年4月1回

22 長野県 国立大学法人信州大学医学的閣属病院 長野県松本市旭3丁目1番1号 平成22年4月1目

23 厳皐県 個立大学法人岐阜大学医学的哨属病院 岐阜県岐阜市柳戸1喬1 平成22年4月1日

24 静岡県 静岡県立静岡がんセンター 静岡県鼎束郡長泉町下畏撞1007 平成22年4~1 日

25 愛知県 愛知県がんセンター中失病院 愛知県名古屋帯千種区鹿子殿， _, 平成22年4月1日・

26 三重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院 三重県埠市江戸措2丁目174番地 平成22年·~1 日

27 滋賀県 滋賀県立成人病センター 滋賀県守山市守山五丁目4番30骨 平成25年4~1 日

26 京都府 京都府立医科大学術属病院 京都府京都市よ京区河原町通広小路よル縄弁町465 平成22年4月1日

29 京都府 固立大学，去人京都大学医学部附属病院 京郵府京鶴市左京区聖腹院川原町64 平成田年4月1日

30 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 大臣府大阪市東成区中道1-3-3 平成22年4月18

31 兵庫県 兵庫県立がんセンター 兵庫県明石市北王子町13醤70骨 平成22年4月1目

32 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 奈良県樋原市四条町640番地 平成22年4月1日

33 和歌山県 和敏山県立医科大学附属病院 和歌山県和歎山市紀三井寺811-1 平成22年4月1日

34 鳥取県 国立大学法人鳥取大学屋学部附属病院 鳥取県米子市西町36番地の1 平成22年4月1日

35 島根県 国立大学法人島根大学医学部附属病院 島根県出雲市塩治町69 , 平成22年4月1日

36 岡山県 国立大学法人岡山大学病院 岡山県岡山市北区護国町2丁目5番，... 平成22年4月1日

37 広島県 園立大字決人広島大学病院 広島県広島市南区霞一丁目2番3号 平成22年4月1日

3B 山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院 山口県宇都市南小串ーT目1番1骨 平成22年4!l1日

39 徳島県 国立大学法人徳島大学病院 徳島県徳島市旗本町2T目50番地の1 平成22年4,El1日

40 笹川県 目立大学法人香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町池F1750-1 平成25年4,El1日

41 愛媛県 独立行政法入国立病院機構図闘がんセンター 愛織県松山市南梅本町甲160番 平成22年4月I回

42 高知県 国立大学法人高知大学医学部附属病院 高知県南国市岡豊町小蓮165醤地1 平成田年4月1日

43 掴周県 独立行政法人国立病院機情九州がんセンター 楠岡県植岡市南E野多目3丁目1脅1号 平成22年4月1日

44 福岡県 国立大学；去人九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 平成担年4,El1目

45 佐賀県 目立大学法人佐賀大学医学部附属病院 佐賀県憧賀市鍋島宜T目1番1号 平成n年4月1臼



輔 長暢県 国立大学法人長餅大学病院 長崎県長崎市筏本lT目7番1号 平成22年4月1日

47 熊本県 国立大学法人 m本大学医学部附属病院 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番1骨 平成22年4月1目

48 大分県 関立大学法人大分大学医学部附属病院 大分県由布市検問町医大ヶ丘1丁目1番地 平成22年4月1日

49 宮崎県 園立大学法人宮山碕大学医学部附属病院 宮崎県宮崎市清武町木原5200 平成＂年 4月1回

50 鹿児島県 国立大学恋人鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘BT目35 1 平成22年4!l1日

51 ，中縄県 国立大学法人疏球大掌医学部附属病院 ，中縄県中頭都西原町字よ原207番地 平成22年4月18

針 51病院



【地爆がん惨療遮繊鎚点病院I

都道府県名 医療機関名 所在地 指定年月日

北海道 市立酉館病院 北海道函館市港町lT自10番H号 平成田年4,Ell日

2 北海道 市立札幌病院 北海道札幌市中失E北1ll長箇13T目1喬1号 平成25年4月1日

3 北海道 砂川市立病院 北海道砂川市西4条北3丁目1番1号 平成25年4月1日

4 北海道 社会医療法人母恋日鋼包念病院 北海道室蘭市新富町1丁目5番13号 平成25年4月1目

5 北海道 王子総合病院 北海道苫小牧市若車町3丁目4番8号 平成25年4月1日

6 北泰道 JA北海道厚生連旭川厚隼病院 北海道旭川市1来週24丁目111番地3 平成田年4月1日

7 北海道 北見赤＋字病院 北溜道北見市北6条東2丁目1番地 平成25年4月1回

8 北海道 JA北海道厚生迎帯広厚生病院 北海道帯広市西6条南8丁目1番地 平成25年4月1日

9 北海道 市立創路総合病院 北海道釧路市春湖台1番12号 平成田年4,Ell目

10 北海道 社会福祉法人函館厚生陣函館玄核抑病院 北海道箇館市五根郭町38番3号 平成田年4,Ell目

11 北海道 KKR札幌医療センター 北海道札幌市豊平区平津1条6T目3-40 平成25年4月1日

12 北海道 社会医療法人恵佑会札幌病院 北諸事遭札幌市白石匡本通14T園北1番1号 平成25年4月1日

13 北海道 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南1条西16T目 平成25年4月1毘

14 北海道 JA北海道厚生連札幌厚生病院 北海道札幌市中央区北3粂束8丁目5番地 平成田年4月1臼

15 北海道 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前回1条12丁目 1-40 平成田年4月1目

16 北海道 目立大学法人北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5T自 平成田年4,Ell日

17 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T号 平成25年4,Ell目

18 北海道 市立細川病院 北海道旭川市金星町lT目1番66号 平成田年4月1目

19 北罪悪道 独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労誕病院 北海道釧路市中田町13-23 平成田年4月1日

20 北海道 独立行政法人国立病院機術面館病院 北海道函鎗市川原町市8番16号 平成田年4月1目

21 青森県 弘前大学医学部附属病院 青森県弘前市本町53語地 平成22年4月1日

22 青森県 八戸市立市民病院 育事案県八戸市大学図肉字E沙門平1帯地 平成22年4月1日

" 青森県 三沢市立三沢病院 青森県三沢市大字玉沢字縮口164番地65号 平成22年4,Ell日

24 青森県 一部事務組合下北医療センターむつ総合病院 青轟県むつ市小川町一丁目2番8号 平成22年4月1日

25 青森県 ＋和図市立中央病院 青森県＋和図市西十二番町14番8毎 平成田年4月1日

25 岩手県 緒手繰立中余病焼 岩手県盛岡市上回ー丁目4番1骨 平成12年4月1日

27 治手県 岩手県立中部病院 岩手県北よ市村働時野17地割10番地 平成22年4月1日

28 岩手県 岩手県立鎗弁病院 横手県ー闘市狐梅寺字大平17醤地 平成22年4月1日

29 繕手県 岩手県立宮古病院 岩手県官官市崎鍬ヶ崎第1地割111骨地26 平成22年4月1日

30 指手県 岩手県立二戸病院 岩手県ニ戸市場野字大川原毛鈎番地Z 平成22年4月1目

31 岩手県 岩手県立胆沢病院 治手県奥州市水沢区字幅ケ馬嶋61番地 平成田年4月1日

32 岩手県 岩手県立大船渡病院 岩手県大船渡市大船渡町字山罵鍵10番地1 平成田年4月1目

" 岩手県 活字県立久慈病院 省手県久慈市旭町事10地割1番 平成田年4月1日

34 岩手県 岩手県立釜石病院 岩手県釜右市甲子町第10地割伺3喬地e 平成田年8月8日

3崎 宮滅県 独立行政法人国立病院織檎仙台医徳センター 宮城県仙台市宮減野E宮城野Z丁目8 B 平成田年4月1日

国 宮線県 独立行政法人労働者健康繍祉織術東北労挺病院 宮械県仙台市青灘区台原4-3-21 平成22年4月1日

37 宮線県 東北薬科大学病院 宮城県仙台市宮城野区福室lT目12番1号 平成22年4月1日

38 宮城県 大崎市民病院 宮城県大崎市古川稽披三丁目8番1号 平成22年4月1日

39 宮械県 石巻赤十字病院 官械県右巻市舵図字百道下71 平成担年4月1日

40 秋図県 秋図県厚生虚業協同組合連合会山本組合総合病院 秋図県能代市落合字上前回池内 平成田年4月1日

41 秋図県 秋悶赤十字病院 秋図県秋図市よ北手猿悶字酋代沢222-1 平成田年4月1日

42 秋田県 秋図県厚生農業協同岨合連合会薗利組合総合病院 秋図県由利本慈市川口字家後38番地 平成22年4月1目

43' 秋図県 秋田県厚生農業協同組合連合会大幽厚生医僚センター 秋図燥大仙市大幽通町8番65号 平成22年4月1日

44 秋図県 秋悶県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 秋図県繍手市前郷字八ツロ3喬1 平成22年4月1臼

