
2022.04.01現在

No. 地区 都道府県 施設名 施設認定番号

1 北海道 北海道 手稲渓仁会病院 FN12010-5

2 北海道 北海道 北斗病院 FN14002-4

3 北海道 北海道 函館市医師会病院 FN14004-4

4 北海道 北海道 旭川医科大学病院 FN16003-3

5 北海道 北海道 函館五稜郭病院 FN16007-3

6 北海道 北海道 市立釧路総合病院 FN18008-2

7 北海道 北海道 斗南病院 FN22009

8 東　北 青森県 八戸市立市民病院 FN21006

9 東　北 青森県 青森新都市病院 FN22004

10 東　北 岩手県 岩手県立中央病院 FN13029-5

11 東　北 宮城県 東北大学病院 FN14007-5

12 東　北 秋田県 秋田大学医学部附属病院 FN17011-3

13 東　北 福島県 星総合病院 FN09037-7

14 東　北 福島県 福島県立医科大学附属病院 FN09047-7

15 関　東 茨城県 筑波大学附属病院 FN09045-7

16 関　東 茨城県 国家公務員共済組合連合会水府病院 FN13094-5

17 関　東 茨城県 株式会社日立製作所日立総合病院 FN14010-4

18 関　東 茨城県 筑波学園病院 FN14014-4

19 関　東 群馬県 独立行政法人国立病院機構　高崎総合医療センター FN12014-5

20 関　東 群馬県 前橋赤十字病院 FN18023-2

21 関　東 群馬県 群馬大学医学部附属病院 FN19004-1

22 関　東 埼玉県 社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院 FN11011-6

23 関　東 埼玉県 埼玉医科大学病院 FN14015-4

24 関　東 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター FN15009-4

25 関　東 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター FN16006-3

26 関　東 埼玉県 新座志木中央総合病院 FN21005

27 関　東 埼玉県 Japan Medical Alliance 東埼玉総合病院 FN22008

28 関　東 千葉県 千葉大学医学部附属病院 FN09032-7

29 関　東 千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 FN15001-4

30 関　東 千葉県 国立がん研究センター東病院 FN18005-2

31 関　東 千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 FN22006

32 関　東 千葉県 成田赤十字病院 FN22010

33 関　東 東京都 日本医科大学付属病院 FN09013-7

34 関　東 東京都 虎の門病院 FN09027-7

35 関　東 東京都 伊藤病院 FN09044-7

36 関　東 東京都 医療法人社団　金地病院 FN09059-7

37 関　東 東京都 東京女子医科大学病院 FN09077-7

38 関　東 東京都 東京医科大学病院 FN09078-7

39 関　東 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 FN09079-7
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40 関　東 東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院 FN09091-7

