
 

 

特定機能病院等における患者相談窓口の設置状況について 

 

○ 患者申出療養において、患者は、申出を行うに当たり、必要に応

じてかかりつけ医等の保険医療機関の支援を受け、特定機能病院

又は臨床研究中核病院に相談することができる。 

 

○ 第２回患者申出療養評価会議（平成 28年６月 13 日開催）におい

て、患者相談窓口の設置状況については厚生労働省ホームページ

上で公開しているが、相談窓口の名称や連絡先も追加すべきとの

ご指摘をいただいたところ。 

 

○ 特定機能病院及び臨床研究中核病院に上記内容を再度確認し、取

りまとめ、平成 28年９月１日に、別紙のとおり（窓口設置 74病

院、窓口設置予定病院 11病院）厚生労働省のホームページで公開

した。 
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患者申出療養相談窓口設置病院一覧（74 病院） 

※○印は臨床研究中核病院 

都道府県 病院名 相談窓口名称 相談窓口電話番号 

北海道 北海道大学病院 医事課医事係 011-706-5634 

北海道 旭川医科大学病院 
臨床研究支援センター 

医療支援課 

1. 0166-68-2883 

2. 0166-69-3012 

岩手県 岩手医科大学附属病院 地域医療連携センター 
019-651-5111 

（内線 2392） 

宮城県 ○東北大学病院 

1.地域医療連携課 

2.臨床研究推進センター 

臨床研究実施部門 

1. 022-717-7131 

2. 022-717-7056 

秋田県 秋田大学医学部附属病院 患者申出療養相談窓口 018-884-6283 

山形県 山形大学医学部附属病院 患者申出療養窓口 023-628-5840 

福島県 
公立大学法人福島県立 

医科大学附属病院 
臨床研究センター 024-547-1773 

茨城県 筑波大学附属病院 臨床試験外来 029-853-3545 

栃木県 自治医科大学附属病院 経営管理課 0285-58-7103 

栃木県 獨協医科大学病院 医事保険課 0282-87-2269 

千葉県 千葉大学医学部附属病院 患者相談窓口 043-222-7171（代表） 

東京都 
○国立研究開発法人国立がん

研究センター中央病院 
相談支援センター 03-3547-5293 

東京都 
順天堂大学医学部附属 

順天堂医院 
患者申出療養窓口 03-3813-3111（代表） 

東京都 日本医科大学附属病院 患者相談窓口 03-3822-2131（代表） 

別紙 
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東京都 
日本大学医学部附属 

板橋病院 
総合案内窓口 03-3972-8111（代表） 

東京都 
東邦大学医療センター 

大森病院 
患者申出療養対応窓口 

03-3762-4151 

（内線 3191） 

東京都 ○慶應義塾大学病院 
患者サポートセンター 

総合相談窓口 
03-5363-3638 

東京都 昭和大学病院 総合相談センター 03-3784-8775 

東京都 杏林大学医学部付属病院 患者支援センター 0422-47-5511（代表） 

東京都 帝京大学医学部附属病院 患者相談室 
03-3964-1211（代表） 

（内線 32160） 

東京都 
東京医科歯科大学医学部 

附属病院 
患者申出療養相談窓口 03-5803-4506 

東京都 ○東京大学医学部附属病院 臨床試験相談窓口 03-5800-8743 

東京都 東京医科大学病院 臨床研究支援センター 
03-3342-6111 

（内線 3820） 

東京都 
公益財団法人がん研究会 

有明病院 
患者相談窓口 03-3520-0111 

東京都 
国立研究開発法人国立国際 

医療研究センター病院 

総合医療相談 

（外来運営・相談支援受付） 
03-3202-7181（代表） 

東京都 
○国立がん研究センター 

東病院 

1.臨床研究支援部門 

臨床研究支援室  

患者申出療養担当 

2.サポーティブケアセンター/ 

がん相談支援センター 

04-7133-1111（代表） 

神奈川県 北里大学病院 
トータルサポートセンター・ 

がん相談支援センター 
042-778-8438 
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神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 メディカルサポートセンター 044-977-8111（代表） 

