
地区 都道府県 施設名 施設認定番号
北海道 北海道 ⼿稲渓仁会病院 FN12010-5
北海道 北海道 北⽃病院 FN14002-4
北海道 北海道 函館市医師会病院 FN14004-4
北海道 北海道 旭川医科⼤学病院 FN16003-3
北海道 北海道 函館五稜郭病院 FN16007-3
北海道 北海道 市⽴釧路総合病院 FN18008-2
東 北 ⻘森県 ⼋⼾市⽴市⺠病院 FN21006
関 東 茨城県 株式会社⽇⽴製作所⽇⽴総合病院 FN14010-4
関 東 茨城県 筑波学園病院 FN14014-4
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
関 東 群⾺県 前橋⾚⼗字病院 FN18023-2
関 東 埼⽟県 埼⽟医科⼤学病院 FN14015-4
関 東 埼⽟県 獨協医科⼤学埼⽟医療センター FN16006-3
関 東 埼⽟県 新座志⽊中央総合病院 FN21005
関 東 千葉県 国⽴がん研究センター東病院 FN18005-2
関 東 東京都 東京都⽴多摩総合医療センター FN14001-4
関 東 東京都 公⽴昭和病院 FN14008-4
関 東 東京都 東邦⼤学医療センター⼤森病院 FN21002
関 東 東京都 杏林⼤学医学部附属病院 FN21010
関 東 神奈川県 聖マリアンナ医科⼤学病院 FN14016-4
関 東 神奈川県 国際親善総合病院 FN21001
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
甲信越 ⼭梨県 甲州市⽴勝沼病院 FN12007-4
中 部 岐⾩県 岐⾩⾚⼗字病院 FN18007-2
中 部 静岡県 国際医療福祉⼤学熱海病院 FN21004
中 部 愛知県 刈⾕豊⽥総合病院 FN14021-4
中 部 愛知県 名古屋セントラル病院 FN16011-3
中 部 愛知県 愛知県がんセンター FN21003
中 部 三重県 市⽴四⽇市病院 FN14020-4
関 ⻄ 滋賀県 草津総合病院 FN16002-3
関 ⻄ 京都府 京都府⽴医科⼤学附属病院 FN18012-2
関 ⻄ ⼤阪府 ⼤阪国際がんセンター FN14032-4
関 ⻄ ⼤阪府 堺市⽴総合医療センター FN18018-2
関 ⻄ ⼤阪府 ⼀般財団法⼈住友病院 FN18027-2
関 ⻄ 兵庫県 兵庫県⽴がんセンター FN12016-5
関 ⻄ 奈良県 近畿⼤学奈良病院 FN18014-2
中 国 ⿃取県 ⿃取県⽴中央病院 FN20004
中 国 広島県 福⼭市⺠病院 FN16013-3
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四 国 ⾹川県 ⾼松⾚⼗字病院 FN20001
四 国 ⾹川県 ⾹川⼤学医学部附属病院 FN20002
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
四 国 ⾼知県 ⾼知医療センター FN18001-2
九 州 福岡県 北九州市⽴医療センター FN12004-5
九 州 福岡県 福甲会 やました甲状腺病院 FN14006-4
九 州 福岡県 伊都クリニック FN14017-4
九 州 福岡県 久留⽶⼤学病院 FN16001-3
九 州 福岡県 北九州総合病院 FN20005
九 州 福岡県 産業医科⼤学病院 FN21008
九 州 佐賀県 ⼩池病院 FN12003-5
九 州 ⿅児島県 ⿅児島⼤学病院 FN21009
九 州 沖縄県 沖縄県⽴中部病院 FN18004-2

地区 都道府県 施設名 施設認定番号
北海道 北海道 恵佑会札幌病院 FK16005-3
北海道 北海道 北海道医療センター FK18019-2
東 北 岩⼿県 岩⼿県⽴胆沢病院 FK18006-2
東 北 宮城県 ⼤崎市⺠病院 FK12017-5
東 北 宮城県 仙台市⽴病院 FK21007
東 北 宮城県 宮城県⽴がんセンター FK21008
関 東 茨城県 ⽜久愛和総合病院 FK20006
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
関 東 東京都 東京逓信病院 FK16008-3
関 東 東京都 ニューハート・ワタナベ国際病院 FK18026-2
九 州 新潟県 新潟市⺠病院 FK20002
甲信越 ⽯川県 ⾦沢⼤学附属病院 FK21002
甲信越 福井県 福井県⽴病院 FK14030-4
甲信越 福井県 福井県済⽣会病院 FK18025-2
甲信越 ⼭梨県 ⼭梨⼤学医学部附属病院 FK18009-2
甲信越 ⻑野県 JA⻑野厚⽣連 佐久総合病院 佐久医療センター FK21001
中 部 静岡県 聖隷浜松病院 FK21003
中 国 ⿃取県 ⿃取県⽴厚⽣病院 FK14012-4
中 国 岡⼭県 岡⼭労災病院 FK18021-2
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
四 国 徳島県 徳島市⺠病院 FK18015-2
九 州 福岡県 産業医科⼤学病院 FK20007
九 州 福岡県 医療法⼈ 原三信病院 FK21004
九 州 宮﨑県 社会医療法⼈同⼼会古賀総合病院 FK20001
九 州 ⿅児島県 かねこクリニック FK20003
九 州 沖縄県 琉球⼤学医学部附属病院 FK18003-2
九 州 沖縄県 沖縄協同病院 FK20004

【関連施設】



【地域暫定関連施設】
地区 都道府県 施設名 施設認定番号

東 北 ⼭形県 ⼭形⼤学医学部附属病院 FZK21001
関 東 栃⽊県 栃⽊県⽴がんセンター FZK21002