41 関　東 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 FN09093-7

42 関　東 東京都 東京都立多摩総合医療センター FN14001-4

43 関　東 東京都 公立昭和病院 FN14008-4

44 関　東 東京都 東京大学医学部附属病院 FN19002-1

45 関　東 東京都 聖路加国際病院 FN19005-1

46 関　東 東京都 東邦大学医療センター大森病院 FN21002

47 関　東 東京都 杏林大学医学部附属病院 FN21010

48 関　東 東京都 北里大学北里研究所病院 FN22016

49 関　東 神奈川県 神奈川県立がんセンター FN09026-7

50 関　東 神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター FN09038-7

51 関　東 神奈川県 北里大学病院 FN09057-7

52 関　東 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 FN09075-7

53 関　東 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 FN14016-4

54 関　東 神奈川県 横浜市立大学附属病院 FN15018-4

55 関　東 神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 FN17007-3

56 関　東 神奈川県 国際親善総合病院 FN21001

57 関　東 神奈川県 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 FN21007

58 甲信越 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 FN09018-7

59 甲信越 石川県 公立松任石川中央病院 FN15012-4

60 甲信越 石川県 金沢医科大学病院 FN15022-4

61 甲信越 山梨県 甲州市立勝沼病院 FN12007-4

62 甲信越 山梨県 山梨県立中央病院 FN17001-3

63 甲信越 長野県 長野県厚生連長野松代総合病院 FN09002-7

64 甲信越 長野県 前澤病院 FN09054-7

65 甲信越 長野県 飯田市立病院 FN09090-7

66 甲信越 長野県 信州大学医学部附属病院 FN11014-6

67 甲信越 長野県 長野赤十字病院 FN11015-6

68 中　部 岐阜県 岐阜赤十字病院 FN18007-2

69 中　部 岐阜県 中部国際医療センター FN19001-1

70 中　部 岐阜県 松波総合病院 FN22001

71 中　部 静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 FN21004

72 中　部 愛知県 名古屋市立大学病院 FN09012-7

73 中　部 愛知県 岡崎市民病院 FN09060-7

74 中　部 愛知県 愛知医科大学病院 FN09068-7

75 中　部 愛知県 藤田医科大学病院 FN09069-7

76 中　部 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 FN09070-7

77 中　部 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 FN09081-7

78 中　部 愛知県 豊川市民病院 FN09084-7

79 中　部 愛知県 刈谷豊田総合病院 FN14021-4

80 中　部 愛知県 名古屋セントラル病院 FN16011-3

81 中　部 愛知県 トヨタ記念病院 FN17008-3

82 中　部 愛知県 愛知県がんセンター FN21003



83 中　部 愛知県 一宮西病院 FN22005

84 中　部 三重県 伊勢赤十字病院 FN09092-7

85 中　部 三重県 市立四日市病院 FN14020-4

86 関　西 滋賀県 草津総合病院 FN16002-3

87 関　西 京都府 京都医療センター FN11004-6

88 関　西 京都府 京都大学医学部附属病院 FN11007-6

89 関　西 京都府 京都府立医科大学附属病院 FN18012-2

90 関　西 大阪府 大阪警察病院 FN09005-7

91 関　西 大阪府 関西医科大学附属病院 FN09010-7

92 関　西 大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター FN09065-7

93 関　西 大阪府 大阪大学医学部附属病院 FN09098-7

94 関　西 大阪府 大阪国際がんセンター FN14032-4

95 関　西 大阪府 堺市立総合医療センター FN18018-2

96 関　西 大阪府 一般財団法人住友病院 FN18027-2

97 関　西 大阪府 近畿大学病院 FN22007

98 関　西 兵庫県 神甲会　隈病院 FN09052-7

99 関　西 兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 FN11002-6

100 関　西 兵庫県 兵庫県立がんセンター FN12016-5

101 関　西 奈良県 近畿大学奈良病院 FN18014-2

102 中　国 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 FN09024-7

103 中　国 鳥取県 鳥取県立中央病院 FN20004

104 中　国 島根県 松江市立病院 FN13038-5

105 中　国 岡山県 岡山大学病院 FN09017-7

106 中　国 岡山県 川崎医科大学附属病院 FN09055-7

107 中　国 岡山県 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター FN11001-6

108 中　国 岡山県 岡山赤十字病院 FN13037-5

109 中　国 岡山県 川崎医科大学総合医療センター FN20003-1

110 中　国 岡山県 倉敷中央病院 FN22002

111 中　国 広島県 土谷総合病院 FN09014-7

112 中　国 広島県 広島市立安佐市民病院 FN13003-5

113 中　国 広島県 福山市民病院 FN16013-3

114 中　国 広島県 ＪＲ広島病院 FN17005-3

115 四　国 徳島県 田岡病院 FN15005-4

116 四　国 徳島県 徳島大学病院 FN19003-1