45 秋図県 大館市立総合病院 秋図県大館市豊町3番1号 平成田年4月1日

46 秋図県 秋図県厚生ll，農協同組合連合会秋図厚生医疲センター 秋回県秋図市飯島酉銭 1寸ー1 平成田年4月1目



47 山形県 山形市立病院済生館 山形県山形市七日町1T目3喬26号 平成＂年 4月1日

48 山形県 国立大学法人山形大学医学部附属病院 山形県山形市鍍園西2丁目2香2号 平成n年4月1日

49 山形県 山静県立新庄病院 山形県新庄市若葉町12香55骨 平成U年4月1日

50 山形県 置賜広減病院組合公立置賜総合病院 山形県東置賜郡川西町大学酉穴'1!2000番地 平成22年4月1日

51 山形県 日本海総合病院 山形県酒図市あき！ま町30番地 平成＂年 4月18

" 4高島県 鐸弁病院 鍋島県都山市安積町長久保1T目10番13号 平成＂年 4月1日

53 徳島県 総合南東北病院 循島県郡山市八山悶七T~116番地 平成＂年 4月1日

54 循島県 太図酉ノ向病院 福島県郡山市西ノ内二丁目5番20骨 平成＂年 4月18

" 福島県 竹図綜合病院 福島県会薄着総市山鹿町3番目骨 平成22年4月1日

" 摘島県 会津中失術院 徳島県会津若松市銅賞町1番1号 平成22年4月1目

57 福島県 福島労災病院 循島県いわき市内郷綴町沼民3番地 平成22年4月1日

" 徳島県 白河厚生総合病院 梅島県白河市豊地上弥次郎2-1 平成22年·~＼日

" 福島県 いわき市立総合繕械共立病院 福島県いわき市同郷御原町久世原16 平成26年8月6日

60 茨城県 様式会社日立製作所目立総合病院 ・茨媛県地域がんセンター ヨ実減県目立市械南町2-1-1 平成＂年 4月1日

61 茨城県 茨土城浦県協厚同生病雌院策・茨協城同県組地合減連が合ん会セ総ン合タ病ー院 茨滅県土浦市真鍋新町，，＿同フ 平成22年4月1日

62 茨線県 I'll度メディカルセンタ病院茨城県地縁がんセンター ＇！＜械県つくば市天久保 1-3-1 平成22年4月1日

63 茨械県 国立大学法人筑波大学附属病院 茨械県つ＜rt市天久保2-1-1 平成22年4月1日

64 茨滅県 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲激務阿見町中失3-20-1 平成＂年 4月1目

65 茨城県 友愛由念病院 茨城県古河市東牛谷707 平成＂年 4月1日

66 茨城県 茨袋城滅菌県厚衛生医a療農セ業ン協タ同ー組病合院連合会 茨滅県強島郡境町2190 平成＂年 4月1日

67 茨城県 独立行政法人国立病院機機水戸医療センター 茨械県東茨城郡茨城町桜の郷260養地 平成23年4月1日

68 栃木県 自治医科大学附属病院 街木県下野市灘師寺3311-1 平成22年4月1目

69 栃木県 栃木県講生会宇都宮病院 樹木県宇都宮市竹林町911-1 平成22年4月1日

70 縮木県 摘怖医科大学病院 栃木県下都賀郡量生町北小林BBO番地 平成22年4月1日

71 街木県 佐野厚生総合病院 栃木県佐野市場米町1728番地 平成22年4月1日

72 栃木県 よ都賀総合病院 栃木県鹿沼市下田町t-1033 平成22年·~＼日

73 樹木県 那須赤十字病院 鏑木県大図原市中田原1081番地4 平成26年8月6日

74 群馬県 前橋赤十字病院 群馬県前橋市朝日町三丁目21-36 平成22年4月18

75 群馬県 独立行政法人国立病院機構高崎総合医彼センター 群馬県高崎市高給町36 平成22年4月1目

76 務馬県 独立行政浸入国立病院機判官酉群馬病院 群馬県渋川市金井2854 平成22年4月1目

17 群馬県 公立藤岡総合病院 群馬県穫岡市藤岡942祷地1 平成22年4月1回

78 群馬県 公立富岡総合病院 務馬県富岡市富岡2073番地1 平成22年4月1日

79 群馬県 伊勝崎市民病院 群馬県伊野崎市連取本町12番地1骨 平成22年4月1日

80 務馬県 桐生厚生総合病院 群馬県桐生市線姫町6番3号 平成22年4月1日

61 群馬県 群馬県立がんセンター 群馬県太田市高林酉町617番地1 平成22年4月1日

62 勝馬県 独立行政宮入国立病院俊樹時沼図病院 群馬県沼田市上原町1551-4 平成田年4月1日

63 埼玉県 春日都市立病院 鴻玉県春日部市中央七T目Z番地1 平成22年·~＼日

64 崎玉県 凋協医科大学館谷病院 織玄県鐙谷市南縫谷Z 1-50 平成22年·~＼日

65 情玉県 さいたま赤＋字病院 矯玉県さいたま市中失区よ落合8-3-33 平成22年4月1日

66 埼玉県 さいたま市立病院 埼玉県さいたま市緑区三重2460番地 平成22年4月1日

67 会脅豆県 川口市立医蝶セン事一 埼玉県川口市西新井宿160番地 平成22年4月1日

66 海玉県 鳩玉医科大学総合医療センター 埼玉県川越市輔田1981 平成田年4月1日

89 埼室県 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 埼玉県利先市阪紡2-1 平成22年4月18

80 情玉県 情玉医科大学園際医煉センター 地主眼目高市山根1397-1 平成22年4月1日

91 埼宝県 深谷赤十字病院 埼玉県深谷市上柴町西5-B-1 平成＂年 4月1日

92 渇玉県 社情宝会福II祉B寄洛生会人恩賜口総財合団病済生院会支部
Ill 

埼玉県川口市西川口5-11-5 平成25年4月1日

" 鴻玉県 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1T自647喬地 平成田年8月6国

94 干葉県 干葉大学医学部附属病院 子議県平葉市中央区亥鼻1-B【 1 平成22年4月1目

95 千葉県 独立行政法人国立病院後傷千葉医療センター 千業県平葉市中失区梅線4-1-2 平成22年4月18



98 千葉県 船橋市立医療センター 平葉県船橋市金杉1T自21喬1骨 平成22年4月1日

97 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 千葉県市川市菅野6-11-13 平成22年4月1目

98 千葉県 順天堂大学医学部附属湘安病院 千葉県浦安市富岡2丁目1番1号 平成22年4月1日

99 千葉県 東京慈恵会医科大学附属給病院 干葉県柏市拍下163-1 平成＂年 4月1日

100 千葉県 国保松戸市立病院 千葉県総戸市上本郷4005番地 平成22年4月1日

101 千葉県 成図赤十字病院 千Jli県成図市飯関町eo-1 平成22年4月1日

102 千葉県 総合病院国保旭中央病院 千葉県旭市イ1326 平成22年4月1目

103 千葉県 医僚法人鉄蕉会亀図総合病院 千葉県鴨川市東町929 平成22年4,EjI日

'" 千業県 国保直営総合病院君主事中央病院 千議県木更埠市桜井1010 平成22年4月1日

105 干灘県 独立行政法人労働者健康福祉機構千業労災病院 千業県市原市腰巳台東2-16 平成22年4,Ej1日

106 東京都 国立大学法人東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷7-3-1 平成22年4月IB

107 東京都 自本医科大学付属病院 東京都文京区千駄木1-1-5 平成22年4月1日

108 東京都 聖路加函際病院 東京都中央区明宥町9 1 平成22年4月1目

109 東京都 NTT東日本関東病院 東京郵品川区東宜反国6-9-22 平成22年4月1日

110 東京都 目本赤十字社医療センター 東京都渋谷区広尾4-1-22 平成22年4月1目

111 東京都 東京女子医科大学病院 東京都新宿区苅図町8 1 平成22年4!l1日

112 東寓都 日本大学医学部附属彼橘病院 東京都板橋区大谷口上町30-1 平成22年4月1日

113 東京都 帝京大学医学部附属病院 東京都板編区加賀2-11-1 平成22年4月1日

114 東京都 青梅市立総合病院 東京都青線市東宵侮4 16-5 平成22年4,EjI目

115 東京都 東京医科大学八王子医樟センター 東京都八王子市館町1163 平成22年4月1目

118 東京都 武厳野赤十字病院 東京都武蔵野市境南町1-26-1 平成22年4月1日

117 東京都 杏林大学医学部付属病院 東京都三鷹市新Jlle-20-2 平成22年4月1日

118 東京都 順天堂大学医学部制属順天堂医院 東京都文京区本郷3 1-3 平成22年4月1日

119 東京都 昭和文学病院 東京都品川区旗の台1-6-8 平成22年4月1日

120 東京都 慶1111鹿塾大学病院 東京都新宿区僧浪町田 平成田年4!l1日

121 東京都 東京医科大学病院 東京都新宿区西新宿六T闘7番’号 平成田年4月1日

122 東京都 東京都立多摩総合医療センター 東京都府中市武蔵台ニT§S喬の29 平成田年4月1目

123 東京都 公立昭和病院 東京都小平市花小金井a-1-1 平成23年4月1日

124 東京都 東京穆窓会医科大学附属病院 東京都港区酉新橋3-19-18 平成24年4月1目

125 東京都 国家公務員共携組合連合会虎の門病院 東京都港区虎ノ門2-2-2 平成24年4月1日

128 東京都 東邦大学医癒センター大森病院 東京都大田区大森西ト11-1 平成剖年4月1日

127 東京都 独立行政治人国立病院機構東京医療センター 東京都目黒区東が丘2-6-1 平成田年4月1日

128 東京都 国立大学法人東京医糾歯科大学医学齢附属病院 東京都文京区湯島1-5-45 平成28年8月8日

129 東京都 独立行政法人園立病院後備災害医療センター 東京都立川市緑町32.58 平成28年8月8日

130 神奈川県 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 神奈川県繍浜市港北区小机町3211 平成22年4月1日

