
北海道

・恵佑会札幌病院 〒003-0027 札幌市白石区本通14丁目北1-1

24床，2000年(承認年，以下同) TEL011-863-2101

・東札幌病院 〒003-8585 札幌市白石区東札幌３条3-7-35

28床，1993年 TEL011-812-2311

・札幌ひばりが丘病院 〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央３条2-12-1

18床，1999年 TEL011-894-7070

・森病院 〒041-0801 函館市桔梗町557

37床，2001年 TEL0138-47-2222

・日鋼記念病院 〒051-8501 室蘭市新富町1-5-13

22床，2002年 TEL0143-24-1331

・札幌南青洲病院 〒004-0801 札幌市清田区里塚1条2丁目20-1

16床，2004年 TEL011-883-0602

・時計台病院 〒060-0031 札幌市中央区北１条東１丁目

９床，2003年 TEL011-251-1221

・函館おしま病院 〒040-0021 函館市的場町19-6

20床，2004年 TEL0138-56-2308

・洞爺温泉病院 〒049-5892 虻田郡洞爺村字洞爺町54-41

18床，2004年 TEL0142-87-2311

青 森

・青森慈恵会病院 〒038-0021 青森市大字安田字近野146-1

18床，2000年 TEL0177-82-1201
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宮 城

・光ヶ丘スペルマン病院 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台6-7-1

20床，1998年 TEL022-257-0231

・東北大学医学部附属病院

緩和ケアセンター

〒980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1

22床，2000年 TEL022-717-7000

・宮城県立がんセンター 〒981-1293 名取市愛島塩手字野田山47-1

25床，2002年 TEL022-384-3151

山 形

・山形県立中央病院 〒990-2292 山形市青柳1800

15床，2001年 TEL023-685-2626

秋 田

・外旭川病院 〒010-0802 秋田市外旭川字三後田142

13床，1999年 TEL0188-68-5511

福 島

・医学研究所附属坪井病院 〒963-0197 郡山市安積町長久保1-10-13

18床，1990年 TEL0249-46-0808

茨 城

・筑波メディカルセンター病院 〒305-8558 つくば市天久保1-3-1

20床，2000年 TEL0298-51-3511

・つくばセントラル病院 〒300-1211 牛久市柏田町1589-3

20床，2000年 TEL0298-72-1771

・水戸済生会総合病院 〒311-4198 水戸市双葉台3-3-10

16床，2000年 TEL029-254-5151

栃 木

・済生会宇都宮病院 〒321-0974 宇都宮市竹林町911-1

20床，1996年 TEL028-626-5500

・栃木県立がんセンター 〒320-0834 宇都宮市陽南4-9-13

24床，2000年 TEL028-658-5151



群 馬

・国立病院機構西群馬病院 〒377-8511 渋川市金井2854

23床，1994年 TEL0279-23-3030

埼 玉

・上尾甦生病院 〒362-0051 上尾市地頭方421-1

19床，1992年 TEL048-781-1101

・埼玉県立がんセンター 〒362-0806 北足立郡伊奈町大字小室818

18床，1999年 TEL048-722-1111

千 葉

・国立がんセンター東病院 〒277-8577 柏市柏の葉6-5-1

25床，1992年 TEL0471-33-1111

・山王病院 〒263-0002 千葉市稲毛区山王町166-2

23床，1999年 TEL043-421-2221

・国保旭中央病院 〒289-2511 旭市イの1326

20床，1999年 TEL0479-63-8111

・千葉県がんセンター 〒260-8717 千葉市中央区仁戸名町666-2

25床，2003年 TEL043-264-5431

東 京

・聖路加国際病院 〒104-8560 中央区明石町9-1

25床，1998年 TEL03-3541-5151

・賛育会病院 〒130-0012 墨田区太平3-20-2

22床，1998年 TEL03-3622-7682

・東京衛生病院 〒167-8507 杉並区天沼3-17-3

24床，1996年 TEL03-3392-6151

・東京都立豊島病院 〒173-0015 板橋区栄町33-1

20床，1999年 TEL03-5375-1234

・日本赤十字社医療センター 〒150-8935 渋谷区広尾4-1-22

17床，2000年 TEL03-3400-1311
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・総合病院桜町病院 〒184-8511 小金井市桜町1-2-20