117 四　国 徳島県 徳島県立中央病院 FN22003

118 四　国 香川県 香川県立中央病院 FN09004-7

119 四　国 香川県 高松赤十字病院 FN20001

120 四　国 香川県 香川大学医学部附属病院 FN20002

121 四　国 愛媛県 愛媛県立中央病院 FN11012-6

122 四　国 愛媛県 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター FN12012-5

123 四　国 高知県 高知医療センター FN18001-2

124 九　州 福岡県 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 FN11005-6

125 九　州 福岡県 北九州市立医療センター FN12004-5



126 九　州 福岡県 福甲会　やました甲状腺病院 FN14006-4

127 九　州 福岡県 伊都クリニック FN14017-4

128 九　州 福岡県 久留米大学病院 FN16001-3

129 九　州 福岡県 北九州総合病院 FN20005

130 九　州 福岡県 産業医科大学病院 FN21008

131 九　州 佐賀県 小池病院 FN12003-5

132 九　州 長崎県 長崎大学病院 FN09039-7

133 九　州 長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター FN09048-7

134 九　州 長崎県 長崎みなとメディカルセンター FN19006-1

135 九　州 大分県 野口病院 FN09066-7

136 九　州 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 FN15024-4

137 九　州 鹿児島県 鹿児島大学病院 FN21009

138 九　州 沖縄県 浦添総合病院 FN09095-7

139 九　州 沖縄県 那覇市立病院 FN15028-4

140 九　州 沖縄県 沖縄県立中部病院 FN18004-2

No. 地区 都道府県 施設名 施設認定番号

1 北海道 北海道 恵佑会札幌病院 FK16005-3

2 北海道 北海道 北海道医療センター FK18019-2

3 北海道 北海道 勤医協中央病院 FK19005-1

4 北海道 北海道 札幌医科大学附属病院 FK19013-1

5 北海道 北海道 市立札幌病院 FK22003

6 東　北 青森県 弘前大学医学部附属病院 FK19015-1

7 東　北 岩手県 岩手県立胆沢病院 FK18006-2

8 東　北 宮城県 大崎市民病院 FK12017-5

9 東　北 宮城県 仙台市立病院 FK21007

10 東　北 宮城県 宮城県立がんセンター FK21008

11 関　東 茨城県 牛久愛和総合病院 FK20006

12 関　東 茨城県 独立行政法人 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター FK21005

13 関　東 千葉県 地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院 FK15014-4

14 関　東 東京都 東京逓信病院 FK16008-3

15 関　東 東京都 ニューハート・ワタナベ国際病院 FK18026-2

16 関　東 東京都 がん研究会有明病院 FK15020-4

17 関　東 東京都 東京医科大学八王子医療センター FK17012-3

18 関　東 東京都 三井記念病院 FK19012-1

19 関　東 東京都 東京医科歯科大学病院 FK17002-3

20 九　州 新潟県 新潟市民病院 FK20002

21 甲信越 石川県 金沢大学附属病院 FK21002

22 甲信越 福井県 福井県立病院 FK14030-4

23 甲信越 福井県 福井県済生会病院 FK18025-2

24 甲信越 山梨県 山梨大学医学部附属病院 FK18009-2

25 甲信越 長野県 JA長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター FK21001

26 中　部 長野県 慈泉会　相澤病院 FK22001

【関連施設】



27 中　部 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 FK19008-1

28 中　部 静岡県 聖隷浜松病院 FK21003

29 中　部 静岡県 静岡赤十字病院 FK19002-1

30 中　部 静岡県 地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院 FK19004-1

31 中　部 愛知県 豊橋市民病院 FK19006-1

32 関　西 大阪府 独立行政法人　労働者健康安全機構　大阪労災病院 FK19016-1

33 関　西 大阪府 大阪市立総合医療センター FK22002

34 関　西 大阪府 淀川キリスト教病院 FK22004

35 関　西 大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 FK22005

36 関　西 兵庫県 姫路赤十字病院 FK17018-3

37 関　西 奈良県 市立奈良病院 FK19009-1

38 中　国 鳥取県 鳥取県立厚生病院 FK14012-4

39 中　国 岡山県 岡山労災病院 FK18021-2

40 中　国 広島県 独立行政法人 国立病院機構 東広島医療センター FK21006

41 四　国 徳島県 徳島市民病院 FK18015-2

42 四　国 高知県 独立行政法人国立病院機構　高知病院 FK19001-1

43 九　州 福岡県 産業医科大学病院 FK20007

44 九　州 福岡県 医療法人　原三信病院 FK21004

45 九　州 福岡県 九州大学病院 FK17020-3

46 九　州 宮﨑県 社会医療法人同心会古賀総合病院 FK20001

47 九　州 鹿児島県 かねこクリニック FK20003

48 九　州 鹿児島県 社会医療法人　天陽会中央病院 FK17019-3

49 九　州 鹿児島県 博愛会　相良病院　 FK19010-1

50 九　州 沖縄県 琉球大学医学部附属病院 FK18003-2

51 九　州 沖縄県 沖縄協同病院 FK20004

【地域暫定関連施設】

No. 地区 都道府県 施設名 施設認定番号

1 東　北 山形県 山形大学医学部附属病院 FZK21001

2 関　東 栃木県 栃木県立がんセンター FZK21002