131 神奈川県 横浜市立市震病院 神奈川県繍浜市保土ケ谷区岡沢町56 平成22年4月1目

132 神奈川県 公立大学法人繍浜市立大学附属病院 神察川県被浜市金沢区福浦3丁目9番地 平成22年4月1日

133 神奈llJ県 盈マリアンナ医科大学病院 神奈川県川幡市宮前区菅生2T目18番1号 平成22年4月1日

134 神奈川県 川崎市立持周病院 神奈川県川崎市中原匡弁図2T目27番1号 平成22年4!ll日

135 神奈川県 国家公務員共済組合連合会償須賀共済病院 神奈川県繍須賀市米が浜通1丁目16番地 平成担年4月1日

'" 神奈川県 藤沢市民病院 神様川県糠沢市藤沢2T目6番1号 平成22年4,EjI日

137 神奈川県 東海大学医学郎付属病院 神奈川県伊鈴原市下糟屋143 平成22年4月1日

138 神奈川県 神奈川県厚生廃業協同組合連合会相篠原協同病院 神奈川県招機原市緑区橋本2-8-18 平成22年4月1日

139 神奈川県 北星大学病院 神奈川県相織原市南区北里ーT目15番1骨 平成22年4,EjI日

140 神奈川県 'I、図原市立病院 神奈川県小関原市久野46番地 平成担年4,EjI日

141 神奈川県 昭和大学繍浜市北御病院 神奈川県検浜市都筑箆茅ヶ崎中央35 1 平成田年4月1日

142 神祭川県 繍浜市立みなと赤十字病院 横浜市中巨新山下312 1 平成24年4月1目

143 神奈川県 大和市立病院 神奈川県大和市深見酉BT目3香6号 平成24年4月1日

144 神奈川県 恩賜財団繍生会横浜市東部病院 神奈川県横汲市鎗見区下末吉3-6-1 平成田年8月8日



145 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県繍浜市金担区循浦3T目9番地 平成26年8月日日

146 新潟県 新潟県立新発周病院 紙調県新発園前本町1-2-8 平成＂年 4月1目

147 新潟県 新潟市民病院 新潟県新潟市中央区鐘木463番地7 平成22年4月1日

148 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地 平成22年4月1日

149 新渇県 新渦県厚生農業協同組合迎合会畏岡中央線合病院 新渇県長岡市川S崎町2041番地 平成22年4月16

150 新潟県 長岡赤十字病院 新縄県長岡市千秋2T目297積地1 平成目年4月1目

151 新潟県 新潟県立中央病院 新渇県上館市新南町205番地 平成22年4月1回

152 新渇則廃 独立行政法人労働者健康徳祉機構新潟労災病院 新潟県よ越市東雲町1ー？ー12 平成22年4月1日

"' 新潟県 務集会新渇第二病院 新潟県新渇市西区寺地280-7 平成22年4月1日

154 富山県 黒部市民病院 富山県鳳飾市三日市1108寄地の1 平成22年4月1目

155 富山県 独立行政法人労働者健康領祉機構富山労民病院 富山県魚海市六郎丸992番地 平成22年4!l1日

156 富山県 富山市立富山市民病院 富山県富山市今泉北部町2番地1 平成22年4!l1日

157 富山県 国立大学法人富山大学附属病院 富山県富山市杉谷2630 平成22年4月1日

158 富山県 厚生連高岡病院 富山県高岡市永楽町510 平成22年4月1日

159 富山県 高岡市民病院 富山県高岡市室町4-1 平成22年4月1目

160 富山県 市立繍様総合病院 寓山県砺波市新富町1－目 平成22年4月1日

161 石川県 独立行政法人閲立病院律相陣金沢匡様センター 石川県金沢市下有引町1香1号 平成＂年 4月1目

162 石川県 石川県立中失病院 石川県金沢市緑月東2丁目1番地 平成22年4月1日

'" 右川県 金沢医科大学病院 右川県河北郡内灘町大学1T§1番地 平成22年4月1目

164 右川県 国民健康保険小松市民病院 石川県小総市肉本街町ホ60養地 平成22年4月1臼

165 徳井県 領弁大学医学郎附属病院 福弁県吉図郡永平寺町松岡下合月23号3香地 平成22年4月1目

166 楕持県 福弁赤十字病院 情持県福井市月見2T目4醤1号 平成22年4月1日

167 福井県 社会福祉法人恩賜財団B寄生会支部福井県済生会病院 福井県福井市和図中町舟橋7-1 平成22年4月1日

168 循井県 独立行政法入国立病院機構循弁病院 繍弁県敦賀市桜ケ丘町33番1号 平成＂年 4月1目

189 山梨県 山梨大学医学部附属病院 山梨県中失市下河東1110署地 平成22年4月1日

170 山梨県 市立甲府病院 山梨県甲府市地坪町366 平成22年4月1日 ， 

171 山梨県 国民健康保険富士吉図市立病院 山梨県富士宮図市上吉園田＂ 平成＂年 4月1目

172 長野県 長野県厚生a農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター 長野県佐久市申込3400番地28 平成22年4月1日

"' 長野県 際紡赤十字病院 長野県顕酎市湖岸通り5丁目11番50号 平成22年4月1日

174 畏野県 飯図市立病院 長野県飯図市八幡町438養地 平成22年4月1回

175 長野県 社会医穣浪人財団蹟泉会相薄病院 長野県松本市本庄2 5-1 平成22年4月1目

176 長野県 長野赤十字病院 長野県畏野市若旦5丁目22番1号 平成22年4!l1日

177 長野県 長野市民病院 長野県長野市大字富竹1333番地1 平成22年4月1日

"' 長野県 伊那中央病院 長野県伊那市小四郎久保1313番地1 平成田年4月1日

179 岐阜県 彼』範県総合医擁センター 岐阜県岐阜市野一色4-6-1 平成22年4月1日

160 舷阜県 依阜市民病院 岐皐県綾阜市鹿島町7-1 平成22年4月1日

161 岐阜県 大担市民病院 岐阜県大垣市南煩町4-86 平成22年4月1日

182 続阜県 社会陸相便法人厚生会木沢位念病院 岐阜県養護加茂市吉井町下古弁690 平成22年4!l1'日

'" 般阜県 岐阜県立多治見病院 岐阜県多治見市前畑町5-161 平成22年4月16

184 岐阜県 高山赤十字病院 岐阜県高山市実演町3 11 平成22年4月1日

165 静岡県 順天堂大学医学制附属静岡病院 静岡県伊豆の国市長岡1129 平成22年4月1日

188 静岡県 沼津市立病院 静岡県，召湾市東椎路字審ノ；木550 平成22年4月1日

167 静岡県 静岡県立総合病院 静岡県静岡市蓑区北安東4-27ー1 平成22年4!l1日

'" 静附県 静岡市立静岡病院 静岡県静周市葵区追手町10-93 平成22年4月1日

189 締岡県 肩車検市立総合病院 静岡県藤綾市駿河台4-1-11 平成22年4月1日

190 静岡県 社会福祉法人盈線福祉事業団総合病院直線三方原病院 静岡県浜松市北区三方原町3453 平成22年4月1日

191 静岡県 社会禍祉浪人 E総領祉事業団総合病院盈線浜総病院 静岡県浜総市中巨住吉2-12-12 平成22年4月1日

192 静岡県 浜松医療センター 静周県浜総市中区宮線町328 平成22年4月1日

'" 静岡県 浜総医科大学E学部制属病院 静岡県浜松市東区半開山1-20-1 平成22年4月ta 



194 併問県 省国市立総合病税 僻岡県錨図市大久保512番地3 平成22年4!l1日

195 愛知県 独立行政法人国立病院機術名古屋E鎌センター 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1 平成22年4月1目

196 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴祷町65 平成22年4!l1目

197 愛知県 独立行政法人地峨医療機能推進織檎中京病院 愛知県名古屋市開区三条一T目1番10骨 平成22年4月1日

198 愛知県 名古屋市立大学病院 表知県名古屋市消穂区瑞穂町字川澄1香地 平成22年4月1図

199 ii知県 名古屋第ー赤十字病院 漫知県名古里市中村区道下町3-36 平成22年4月1目

20旧 愛知県 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9 平成22年4月1日

201 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会港南病院 愛知県弥富市前ヶ須町爾本国396 平成22年4月1日

'" 愛知県 公立陶生病院 愛知県瀬戸市西追分町160番地 平成22年4月1日

203 愛知県 ー宮市立市民病院 愛知県一宮市文京2T図2番且号 平成22年4月1日

204 愛知県 小牧市民需院 愛知県小牧市常普繍i-20 平成22年4月1日

205 愛知県 愛知県厚生虚業協同組合迎合会盤図厚生病院 愛知県童図市浄水町伊保原600-1 平成22年4月1日

206 愛知県 愛知県厚生度第協同組合連合会安城買生病院 愛知県安城市安城町東広畔28 平成22年4!l1目

207 愛知県 豊繍市民病院 愛知県鹿橋市青竹町字八間百60 平成22年4!l1目

208 愛知県 藤園保健衛生大学病院 愛知県宣明市沓掛町回楽ヶ盗1番地98 平成22年4月1日

209 三重県 地方独立行政法人三重県立総合医様センター 三重県四日市市大字国永5450-132 平成田年4月1日

210 三Ji県 独立行政浪人国立病院機織三重中央医療センター 三重県埠市久居明神町2158-5 平成田年4月1日

211 三重県 日本赤十字社伊易赤十字病院 三重県伊艶市船江1T目471-2 平成22年4月1日

212 三重県 三重県厚盆a農業協同組合連合会松阪中央総合病院 三重県松阪市川井町字小盟102 平成22年4月1日

213 三重県 三重県厚生廃業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院 三重県鈴鹿市安塀町山之花1275-53 平成22年4月3日