20床，1994年 TEL042-388-2888

・救世軍清瀬病院 〒204-0023 清瀬市竹丘1-17-9

25床，1990年 TEL0424-91-1411

・国立病院機構東京病院 〒204-8585 清瀬市竹丘3-1-1

20床，1995年 TEL0424-91-2111

・信愛病院 〒204-0024 清瀬市梅園2-5-9

20床，1996年 TEL0424-91-3211

・聖ヶ丘病院 〒206-0021 多摩市連光寺2-69-6

11床，1996年 TEL0423-38-8111

・永寿総合病院 〒111-8656 台東区東上野2-23-16

16床，2000年 TEL03-3833-8381

・日の出ヶ丘病院 〒190-0181 西多摩郡日の出町大久野310

20床，2001年 TEL042-597-0811

・NTT 東日本関東病院 〒141-8625 品川区東五反田5-9-22

28床，2001年 TEL03-3448-6100

・救世軍ブース記念病院 〒166-0012 杉並区和田1-40-5

20床，2003年 TEL03-3381-7236

・佼成病院 〒164-8617 中野区弥生町5-25-15

12床，2004年 TEL03-3383-1281

・木村病院 〒146-0083 大田区千鳥2-39-10

13床，2004年 TEL03-3758-2671

・東京厚生年金病院 〒162-8543 新宿区津久戸町5-1

18床，2004年 TEL03-3269-8111

神奈川

・川崎社会保険病院 〒210-0822 川崎市川崎区田町2-9-1

24床，1999年 TEL044-288-2601

・川崎市立井田病院かわさき

総合ケアセンター

〒211-0035 川崎市中原区井田2-27-1

20床，1998年 TEL044-766-2188



・総合病院衣笠病院 〒238-8588 横須賀市小矢部2-23-1

20床，1998年 TEL046-852-1182

・昭和大学横浜市北部病院 〒224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1

25床，2001年 TEL045-949-7000

・神奈川県立がんセンター 〒241-0815 横浜市旭区中尾1-1-2

17床，2002年 TEL045-391-5761

・横浜甦生病院 〒246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-30-30

12床，1995年 TEL045-302-5001

・ピースハウス病院 〒259-0151 足柄上郡中井町井ノ口1000-1

22床，1994年 TEL0465-81-8900

新 潟

・長岡西病院 〒940-2111 長岡市三ツ郷屋町371-1

27床，1993年 TEL0258-27-8500

・南部郷厚生病院 〒959-1704 中蒲原郡村松町甲2925-2

20床，2001年 TEL0250-58-6111

・新潟こばり病院 〒950-2022 新潟市小針3-27-11

20床，2001年 TEL025-232-0111

富 山

・富山県立中央病院 〒930-8550 富山市西長江2-2-78

18床，1993年 TEL0764-24-1531

福 井

・福井県済生会病院 〒918-8503 福井市和田中町舟橋7-1

20床，1998年 TEL0776-23-1111

石 川

・石川県済生会金沢病院 〒920-0353 金沢市赤土町ニ13-6

28床，1995年 TEL0762-66-1060
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長 野