神奈川県 東海大学医学部付属病院 総合相談室、治験・臨床管理部 0463-93-1121（代表） 

神奈川県 横浜市立大学附属病院 
患者申出療養相談窓口 

（医学・病院統括部 医事課内） 
045-787-2800（代表） 

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 

専用窓口は設けていないが、 

申出相談には各診療科に 

おいて対応している。 

調整中 

富山県 
国立大学法人  

富山大学附属病院 
臨床研究推進センター 076-434-7154 

石川県 金沢医科大学病院 
医療福祉相談窓口 

（患者申出療養に関する相談） 
076-218-8347 

石川県 
国立大学法人 

金沢大学附属病院 

地域医療連携室・先進医療 

開発センター事務局 

076-265-2039 

（地域医療連携室） 

福井県 福井大学医学部附属病院 
よろず相談相談窓口 

「患者申出療養相談」 
0776-61-3111（代表） 

山梨県 山梨大学医学部附属病院 医療福祉支援センター 055-273-9872 

長野県 信州大学医学部附属病院 医療相談窓口 0263-37-3176 

岐阜県 
国立大学法人岐阜大学 

医学部付属病院 
患者申出療養相談窓口 058-230-6032 

静岡県 
浜松医科大学医学部 

附属病院 
医療福祉支援センター 053-435-2772 

静岡県 静岡県立静岡がんセンター よろず相談 055-989-5710 

愛知県 愛知医科大学病院 

臨床研究支援センター 

患者相談窓口 

がん相談支援室 

0561-62-3311 

愛知県 藤田保健衛生大学病院 患者相談窓口 0562-93-2111 
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愛知県 ○名古屋大学医学部附属病院 患者申出療養相談窓口 

052-744-2829 

（患者申出療養 

相談窓口専用） 

愛知県 名古屋市立大学病院 医事課 患者申出療養相談 
052-851-5511 

（内線 3499） 

三重県 
国立大学法人 三重大学 

医学部附属病院 
7 番 患者相談窓口 

059-232-1111 

（内線 5161） 

滋賀県 
滋賀医科大学医学部 

附属病院 
患者支援センター 077-548-2513 

京都府 京都大学医学部附属病院 
総合案内 

（臨床研究・治験等相談窓口） 
075-751-3047 

京都府 京都府立医科大学附属病院 
医療サービス課 

医療相談担当 

1. 075-251-5234 

2. 075-251-5235 

大阪府 国立循環器病研究センター 
患者申出療養に係る 

対応窓口 

06-6833-5012 

（内線 2149） 

大阪府 関西医科大学附属病院 患者相談窓口 072-804-2712 

大阪府 大阪医科大学附属病院 
広域医療連携センター 

患者総合相談室 
072-683-1221（代表） 

大阪府 ○大阪大学医学部附属病院 
治験コーナー・ 

臨床研究相談窓口 
06-6879-6106 

大阪府 
大阪市立大学医学部 

附属病院 
患者申出療養相談 06-6645-2121 

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 医事課医療相談室 078-382-5221 

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 医療サービス課 
0744-22-3051 

（内線 3204） 

和歌山県 
和歌山県立医科大学 

附属病院 
患者申出療養相談窓口 

073-447-2300 

（内線 3293・3294） 
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鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 患者申出療養制度相談窓口 0859-38-8381 

島根県 島根大学医学部附属病院 医療サービス課 0853-20-2068 

岡山県 川崎医科大学附属病院 患者申出療養相談窓口 086-464-1569 

岡山県 岡山大学病院 

総合患者支援センター治験・ 

臨床研究相談窓口、 

治験推進部、研究推進課 

086-235-7693 

広島県 広島大学病院 患者支援センター 082-257-1972  

山口県 山口大学医学部附属病院 患者申出療養に係る相談窓口 0836-22-2074 

徳島県 徳島大学病院 患者支援センター 
1. 088-633-9056 

2. 088-633-9107 

香川県 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 087-891-2345 

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター 

患者申出療養相談窓口 

089-960-5261 

高知県 高知大学医学部附属病院 インフォメーション（ご案内） 

患者相談窓口、医事課診療請求係 

1. 088-880-2443 

2. 088-880-2526 

福岡県 福岡大学病院 医療相談窓口 092-801-1011 

福岡県 産業医科大学病院 患者申出療養相談窓口 093-691-7503 

福岡県 ○九州大学病院 ARO 次世代医療センター 

患者さま窓口 

092-642-5858 

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 調整中 0952-31-6511（代） 

長崎県 長崎大学病院 臨床研究センター 095-819-7256 

熊本県 熊本大学医学部付属病院 患者申出療養相談窓口 096-373-5557 

大分県 大分大学医学部付属病院 患者相談窓口 097-586-5410 

宮崎県 宮崎大学医学部付属病院 地域医療連携センター 0985-85-1909 
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患者申出療養相談窓口設置予定病院（11 病院） 

都道府県 特定機能病院名 備考 

北海道 札幌医科大学附属病院 検討中 

青森県 弘前大学医学部附属病院 検討中 

埼玉県 埼玉医科大学病院 2016 年 10 月 1日予定 

埼玉県 防衛医科大学校病院 検討中 

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 2016 年 10 月 1日予定 

大阪府 近畿大学医学部附属病院 2018 年 4月 1日予定 

大阪府 大阪府立成人病センター 2016 年 11 月 1日予定 

兵庫県 兵庫医科大学病院 2016 年 10 月 1日予定 

福岡県 久留米大学病院 検討中 

鹿児島県 鹿児島大学病院 検討中 

沖縄県 琉球大学医学部付属病院 検討中 

 

7

KAOSD
楕円