214 滋賀県 大海赤＋字病院 滋賀県大湾市長等－T目1番35号 平成22年4月1日

215 滋賀県 公立甲賀病院 滋賀県伊賀市水口町松尾1256 平成22年4月1日

216 滋賀県 市立長浜病院 滋賀県長浜市大成亥町313番地 平成22年4月1日

217 滋賀県 彦根市立病院 滋賀県彦根市八塚町1882番地 平成田年4!l1日

218 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県大埠市瀬図月給町 平成22年4月1自

2悶 京都府 独立行政法人国立病擁徴構舞鍋臣療センター 京省B府鰐鶴市字行永2410番地 平成担年4月1日

220 京都府 市立循知山市民病院 京音B府裾知山市原中IBJ231喬地 平成＂年 4月1毘

221 京締府 社会福祉法人京都社会事業財団京都縫病院 京都府京絹市西京区山国平尾町17 平成田年4月1日

"' 京都府 京都市立病院 京都府京都市中京区量生東高園町1-2 平成22年4!l1日

223 京都府 京都第一赤十字病院 京都府京都市東山区本町15丁目749番地 平成22年4月1日

224 京都府 京都第二赤十字病院 京都府京榔市上京区釜鹿遜丸太町よル春帯町355-5 平成22年4月1目

225 京都府 独立行政法人国立病院機織京都医様センター 京都府京都市伏見区深草向畑町11 平成22年4月1日

228 大阪府 市立豊中病院 大阪府豊中市柴原町4-14-1 平成22年4月1日

227 大阪府 東大臣市立総合積院 大阪府東大阪市酉構図3-4-5 平成22年4月1日

228 大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪商医療センター 大阪府河内長野市木戸東町2-1 平成22年4月1日

"' 大阪府 独立行政法人労働者健康領祉機構大阪労災病院 大阪府堺市北区長曽根町1179-3 平成田年4月1日

230 大阪府 市立岸和国市民病院 大阪府岸和関市額原町1001 平成田年4月1日

231 大阪府 大阪市立総合医僚センター 大阪府大阪市都島区都島本通2T目13香22号 平成田年4月1日

232 大阪府 大阪赤十字病院 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町6-30 平成22年4月1日

"' 大阪府 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町1T§5番7骨 平成25年4月1日

234 大阪府 大阪大学医学卸附属病院 大阪府吹図市山図星2番15号 平成田年4月1日

235 大阪府 大阪竃科大学附属病院 大阪府高縄市大学町2番7号 平成25年4!l1日

236 大阪府 近畿大学E学鶴附属病院 大阪府大阪狭山市大野東377-2 平成田年4月1日

237 大阪府 聞西医科大学附属枚方病院 大阪府枚方市新町2丁目3番1号 平成22年4!l1目

23B 大阪府 独立行政法人国立病院健機大阪医機センター 大阪府大阪市中央区法同額2-1-14 平成22年4月1回

239 大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター 大阪市住吉区万代東3-1田 平成田年目月日日

240 大陪府 市立堺病院 大阪府場市堺区南安弁町1T1膏1号 平成28年8月e日

241 兵庫県 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7T目5番2号 平成22年4月1日

242 兵庫県 地神方戸独市立立行医政療法セン人タ神ー戸中市央民市病民院病機院術 兵庫県神戸市中央区港島南町2-1-1 平成22年4月1日



24' 兵庫県 独立行政官人労働者健康繍祉健機関西労災病院 兵庫県尼崎市稲葉荘3T目1番69号 平成22年4月1日

244 兵庫県 兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 平成22年4月1日

245 兵庫県 公立学校共済組合近畿中失病院 兵庫県伊丹市車塚3T目1番地 平成22年4月1日

246 兵庫県 西脇市立酉脇病院 兵庫県西脇市下戸田662番地の1 平成22年4月1日

247 兵庫県 姫路赤十字病院 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号 平成22年4月1自

248 兵庫県 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 兵庫県経路市本町66番地 平成22年4月1日

249 兵庫県 赤梅市民病院 兵庫県赤梅市中広1090番地 平成22年4月1目

250 兵庫県 公立量岡病院岨合立畳間病院 兵庫県豊岡市戸牧1094番地 平成22年4~1 日

251 兵庫県 兵庫県立柏原病院 兵庫県丹波市柏原町柏原5208番地1 平成22年4月1日

252 兵庫県 兵庫県立淡路医練センター 兵庫県淵本市塩屋1-1-137 平成22年4月1自

'" 兵庫県 独立行政法人国立病院機傷神戸医療センター 兵庫県神戸市須磨区西落合3丁目1番1号 平成25年4月1日

254 奈良県 奈良県総合医療センター 奈良県衆良市平松1T目30番1号 平成22年4月1周

255 奈良県 公益財団法人天理よろづ棺麟所病院 奈良県天理市三島町200番地 平成22年4月1日

256 奈良県 近縁大学医学館奈良病院 奈良県生駒市乙田町1248番＿， 平成22年4月1日

257 奈良県 市立奈良病院 奈良県奈良市東紀寺町1T目60番1号 平成25年4月1日

258 和司氏山県 日本赤十字社和敬山医療センター 利政山県和敬山市小松原通四T自20養地 平成22年4.el1目

259 和敏山県 公立都賀病院 和取山県紀の川市打田1282 平成22年4月1目

260 和歌山県 橋本市民病院 和章常山娘婿本市小崎台二丁目八番地の1 平成22年4月1臼

261 和歌山県 結構病院 和歌山県図置市新庄町46番地の70 平成22年4月1毘

262 和敬山県 独立行政法人目立病問機術商和歌山医療センター 和政山県田辺市たきない町27番1骨 平成22年4月1目

'" 鳥取県 鳥取県立中失病院 鳥取県鳥取市江湾730 平成22年4月1日

264 目陣取県 鳥取市立病院 鳥取県鳥取市的鳩1T目1番地 平成目年4月1日

26沼 鳥取県 鳥取県立厚生病院 鳥取県倉吉市東昭和町160 平成22年4,EI1日

266 鳥取県 独立行政法人国立病院機機米子医療センター 鳥取県米子市車尾4-17-1 平成22年4月1日

267 島根県 総江市立病院 島根県松江市乃白町32番地1 平成田年4,EI1日

268 島根県 松江赤十字病院 島根県松江市母衣町200番地 平成田年4月1日

269 島領県 島根県立中尖病院 島根県出雲市媛原4 , _, 平成22年4月18

270 島根県 独立行政法入国立病院後構浜図医療センター 島被県浜国市議井町777番12 平成22年4月1目

271 岡山県 岡山済生会総合病院 岡山県岡山市北区伊福町1-17-18 平成22年4月t日

272 岡山県 総合病院岡山赤十字病院 岡山県岡山市北区青江2-1-1 平成22年4月1回

273 岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山臣療センター 岡山県岡山市北区図益1711-1 平成22年4月18

274 凋山県 公益財団法人大原肥念倉敷中失医療後檎倉敷中央病院 岡山県禽敷市美和1-1-1 平成22年4月1日

275 岡山県 川崎康科大学附民病院 岡山県倉舷市総島677 平成22年4,EI1日

276 岡山県 一般財団法人埠山車風会津山中央病院 岡山県海山市川崎1766 平成22年4,EI1臼

277 広島県 県立広島病院 広島県広島市南区宇品神図ーT~6番64骨 平成22年4月1日

278 広島県 広島市立広島市民病院 広島県広島市中区基町7番33号 平成22年4月1日

279 広島県 広島赤十字・原燭病院 広島県広島市中区千岡町一丁目9-6 平成＂＇手 4月1目

280 広島県 広島県厚生..協同組合連合会鹿島総合病院 広島県廿目市市地御前ーT自3香3号 平成22年4,EI1日

281 広島県 独立行政法人国立病院後備呉医療センター 広島県呉市青山町3番1号 平成22年4月1日

282 広島県 独立行政法人国立病問機構東広島医療センター 広島県東広島市西条町寺家613番地 平成22年4月1日

"' 広島県 広島県厚生E農業儲同組合連合会尾道総合病鶴 尾道市平原ー丁目10-23 平filt22年4月1臼

284 広島県 福山市民病院 広島県篠山市灘主町五丁目23番1号 平成22年4月1日

285 広島県 市立三次中失病院 広島県三次市東酒屋町字敦盛631番地 平成22年4月1日

"' 広島県 広島市立安佐市民病焼 広島県広島市安佐北区可都南ニ丁目，＿， 平成22年4,EI1日

287 山口県 独立行政法人国立病院機織岩田医療センター 山口県岩田市愛宕町1-1-1 平成22年4月1日

288 山口県 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 山口県柳井市宙開作1000-1 平成22年4,EI1日