・愛和病院 〒380-0902 長野市大字鶴賀1044-2

16床，1997年 TEL026-226-3863

・新生病院 〒381-0295 上高井郡小布施町851

10床，1998年 TEL026-247-2033

・健康保険岡谷塩嶺病院 〒394-8588 岡谷市内山4769

10床，1996年 TEL0266-22-3595

・諏訪中央病院 〒391-8503 茅野市玉川4300

６床，1998年 TEL0266-72-1000

岐 阜

・岐阜中央病院 〒501-1198 岐阜市川部3-25

28床，1999年 TEL058-239-8111

静 岡

・神山復生病院 〒412-0033 御殿場市神山109

20床，2002年 TEL0550-87-0004

・総合病院聖隷三方原病院 〒433-8558 浜松市三方原町3453

27床，1990年 TEL053-436-1251

・静岡県立総合病院 〒420-0881 静岡市北安東4-27-1

20床，2000年 TEL054-247-6111

・静岡県立静岡がんセンター 〒411-8777 駿東郡長泉町下長窪1007

34床，2002年 TEL055-989-5222

愛 知

・愛知国際病院 〒470-0111 日進市米野木町南山987-31

20床，1999年 TEL0561-73-3191

・協立総合病院 〒456-8611 名古屋市熱田区五番町4-33

16床，2001年 TEL052-654-2211

・安城更生病院 〒446-8602 安城市安城町東広畔28

17床，2002年 TEL0566-75-2111



・総合病院南生協病院 〒457-8540 名古屋市南区三吉町6-8

15床，2003年 TEL052-611-6111

・名古屋掖済会病院 〒454-8502 名古屋市中川区松年町4-66

19床，2004年 TEL052-652-7711

・海南病院 〒498-8502 海部郡弥富町大字前ヶ須新田字南本田396

18床，2004年 TEL0567-65-2511

三 重

・藤田保健衛生大学

七栗サナトリウム

〒514-1295 久居市大鳥町向廣424-1

18床，1997年 TEL059-252-1555

滋 賀

・大津市民病院 〒520-0804 大津市本宮2-9-9

20床，1999年 TEL077-522-4607

・彦根市立病院 〒522-8539 彦根市入坂町1882

18床，2002年 TEL0749-22-6050

・滋賀県立成人病センター 〒524-8524 守山市守山5-4-30

20床，2003年 TEL077-582-5031

京 都

・薬師山病院 〒603-8479 京都市北区大宮薬師山西町15

30床，1998年 TEL075-492-1230

・総合病院日本バプテスト病院 〒606-8273 京都市左京区北白川山ノ元町47

20床，1995年 TEL075-781-5191

大 阪

・淀川キリスト教病院 〒533-0032 大阪市東淀川区淡路2-9-26

23床，1990年 TEL06-6322-2250

・喜多病院 〒596-0003 岸和田市中井町1-12-1

16床，2002年 TEL0724-43-0081

・高槻赤十字病院 〒569-1096 高槻市阿武野1-1-1

20床，2002年 TEL072-696-0571
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・湯川胃腸病院 〒543-0033 大阪市天王寺区堂ケ芝2-10-2

24床，2003年 TEL06-6771-4861

・阪和第二泉北病院 〒599-8271 堺市深井北町3176

21床，2002年 TEL072-277-1401

・耳原総合病院 〒590-0822 堺市協和町4丁465

23床，2003年 TEL072-241-0501

兵 庫

・社会保険神戸中央病院 〒651-1145 神戸市北区惣山町2-1-1

22床，1996年 TEL078-594-2211

・神戸アドベンチスト病院 〒651-1321 神戸市北区有野台8-4-1

10床，1993年 TEL078-981-0161

・六甲病院 〒657-0022 神戸市灘区土山町5-1

23床，1994年 TEL078-856-2065

・東神戸病院 〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町1-24-13

21床，2000年 TEL078-841-5731

・総合病院姫路聖マリア病院 〒670-0801 姫路市仁豊野650

12床，1996年 TEL0792-65-5111

和歌山

・和歌山県立医科大学附属病院 〒641-0012 和歌山市紀三井寺811-1

９床，1999年 TEL073-447-2300

鳥 取

・藤井政雄記念病院 〒682-0023 倉吉市山根43-1

20床，2003年 TEL0858-26-2111

岡 山

・岡山済生会総合病院 〒700-8511 岡山市伊福町1-17-18

25床，1998年 TEL086-252-2211

・岡山中央奉還町病院 〒700-0026 岡山市奉還町2-18-19

21床，2000年 TEL086-251-2222



広 島

・総合病院三愛 〒720-0031 福山市三吉町4-1-15

12床，1999年 TEL0849-22-0800

・広島パークヒル病院 〒733-0851 広島市西区田方2-16-45

18床，2002年 TEL082-274-1600

・国立病院機構呉医療センター 〒737-0023 呉市青山町3-1

28床，2000年 TEL0823-22-3111

・廿日市記念病院 〒738-0060 廿日市市陽光台5-12

15床，2002年 TEL0829-20-2300

・公立みつぎ総合病院 〒722-0393 御調郡御調町大字市124

５床，2002年 TEL08487-6-1111

・白龍湖病院 〒729-1321 賀茂郡大和町和木1504-1

７床，2001年 TEL0847-34-1218

・安芸市民病院 〒736-0088 広島市安芸区畑賀2-14-1

20床，2004年 TEL082-827-0121

山 口

・国立病院機構山陽病院 〒755-0241 宇部市東岐波685

25床，1998年 TEL0836-58-2300

・安岡病院 〒759-6604 下関市横野町3-16-35

25床，1999年 TEL0832-58-3711

・総合病院山口赤十字病院 〒753-8519 山口市八幡馬場53-1

25床，1999年 TEL0839-23-0111

香 川

・三豊総合病院 〒769-1695 三豊郡豊浜町姫浜708

12床，2000年 TEL0875-52-3366

徳 島

・近藤内科病院 〒770-8008 徳島市西新浜町1-6-25

20床，2002年 TEL088-663-0020
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愛 媛