268 山伺県 独立行取法人地域医晴織栴推進機構檀山中決痢隅 山日111周南市孝園町1-1 平成22年4月1日

290 山口県 地方独立行政法人山口県立病院機携山口県立総合医療センター 山口県防府市大綱77 平成22年4月1日

291 山口県 ｜線合病院山口赤十字病院 山口県山口市八幡馬場63番地の1 平成22年4月1日



'" 山口県 地方独立行政法人下闇市立市民病院 山口県下関市向洋町1丁目13番1号 平成22年4月1日

'" 徳島県 徳島県立中央病院 徳島県徳島市蔵本町1丁目10-3 平成22年4月18

"' 徳島県 徳島赤十字病院 徳島県小松島市小給島町字弁利ノ口市03養地 平成22年4月1日

295 徳島県 徳島市民病院 徳島県徳島市北常三島町2T目34喬地 平成22年4月1日

296 香川県 香川県立中央病院 香川県高松市番町5T目4香16号 平成22年4!l1日

297 香川県 高松赤十字繍院 香川県高松市番町4丁目1番3骨 平成22年4月t目

298 香川県 独立行政治人労働者健康福祉機構香川労災病院 香川県丸亀市械耳障町3丁目3番1骨 平成田年4月1目

299 香川県 三重総合病院 香川県観音寺市豊浜町姫浜708番地 平成22年4月1日

300 愛繊県 住友別子病院 愛媛県新居浜市王子町3番1骨 平成22年4月1日

301 愛媛県 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 愛媛県今治市喜図村7T目、番6号 平成22年4月1日

302 ＂媛県 愛媛大学医学紛附属病院 提媛県東垣市志摩lll 平成22年4月1日

303 愛媛県 愛媛県立中央病院 愛媛県松山市春日町83番地 平成田年4!l1目

304 愛媛県 松山赤十字病院 愛娘県松山市文京町1番地 平成22年4月1日

3田 愛媛県 市立字和島病院 ＂媛県宇和島市御殿町 1香1号 平成22年4月1日

3田 高知県 高知県・高知市病院企業国立高知医療センター 高知県高知市池2125番地1 平成22年4月18

307 高知県 高知赤十字病院 高知県高知市新本町Z丁目13番51号 平成22年4月1目

308 高知県 高知県立繍多けんみん病院 高知県宿毛布山来町芳来3番地1 平成24年4月1回

30ゆ 福岡県 独立行政法人国立病院繊檎九州医療センター 福岡県福岡市中央区地行浜1丁目8番地1骨 平成22年4月1日

310 徳岡県 福岡県務集会福周総合病院 福岡県循周市中央区天神1T目3番46骨 平成22年4!l1目

311 福岡県 福岡大学病院 福岡県福岡市減南区七隈七丁目45脅1号 平成22年4月1日

312 福周県 組立行政法人国立病院後備福岡東医療センター 慣岡県古賀市千鳥1T~1脅，.号 平成22年4月1日

313 徳岡県 久留米大学病院 福岡県久留米市旭町67番地 平成22年4月1日

314 福岡県 聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422 平成22年4月1日

315 循凋県 公立八女総合病院 徳岡県八女市高塚540脅地2 平成22年4月1日

316 循岡県 地方独立行政法人大牟悶市立病院 衛岡県大牟図市宝袋町2T目19番地1 平成22年4月1日

317 福岡県 飯塚病院 領周県飯塚市芳雄町3醤83号 平成田年4月1日

318 福周県 社会保険悶川病院 福岡県田川市よ本町10番18号 平成22年4月1日

319 福岡県 北九州市立医穣センター 徳岡県北九州市小倉北区扇情2T目1番1骨 平成22年4!l1日

320 徳岡県 独立行政縫人地犠医療後能推進機構九州病院 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1丁目8番1号 平成22年4!l1日

321 福岡県 廃業医科大学病院 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1番1号 平成22年4月1日

322 佐賀県 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400 平成22年4月1日

323 佐賀県 麿if赤十字病院 佐賀県唐添市ニタ子－T~5番1号 平成22年4月1日

324 佐賀県 独立行政法人目立病院機構繕野医療センター 伎賀県織野市織野町大字下宿丙2436 平成目年4月1日

325 長崎県 長崎みなとメディカルセンター市民病院 長崎県長崎市耕地町6番39骨 平成22年4月1目

326 長崎県 回本赤十字社長崎原爆病院 長崎県長陽市茂里町3-15 平成22年4!l1日

327 長崎県 佐世保市立朝合病院 長崎県佐世保市平溜町9脅地3 平成22年4月1回

326 長崎県 独立行政法人国立病院後備長崎E療センター 長崎県大村市久原2T§1001脅地1 平成22年4月1日

329 長崎県 長崎県島原病陪 長崎県島原市下川田町7895番地 平成22年4月1日

330 餓本県 鮪本市立熊本市民病院 熊本市東区湖東1ー1-60 平成22年4月1図F

331 備本県 縄本赤十字病院 熊本県燃本市東区長嫌甫2T目1番2骨 平成22年4月1回

332 簡本県 独立行政記長入国立病院機構餓本医療センター 院本県備本市中央区二の丸1-5 平成22年4月1日

333 熊本県 社会福祉法人思賜財団 5寄生会備本病院 熊本県熊本市南区近見BT目3番1号 平成担年4月1日

334 餓本県 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾2600番地 平成22年4月1臼

335 鰍本県 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 熊本県八代市竹原町1670番地 平成22年4!l18

336 熊本県 独立行政法人地域医療機能推進織情人吉医様センター ’R本県人吉市老神町35番地 平成22年4月1日

337 大分県 独立行政滋人国立病院健機別府医抱腹センター 大分県別府市大字肉竃1473番地 平成22年4!l1日

338 大分県 大分赤十字病院 大分県六分市千代町3丁目Z香37号 平成22年4月1日

339 大分県 大分県立病院 大分県大分市大字豊餓476番地 平成担年4月1日

340 大分県 大分県済生会日図病院 大分県臼図市大字三和643番地7 平成22年4月1日



341 大分県 大分布匡師会立アルメイダ病院 大分県大分市大字宮崎1609-2 平成22年4月1日

342 大分県 中，掌市立中湾市民病院 大分県中津市大字下池永173番地 平成田年4月18

343 宮崎県 県立宮崎病院 宮崎県宮崎市北高松町5-30 平成22年4月1日

344 宮崎県 独立行政法人目立病院機構都滅病院 宮崎県都城市祝宮町5033-1 平成田年4月1日

345 鹿児島県 独立行政法入国立病院機術鹿児島医療センター 鹿児島県鹿児島市械山町8香1号 平成22年4月1因

346 鹿児島県 鹿児島県立橿南病院 鹿児島県南さつま市加世田高梱1968-4 平成22年4月1日

347 鹿児島県 社会構祉法人恩賜財団済隼会川内病院 鹿児島県斑摩川内市原悶町2番46号 平成22年4月1日

348 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構潤九州病院 鹿児島県姶良市加治木町木闘1882 平成22年4月1日

349 鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター 鹿児島県鹿車市札元ー丁目8番8号 平成22年4!l1日

35旧 鹿児島県 鹿児島県立大属病院 鹿児島県奄美市名瀬真名浄町18-1 平成22年4月1日

351 鹿児島県 鹿児島市立病院 鹿児島市加治鹿町20養17骨 平成23年4月18

352 鹿児島県 公益財団法人昭和会今給梨総合病院 鹿児島県鹿児島市下竃尾町4-16 平成田年4月1日

'"' 沖縄県 沖縄県立中卸病院 沖縄県うるま市字宮里281替地 平成22年4月1日

354 ，中縄県 地方独立行政法人那覇市立病院 沖縄県那覇市古島2T目別番地の1 平成22年4月1日

355 独立行政法人国立がん研究センター中失病院 東京都中央E築地5 , _, 平成22年4月1目

356 独立行政法人国立がん研究センタ東病院 千葉県柏市柏の業6-5-1 平成22年4月1日

計 356病院

槌が合点ん病計院 407病院
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都道府県名 医療機関名 所在地 指定年月日

鹿児島 社会医療法人博援会相良病院 鹿児島市松原町・3-31 平成田年8月6日

t十 1病院

特拠合定点領計病減院 1病院



［地相院がんIt療病信1

側道府県名 医療機鵬名 所在地 グループ指定先医期限繊関名 指定年月日

街木 芳賀赤十字病院 栃木県真岡市台町2461 自治医科大学附属病院 串成26年目月日日

針 1病院

地鯵合械療が病計ん院 1病院
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都道府県認定がん診療病院一覧表（平成26年度現在）

都道府県名 際療機関名｝
・"' 

所夜地 ：.＇官i~電話i号！／
函館中央病院 函館市本町33番2号 0138-52-1231 

KKR札幌医療センター
斗南病院

札幌市中央区北1条西6丁目 011-231-2121 

勤医協中央病院 札幌市東区伏古10条2丁目15-1 011-782-9111 
本L北総病院 札市白石区東札 6条6丁目5番1号 011-865-0111 
~t' 道社会保険病院 札幌市豊平区中の島1粂 ST目3番 18号 011 831-5151 

瞳襲撃
キL市東区本町1室長1丁目2番10号 011-784-1811 
キL市中央区南1条西15丁目 011-623-7000 
キL市南区川沿2条1丁目2番目号 011-571-8221 

1 北海道 市若松1丁目2番1号 0134-25-1211 

岩見沢市4条東16丁目5量1号盤 0126-22-1300 
官立室蘭総合病院 室蘭市山手町3丁目8番 0143-25-3111 
製鉄記念室蘭病院 室蘭市知和l別町1丁目45・瞳地 0143-44-4650 
苫小牧市立病院 苫小牧市清水町1丁目5謹20号 0144-33-3131 
旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目1番1号 0166-22-8111 
国立病院機構旭川医

組川市花咲町7丁目4048番地 0166-51-3161 
療センター
名寄市立総合病院 名寄市西7 8丁目1番地 01654-3-3101 

J厚A生北病海院道厚生連遠軽 紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号 0158-42-4101 

黒石病石院国民健康保険黒 黒石市北美町1-70 0172-52-2121 
2青森

青森市民病院 青森市勝田一丁目14-20 017-734-2171 
膏森労災病院 八戸市大字白銀町字南ケ丘1番地 .0178-33-1551 

3 岩手
4 宮城

市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町4-30 018-823-4171 
5 秋田 中通総合病院 秋田市南通みその町3-15 018 833-1122 

雄勝中央病院 湯沢市山田字勇ヶ岡25 0183-73-5000 

6 山形 市立荘内病院 鶴岡市泉町4番20号 0235-26-5111 

7 福島
水戸済生会総合病院 水戸市双葉台3-3-10 029-254-5151 
水戸赤十字病院 水戸市ーの丸3-12-48 029-221-5177 
（株）日立製作所ひたち

ひたちなか市石川町20-1 029-354-5111 , 
なか総合病院

8 茨城
城（独東）国立病院機構茨

病院
東海村照沼825 029-282-1151 

小山記念病院 鹿嶋市厨5-1-2 0299-85-1111 
（独）国立病院機構霞ヶ

土浦市下高津2ート14 029-822-5050 
浦医療センター
JAとりで総合医療セン

取手市本郷2-1-1 0297-74.,-5551 
ター
下都賀総合病院 栃木市富士見町5-32 0282-22-2551 
国際医療福祉大学塩

矢板市富田77 0287-44 1155 
谷病院
国際医療福祉大学病

那須塩原市井口537-3 0287-37-2221 
院

9 栃木
小金井中央病院 下野市小金井2-4-3 0285-44-7000 
菅聞記念病院 那須塩原市大黒町2-5 0287-62-0733 
国立病院機構栃木医

宇都宮市中戸祭1-10-37
療セン5z一
小川市民病院 小山市若木町1-1-5 0285-21-3800 
国立病院機構宇都宮

宇都宮市下岡本町2160 0286-73-2111 
病院
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済生会前橋病院 前橋市上新田町564-1 027-252同 6011
群馬中央総合病院 前橋市紅雲町ト7-13 027-221-8165 
利線中央病院 沼田市東原新町1855-1 0278-22-4321 

10群馬 館林厚生病院 館林市成島町262-1 0276 72-3140 
日高病院 高崎市中尾町886 027-362-6201 
原町赤十字病院 吾妻郡東吾妻町原町698 0279-68 2711 
太田記念病院 太田市大島町455-1 0276-55-2200 
埼主メディカルセンター さいたま市浦和区北浦和4-9-3 048-832-4951 
東大宮総合病院 さいたま市見沼区東大宮5-18 048-684-7111 
戸田中央総合病院 戸田市本町1丁目19番3号 048】 442-1111
朝霞台中央総合病院 朝霞市西弁財1-8-10 048 466-2055 
上尾中央総合病院 よ尾市柏座1-10-10 048-773-1111 

11 埼玉 埼玉石心会病院 狭山市鵜ノ木1-33 04-2953-6611 
防衛医科大学校病院 所沢市並木3-2 04-2995-1211 
秀和総合病院 春日部市谷原新田1200 048-737-2121 
越谷市立病院 越谷市東越谷十丁目47番地1 048-965-2221 
行田総合病院 行田市持田376 048-552-1111 
小川赤十字病院 比企郡小川町小川1525 0493-72-2333 
千葉メディカルセンター 千葉市中央区南町ト11-12 043-261 5111 
千葉市立海浜病院 千葉市美浜区磯辺3丁目31番1号 043-277-7711 
千葉市立青葉病院 千葉市中央区青葉町1273-2 043 227-1131 
済生会習志野病院 習志野市泉町1丁目1番1号 047-473-1281 
谷津保健病院 習志野市谷津4-6-16 047-451-6000 

東瞳京女子医医科療大セ学附
八千代 ンター

八千代市大和田新国477-96 047-458-6000 

船橋中央病院 船橋市海神6-13-10 047-433-2111 
千葉徳洲会病院 船橋市習志野台1-27寸 047-466-7111 
千葉西総合病院 松戸市金ケ作107-1 047-384-8111 

12 千葉 柏厚生総合病院 柏市篠籍回617番地 04-7145-1111 
小張総合病院 野回市横内29-1 04-7124-6666 
東邦大学医療センター

佐倉市下志津564-1 043-462-8811 
佐倉病院
日本医科大学千葉北

印西市鎌苅1715 0476-99-1111 
総病院
聖隷佐倉市民病院 佐倉市江原台2丁目36番2 043-486-1151 
県立佐原病院 香取市佐原イ2285 0478】 54-1231
さんむ医療センター 山武市成東167 0475-82-2521 
帝京大学ちぱ総合医療

市原市姉崎3426-3 0436-62-1211 
セン合一
ェ井記念病院 千代田区神田和泉町1番地 03-3862-9111 
国際医療福祉大学ニ 港区三回1-4-3 03-3451-8121 
回病院
済生会中央病院 港区ニ回1-4-17 03-3451-8211 
北里大学北里研究所
病院

港区白金5-9-1 03-3444 6161 

都立墨東病院 墨田区江東橋4-23-15 03-3633-6151 
JR東京総合病院 渋谷区代々木2-1-3 03-3320-2210 

13東京 （独）地域医療機能推
進機構東京新宿メディ 新宿区津久戸町5-1 03-3269 8111 
カルセンター

欝順天欝堂大学医学部附 練馬区高野台3ート10 03-5923-3111 

大学多摩永
多摩市永山1-7-1 042-371-2111 

山病院
東京逓信病院 千代田区富士見2-14-23 03-5214-7111 
東京女子医科大学東

荒川区西尾久ニ丁目1番10号 03-3810-1111 
医療センター
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l東葛飾京慈医療恵会セン医9科ー大学 葛飾区青戸6-41-2 03-3603-2111 

社会福祉病法院人仁生社
江戸川

江戸川区東小岩2丁目24番18号 03-3673-1221 

済日事本私業立学校振臨興海病・共
団東京

江戸川区臨海町1丁目4番2号 03-5605-8811 

大森赤十字病院 大田区中央4-30-1 03-3775 3111 
公益財団法人東京都

除保主健医療公社荏原病 大田区東雪谷4-5-10 03-5734-8000 

東邦大学医療センター 目黒区大橋2-17-6 03-3468-1251 
大橋病院
国家公務員共済組合 目黒区中目黒2-3-8 03-3712-3151 
連合会東京共済病院
都立広尾病院 渋谷区恵比寿丁目34番10号 03-3444-1181 
公益財団法人東京都
保健医療公社大久保 新宿区歌舞伎町2-44-1 03-5273-7711 
病院
（独）国立国際医療研 新宿区戸山ト21-1 03-3202-7181 

13東京
究センター病院
河北総合病院 杉並区阿佐谷北1-7-3 03-3339-2121 
都立大塚病院 豊島区南大塚丁目8番1号 03-3941-3211 

公益財団法公社人東豊京島都病
保健医療

板橋区栄町33-1 03-5375-1234 

東京都健康長寿医療セ 板橋区栄町35-2 03-3964-1141 
ンター
公益財団法人東京都

保健医療病鴎公社多摩南 多摩市中沢2-1-2 042-338-5111 
部地域
東京慈恵会医科大学

狛江市和泉本町四丁目11番1号 03-3480-1151 
附属第＝病院
国家公務員共済組合

立川市錦町4丁目2番22号 042-523-3131 
連合会立川病院

社会会東医療大法人財団大
和 和病院

東大和市南街1-13-12 042-562-1411 

公益財団法人東京都
保健医療公社多摩北 東村山市青葉町1-7-1 042-396-3811 
部医療センター
公益財団法人結核予 清瀬市松山3-1-24 042-491-4111 
防会複十字病院

一般財団法人神奈川
横浜市西区みなとみらい3ー7-3 045-221-8181 

県警友会けいゅう病院

浜（独医）療国立病院機構横
センター

横浜市戸塚区原宿三丁目60番2号 045 851-2621 

14神奈川
市恩賜南財部団済生会横浜

病院
横浜市港南区港南台3-2ー10 045-832-1111 

国家会公横務員共済組合
連合 浜南共済病

横浜市金沢区六浦東ト21-1 045-782-2101 

関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町1-1 044-411-3131 
国家公務員共済組合

平塚市追分9-11 0463-32-1950 
連合会平塚共済病院
平塚市民病院 平塚市南原1-19-1 0463-32-0015 
医療法人立川！メディカ
ルセンター立川綜合病 長岡市神田町3-2-11 0258-33-3111 

15新潟 日見
新潟県厚生農業協同
組合連合会柏崎総合 柏崎市北半田2丁目11番3号 0257-23-2165 
医療センター
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JA新潟厚生連上越総
上越市大道福田616 025-524-3000 