・松山ベテル病院 〒790-0833 松山市祝谷6-1229

20床，2000年 TEL089-925-5000

高 知

・高知厚生病院 〒780-8121 高知市葛島1-9-50

15床，1995年 TEL088-882-6205

・もみのき病院 〒780-0952 高知市塚の原6-1

12床，1999年 TEL088-840-2222

・図南病院 〒780-0806 高知市知寄町1-5-15

10床，2000年 TEL088-882-3126

・いずみの病院 〒781-0010 高知市薊野北町2-10-53

12床，2001年 TEL088-826-5511

・細木病院 〒780-8535 高知市大膳町37

14床，2003年 TEL088-822-7211

福 岡

・栄光病院 〒811-2205 粕屋郡志免町別府58

36床，1990年 TEL092-935-0147

・さくら病院 〒814-0142 福岡市城南区片江4-16-15

14床，1999年 TEL092-864-1212

・久留米大学病院 〒830-0011 久留米市旭町67

12床，1998年 TEL0942-31-7759

・聖マリア病院 〒830-0047 久留米市津福本町422

16床，1997年 TEL0942-35-3322

・木村外科病院 〒812-0044 福岡市博多区千代2-13-19

14床，1999年 TEL092-641-1966

・原土井病院 〒813-8588 福岡市東区青葉6-40-8

20床，2001年 TEL092-691-3881

・北九州市立医療センター 〒802-0077 北九州市小倉北区馬借2-1-1

20床，2001年 TEL093-541-1831



・聖ヨハネ病院 〒803-0846 北九州市小倉北区下到津3-5-8

20床，2001年 TEL093-562-7777

・新日鐵八幡記念病院 〒805-8508 北九州市八幡東区春の町1-1-1

16床，2003年 TEL093-671-9723

佐 賀

・佐賀県立病院好生館 〒840-8571 佐賀市水ヶ江1-12-9

15床，1998年 TEL0952-24-2171

・河畔病院 〒847-0021 唐津市松南町119-2

14床，2002年 TEL0955-77-2611

長 崎

・朝永病院 〒850-0862 長崎市出島町12-23

22床，1995年 TEL095-822-2323

・聖フランシスコ病院 〒852-8125 長崎市小峰町9-20

14床，1998年 TEL095-846-1888

熊 本

・イエズスの聖心
みこころ

病院 〒860-0079 熊本市上熊本2-11-24

22床，1994年 TEL096-352-7181

・西合志病院 〒861-1104 菊池郡西合志町御代志812-2

18床，1999年 TEL096-242-2745

・熊本地域医療センター 〒860-0811 熊本市本荘5-16-10

10床，2001年 TEL096-363-3311

・健康保険人吉総合病院 〒868-8555 人吉市老神町35

６床，2003年 TEL0966-22-2191

・御幸病院 〒861-4172 熊本市御幸笛田6-7-40

20床，2003年 TEL096-378-1166

大 分

・大分ゆふみ病院 〒870-0879 大分市金谷迫313-1

24床，2002年 TEL097-548-7272
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・黒木記念病院 〒874-0031 別府市照波園町14-28

12床，2002年 TEL0977-67-1211

宮 崎

・三州病院 〒885-0037 都城市花繰町３街区14号

17床，2000年 TEL0986-22-0230

・宮崎市郡医師会病院 〒880-0834 宮崎市新別府町船戸738-1

12床，2002年 TEL0985-24-9119

鹿児島

・相良病院 〒892-0833 鹿児島市松原町3-31

21床，1997年 TEL099-224-1800

・サザン・リージョン病院 〒898-0011 枕崎市緑町220

11床，2002年 TEL0993-72-1351

沖 縄

・オリブ山病院 〒903-0804 那覇市首里石嶺町4-356

23床，1995年 TEL098-886-2311

・アドベンチスト・メディカル

センター

〒903-0201 中頭郡西原町字幸地868

12床，2002年 TEL098-946-2833