15 新潟
合病院

国由立央病病院院機構西新潟 新潟市西区真砂1丁目14番1号 025-265-3171 

16 富山
富山赤十字病院 富山市牛島本町2-1-58 076-433-2222 
済生会高岡病院 高岡市ー塚387【 1 0766】 21-0570

芳珠記念病院 能美市緑が丘11丁目71番地 0761-51-5111 
金沢市立病院 金沢市平和町3丁目7番3号 076-245 2600 
金沢赤十字病院 金沢市ニ馬2丁目251番地 076-242-8131 
金沢社会保険病院 金沢市沖町ハ15番地 076-252-2200 
浅ノJII総合病院 金沢市小坂町中83番地 076 252-2101 

17石川 石H阜川市済生会金沢病 金沢市赤土町一13番6 076-266-1060 

公院立松任石川中央病 白山市倉光3丁目8番地 076-275-2222 

公立能登総合病院 七尾市藤橋町ア部6番地4 0767-52 6611 
恵寿総合病院 七尾市富岡町94番地 0767-52-3211 

18福井
19 山梨

20長野
21 岐阜

（独）国立病院機構静
駿東郡清水町長沢762-1 055-975-2000 

岡医療センター
富士市立中央病院 富士市高島町50番地 0545-52-1131 

22静岡
富士宮市立病院 富士宮市錦町3番1号 0544-27-3151 
静岡赤十字病院 静岡市葵区追手町8-2 054-254-4311 
静岡済生会総合病院 静岡市駿河区小鹿一丁目1番1号 054-285-6171 
焼津市立総合病院 焼津市道原1000番地 054-623-3111 
市立島田市民病院 島田市野田1200番地の5 0547-35-2111 
名古屋被済会病院 名古屋市中川区松年町4-66 052 652-7711 
名古屋記念病院 名古屋市天白区平針4-305 052-804-1111 
中部労災病院 名古屋市港区港明1-10-6 052-652 5511 

23 愛知
愛知医科大学病院 長久手市岩作雁又1ー1 0561-62-3311 
春日井市民病院 春日井市鷹来町1-1ー1 0568-57-0057 
半国市立半田病院 半田市東洋町2-29 0569-22-9881 
トヨタ記念病院 豊田市平和町1ー1 0565-28-0100 
刈谷豊田総合病院 刈谷市住吉町5ー15 0566-25-8007 
桑名西医療センター 桑名市大字北別所416番地1 0594-22-7111 
いなベ総合病院 いなべ市北勢町阿下喜771 0594-72-2000 
市立四日市病院 四日市市芝田－T目2-37 059-354-1111 

四日市羽津医療セン
四日市市羽津山町10番8号 059-331-2000 

ター

鈴鹿回生病院 鈴鹿市国府町112番地1 059-375-1212 
24三重 伊賀市立上野総合市

伊賀市四十九町831番地 0595-24-1111 
民病院
松阪市民病院 松阪市殿町1550番地 0598-23-1515 
恩賜財団済生会松阪

松阪市朝日町1区15番地B 0598-51-2626 
総合病院
市立伊勢総合病院 伊勢市楠部町3038番地 0596-23-5111 
尾鷲総合病院 尾鷲市上野町5番25号 0597-22-3111 
大津市民病院 護市本宮2丁目時 077 522 4607 
済生会滋賀県病院 市大橋2-4-1 077-552-1221 
社会医療法人誠光会

草津市矢橋町1660 077-563-8866 
草津総合病院

25滋賀
（独）国立病院機構東
近江総合医療センター

東近江市五智町255 0748-22-3030 

近江八幡市立総合医
近江八幡市土田町1379 0748-33-3151 

療センター
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25滋賀 長浜赤十字病院 長浜市宮前町14番7号 0749-63 2111 
社会医療法人岡本病

院合病（財院団）第二岡本総 宇治市神明石塚54番地の14 0774-44-4511 

医療法人徳洲会宇治
宇治市小倉町春日森86番地 0774-20-1111 

徳洲会病院
京都山城総合医療セン

木津川市木津駅前一丁目27番地 0774-72-0235 
ター
公立南丹病院 南丹市八木町八木上野25 0771-42-2510 

京都北府部立医医科大学附 与謝郡与謝野町字男山481 0772-46-3371 
属 療センター

26京都 ＝菱京都病院 京都市西京区桂御所町1番地 075-381-2111 

済生会京都府病院 長岡京市今里南平尾B番地
075-955-0111 

洛和会音羽病院 京都市山科区音羽珍事町2 075-593-4111 
医仁会武田総合病院 京都市伏見区石田森南町28-1 075-572-6331 
（独）地域医療機能推
進機構京都鞍馬口医 京都市北区小山下総町27番地 075-441-6101 
療センター
綾部市立病院 綾部市青野町大塚20-1 0773-43-0123 
京都民医連中央病院 京都市中京区西ノ京春日町 16ー1 075-822-2777 
市立池田病院 池田市城南3丁目1番18号 072-751-2881 
市立吹田市民病院 吹田市片山町2丁目13番20号 06-6387-3311 
済生会吹田病院 吹田市川園町1-2 06-6382-1521 

済生会千星病院 吹田市津雲台1丁目1番6号 06-6871-0121 

箕面市立病院 箕面市萱野5-7-1 072-728-2001 
愛仁会高槻病院 高槻市古曽部町1丁目3番13号 072-681-3801 
高槻赤十字病院 高槻市阿武野1丁目1番1号 072-696-0571 
医療法人仙養会北摂

高槻市北柳川町6-24 072-696-2121 
総合病院
彩都友鉱会病院 茨木市彩都あさぎ7丁目2番18号 072-641-6898 
松下記念病院 守口市外島町5番55号 06-6992-1231 

進（独機）構地域星医療機能推
ヶ丘医療セン

枚方市星丘4-8-1 072-840-2641 

八尾市立病院 八尾市龍華町1丁目3番1号 072-922-0881 

医療法人徳洲病会院八尾
徳洲会総合

八尾市若草町1番17号 072-993-8501 

社会医療法病院人若弘会 東大阪市若草町1-6 072-988-1409 
27大阪 若草第一

大病阪院府済生会富田林 富田林市向陽台1-3-36 0721-29-1121 

医療法人宝生会PL病
富田林市新堂2204 0721-24-3100 

F完
社会医療法人生長会ベ

堺市中区東山500番地の3 072-234-2001 
ルランド総合病院
社会医療法人生長府

和泉市肥子町1-10-17 0725-43-1234 
中病院
泉大津市立病院 泉大津市下条町16番1号 0725-32-5622 
りんくう総合医療セン

泉佐野市りんくう往来北2-23 072-469-3111 
ター
和泉市立病院 和泉市府中町4丁目10番10号 0725-41-1331 
市立奥塚病院 貝塚市堀3丁目1か20 072-422-5865 
医療法人徳洲会岸和
田徳洲会病院

岸和田市加守町4-27-1 072-445-9915 

宗教法人在日本南フ

レス｜ビキテリリスアトン教ミ病ッ院ション 大阪市東淀川区柴島1丁目7番50号 0120・364-489
淀川
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社会病医療院法人愛仁会
干船

大阪市西淀川区佃2丁目2番45号 06-6471 9541 

済生会中津病院 大阪市北区芝田丁目10番39号 06-6372-0333 
公益財団法人回附興

大阪市北区扇町2-4-20 06-6312-1221 
風会医学研究所北野
社会福祉法人恩賜財

大阪市城東区古市1T目3番25号 06-6932-0401 
団
関西電力病院 大阪市福島区福島2丁目1番7号 06-6458-5821 

（独）地構域玄医医療1機事E能E推
進機

大阪市福島区福島4-278 06 6441-5451 

一般財団法人住友病
大阪市北区中之島5丁目3番20号 06-6443-1261 

院
国家公務員共済組合

大阪市中央区大手前1丁目5番34号 06-6941-0484 
連合会大手前病院
公益財団法人日本生 大阪市西区立売堀6丁目3-8

06-6543-3581 
命済生会付属日生病

27大阪
社会医療法人きつこう

大阪市西区九条南1-12-21 06-6581-1071 
会
大阪警察病院 大阪市天王寺区北山町10-31 06 6771-6051 
NTT西日本大阪病院 大阪市天王寺区烏ケ辻2ーか40 06 6773-7111 
社会医療法人景岳会 大阪市住之江区東加賀屋1丁目18番18 06-6685-0221 
南大阪病院 号
JR大阪鉄道病院 大阪市阿倍野区松崎町1丁目2-22 06-6628-2221 
医療法人橘会東住吉

大阪市東住吉区鷹合3丁目2-66 06-6606-0010 
森本病院
済生会泉尾病院 大阪市大正区北村3丁目4番5号 06-6552-0091 

病国立院病院機構万根山 豊中市刀根山5丁目1番1号 06-6853-2001 

地方独立行政法人大
阪府立病院機構大阪

羽曳野市はびきの3-7-1 072-957-2121 
ギ府立医呼療吸セ器ン・ア告レル

（独）国立病院機構近
堺市北区長曽板町1180 072 252-3021 

畿中央胸部疾患セン
西神戸医療セン骨一 神戸市西区粍台5丁目7番地1 078-997-2200 

神医鋼療法人社団神鋼会
病院

神戸市中央区脇浜町1丁目4-47 078-261-6711 

神戸赤十字病院 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番1号 078-231-6006 
県立尼崎病院 尼崎市東大物町1丁目1番1号 06-6482-1521 
県立西宮病院 西宮市六湛寺町13-9 0798-34-5,151 

西宮市立中央病院 西宮市林田町8番24号 0798-64-1515 

28兵庫 市立伊丹病院 伊丹市昆陽池1丁目100番地 072-777-3773 

県立加古川医療セン
加古川市神野町神野203 079 497-7000 

ター

地方独立行政法人加
古川市民病院機構加 加古川市米田町平津384-1 079-432-3531 
古川西市民病院
社会医療法人製鉄記

姫路市広畑区夢前町3丁目1番地 079-236-1038 
念広畑病院
国保中央病院 磯城郡田原本町大字宮古404-1 07ヰ4-32-8800

29奈良 済生会中和病院 桜井市阿部323番地 0744-43-5001 
大和品田市立病院 大和高田市議野北町1番1号 0745-53-2901 
和歌山ろうさい病院 和歌山市木ノ本93番1 073-451-3181 

30和歌山 国保日高総合病院 御坊市薗116番地2 0738-22-1111 

新富市立医療センター 新富市蜂伏18番7号 0735-31日 3333

31 鳥取
鳥取赤十字病院 鳥取市尚徳町117 0857-24-8111 
鳥取生協病院 鳥取市末広温泉町458 0857-24-7251 
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医療法人十字会野島
倉吉市瀬崎町2714-1 0858-22-6231 

病院
31 鳥取 山陰労災病院 米子市皆生新田1-8-1 0859 33 8181 

病医療院法人同愛会博愛 米子市両三柳1880番地 0859-29-1100 

宣亘璽 益田赤十字病院 益田市乙吉町イ103-1 0856-22-1480 
岡山労災病院 岡山市南区築港緑町1-10-25 086-262-0131 
岡山市立市民病院 岡山市北区天瀬6番10号 086-225-3171 
川崎医科大学附属川 岡山市北区中山下2-1-80 086-225-2111 
崎病院

33 岡山 一般財団法人倉敷成
人病センター 倉敷市白楽町250 086-422-2111 

社会医療法人緑壮会
真庭市西原63 0867-52-1191 

金田病院
国家公務員共済組合 呉市西中央2-3-28 0823-22-2111 
連合会呉共済病院
中国労災病院 呉市広多賀谷1-5-1 0823-72-7171 

34広島
尾道市立市民病院 尾道市新品山3-1170-177 0848-47-1155 

山（独医）療国立セン病タ院ー機構福 福山市沖野上町4-14-17 084-922-0001 

公立学校共済組合中 福山市御幸町大字よ岩成148-13 084-970-2121 
圏中央病院
長門総合病院 長門市東深川85番地 0837-22-2220 

35 山口 都志見病院 萩市江向413番地1 0838-22-2811 
（独）国立病院機構山

宇部市東岐波685番地 0836-58-2300 
口宇都医療センター
県立ー好病院 ニ好市池田町シマ815-2 0883-72-1131 

36 徳島
JA徳島厚生連阿南共

阿南市羽ノ浦町中庄 0884-44-3131 
栄病院
徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 088 683-0011 

37香川
HITO病院 四国中央市上分町788番地1 0896-58-2222 
四国中央病院 四国中央市川之江町2233番地 0896-58-3515 

38 愛媛
愛媛労災病院 新居浜市南小松原町13番地27号 0897-33-6191 
十全総合病院 新居浜市北新町1番5号 0897-33-1818 
済生会西条病院 西条市朔日市269-1 0897-55-5100 
松山市民病院 松山市大手町2丁目6番地5 089-943 1151 

39高知
（独）国立病院機構高

高知市朝倉西町1丁目2番25号 088-844-3111 
知病院

国家公務浜員の共町済病組院合
連合会

福岡市中央区長浜3丁目3番1号 092-721-0831 

40福岡 公立学校共済組合九
福岡市南区塩原＝丁目23番1号 092-541-4936 

州中央病院

社会医療法病院人共愛会
戸畑共立

北九州市戸畑区沢見2丁目5番1号 093-871-5421 

41 佐賀
社会医疲法人財団自

佐世保市大和町15
十字会佐世保中央病 0956-33-7151 

42長崎 院

（独）地域医療機能推
諌早市永昌東町24-1 0957-22-1380 

進機構諌早総合病院

国家公務熊本員共済組病院合
連合会 中央

熊本市南区田井島1-5-1 096-370-3111 

43 熊本 本（独再）春国荘立病病院院機構熊 合志市須屋2659 096-242 1000 

進（独機）地構域医療機能推
熊本総合病院 八代市通町10番地10号 0965-32-7111 
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国保水俣市立総合医
水俣市天神町1丁目2番1号 0966 63-2101 

療センター
一般社団法人天草郡
市医師会立天草地域

天草市亀場町食場854-1 0969-24-4111 
医療センター

進（独機）構地域天医草療中機央能総推合 天草市東町101番地 0969-22-0011 

一般社団法人熊本市
43 熊本 医師会熊本地域医療セ 熊本市中央区本荘5丁目16番10号 096-363-3311 

ン告ー

と医森療都法総人合創病起院会くまも 熊本市中央区新屋敷1-17-27 096-364-6000 

社野会会医療病法院人社団高 熊本市中央区帯山4丁目2番88号 096-384-1011 

山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿511番地 .0968-44-2185 
（独）国立病院機構熊
本南病院 宇城市松橋町豊福2338 0964-32-0826 

44大分
（独）国立病院機構大

大分市横田三丁目11番45号 097-593-1111 
分医療センター

45 宮崎
県立日南病院 日南市木山1丁目9番5号 0987-23 3111 
県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 0982-32-6181 
公益社団法人鹿児島 鹿児島市長田町14-3 099-226-9111 
共済会南風病院
鹿児島厚生連病院 鹿児島市天保山22-25 099-252 2228 
公益財団法人慈愛会 鹿児島市鴨池新町11-23 099-251-2221 
今村病院分院
鹿児島市医師会病院 鹿児島市鴨池新町7-1 099-254-1125 

特別医療法人ヨ聖ン医病会院
サザン・リージ

枕崎市緑町220 0993-72-1351 

宿（独医）療国立セン病ヲ院ー機構指 指宿市十ニ町4145 0993-22-2231 

46 鹿児島
公益社団法人川内市

薩摩川内市永刺町4107-7 0996-22-1111 
医師会立市民病院
公益社団法人出水郡

阿久根市赤瀬川4513 0996-73-1331 
医師会広域医療セン
出水総合医療センター 出水市明神町520 0996-67-1611 
霧島市立医師会医療セ

霧島市隼人町松永3320 0995-42-1171 
ンター
県立北薩病院 伊佐市大口宮人502-4 0995-22-8511 

社会医療大法隅人鹿児島
愛心会 鹿屋病院

鹿屋市新川町6081-1 0994-40-1111 

社音足会医療法人義順顕
会図上病院 西之表市西之表7463 0997-22-0960 

公益社団法人北部地
区医師会北部地区医 名護市宇茂佐1712-3 0980-54-1111 

47沖縄
監病院宮古病院 宮古島市平良字下里427-1 0980-72-3151 

八重山病院 石t百市大Jil732番地 0980-83-2525 
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平成 2 7年月日

がん診療連携拠点病院等各位

0 0労働局労働基準部

労災補償課長

「石綿による疾病の認定基準」の周知等に係る依頼について

日頃から、労働基準行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申

しよげます。

また、労災補償制度の周知等について、かねてより特段の御配慮を賜り、重

ねて御礼申しょげます。

石綿による疾病については、石綿ばく露から数十年経過した後に発症するこ

とが多く、石綿ばく露作業に従事した方に発症した肺がんなどの疾病が右綿に

よるものであると気付かずに、労災請求に至らないケースがあることが懸念さ

れます。

このため、厚生労働省では、石綿による健康被害の隙聞のない救済を図る観

点から、これらの方に対する請求勧奨の取組を一層進めることとしています。

つきましては、貴院におかれましても、石綿関連疾患にり患されている方に

対してパンフレット等により認定基準の周知をしていただくことや、問診時に

「石綿ばく露歴などのチェック表」を活用し、業務による右綿ぱく露が疑われ

る場合には、労災請求を勧奨していただくなど、特段の御配慮を賜りたくお願

い申し上げます。

（送付物及び送付数）

0 パンフレット「石綿による疾病の労災認定」

0 リーフレツト「石綿ぱく露歴などのチェック表」

0 御案内（石綿による疾病の認定基準のホームページ）
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【連絡先】

0 0労働局労災補償部労災補償課

TEL:OOOO 

担当者： 00、00
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がん診療連携拠点病院等への請求勧奨依頼の実施状況について

(00労働局）
厚生労働省指定 都道府県認定

がん診療連携拠点病院 がん診療病院

局内における対象病院数 ※1 ※2 

直接訪問し周知した病院数 ※3 ※3 

直接訪問し周知しなかった病院名
※4 ※4 

及びその理由

※1 見lj紙1rこ記載されている「都道府県がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療連携拠点病院」、

「特定領域がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療病院」の病院数の合計を記入すること。

※2 別紙2rこ記載されている「都道府県認定がん診療病院jの病院数を記入すること。

※3 別紙1及び2以外の病院を訪問した場合には、病院名を併せて記入すること。

※4 箇条書きで記入すること。 （記入例）00病院（00のため）


