
●新規指定・指定更新・指定類型変更の医療機関一覧（案）１／２

【都道府県がん診療連携拠点病院】
都道府県名 医療機関名 指定年限（案） 内容

1 大分県 大分大学医学部附属病院 ２年 指定更新
2 沖縄県 琉球大学病院 ２年 指定更新

計 ２病院

【地域がん診療連携拠点病院（高度型）】　※本日審議対象の医療機関を含む
都道府県名 医療機関名 指定年限（案） 内容

1 神奈川県 藤沢市民病院 ２年 一般型からの指定類型変更
2 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 ２年 一般型からの指定類型変更
3 三重県 伊勢赤十字病院 ２年 一般型からの指定類型変更
4 広島県 広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院 ２年 一般型からの指定類型変更
5 香川県 香川労災病院 ２年 一般型からの指定類型変更

計 ５病院

【地域がん診療連携拠点病院】
※新規推薦の場合、必須項目をすべて満たしていなければ新規指定不可　※本日審議対象の医療機関を含む

都道府県名 医療機関名 指定年限（案） 内容
1 北海道 ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院 ２年 特例型から指定類型変更
2 北海道 小樽市立病院 ２年 地域がんから指定類型変更
3 北海道 旭川医科大学病院 １年 指定更新（指定年限の変更）

4 北海道 ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院 １年 指定更新（指定年限の変更）

5 岩手県 岩手県立胆沢病院（いさわびょういん） ２年 指定更新
6 岩手県 岩手県立磐井病院 ２年 指定更新
7 宮城県 東北医科薬科大学病院 ２年 新規指定
8 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター ２年 特例型から指定類型変更
9 山形県 山形市立病院済生館 １年 特例型から指定類型変更
10 山形県 山形県立新庄病院 １年 特例型から指定類型変更
11 茨城県 東京医科大学茨城医療センター ２年 指定更新
12 埼玉県 春日部市立医療センター ２年 指定更新
13 埼玉県 さいたま市立病院 ２年 指定更新
14 埼玉県 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 ２年 新規指定
15 千葉県 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター ２年 指定更新
16 神奈川県 昭和大学藤が丘病院 ２年 新規指定
17 神奈川県 川崎市立井田病院 ２年 指定更新
18 神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 ２年 指定更新
19 新潟県 魚沼基幹病院 ２年 新規指定
20 新潟県 新潟県立中央病院 ２年 特例型から指定類型変更
21 長野県 飯田市立病院 ２年 特例型から指定類型変更
22 滋賀県 大津赤十字病院 ２年 指定更新
23 滋賀県 彦根市立病院 ２年 指定更新
24 大阪府 和泉市立総合医療センター ２年 新規指定
25 兵庫県 神鋼記念病院 ２年 新規指定
26 兵庫県 兵庫県立尼崎医療センター ２年 新規指定
27 兵庫県 公立学校共済組合 近畿中央病院 ２年 指定更新
28 兵庫県 赤穂市民病院 ２年 指定更新
29 和歌山県 橋本市民病院 ２年 特例型から指定類型変更
30 和歌山県 紀南病院 １年 指定更新（放射線機器入替）

31 島根県 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター ２年 特例型から指定類型変更
32 広島県 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター １年 指定更新（指定年限の変更）

33 高知県 高知県立幡多けんみん病院 ２年 特例型から指定類型変更
34 福岡県 医療法人　原三信病院 ２年 新規指定
35 福岡県 福岡赤十字病院 ２年 新規指定
36 福岡県 福岡和白病院 ２年 新規指定
37 福岡県 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター ２年 指定更新
38 佐賀県 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター ２年 特例型から指定類型変更
39 大分県 大分県済生会日田病院 ２年 指定更新
40 鹿児島県 鹿児島県立大島病院 ２年 地域がんから指定類型変更

計 40病院
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●新規指定・指定更新・指定類型変更の医療機関一覧（案）２／２

【地域がん診療連携拠点病院（特例型）】※本日審議対象の医療機関を含む
都道府県名 医療機関名 指定年限（案） 内容

1 秋田 秋田赤十字病院 １年 特例型に指定類型変更
2 栃木 日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 １年 特例型に指定類型変更
3 神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 １年 特例型に指定類型変更

計 3病院

【地域がん診療病院】
都道府県名 医療機関名（グループ指定先医療機関名） 指定年限（案） 内容

1 新潟県
新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病
院（新潟大学医歯学総合病院、新潟県立がん
センター新潟病院）

２年 指定更新

2 山梨県 富士吉田市立病院（山梨大学医学部附属病院） ２年 特例型から指定類型変更
3 滋賀県 公立甲賀病院（滋賀医科大学医学部附属病院） ２年 指定更新
4 岡山県 金田病院（岡山医療センター、津山中央病院） ２年 指定更新
5 鹿児島県 鹿児島県立薩南病院（鹿児島大学病院） ２年 一般型から指定類型変更

計 ５病院

●勧告の医療機関一覧（案）※本日審議対象の医療機関を含む

都道府県名 医療機関名（グループ指定先医療機関名）
指定期間
指定類型

内容

1 山梨県 山梨厚生病院（山梨県立中央病院）
令和５年３月31日まで
地域がん診療病院とし

て指定中
勧告

計 １病院

●指定期間内に地域がん診療連携拠点病院の指定要件を充足する見込みのない
　地域がん診療連携拠点病院（特例型）一覧　　※本日審議対象の医療機関を含む

都道府県名 医療機関名 未充足項目 内容

1 福島 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
精神症状緩和常勤医・
院内がん登録実績・放

射線治療実績
指定更新せず

2 福島 一般財団法人温知会会津中央病院
放射線治療実績・薬物

療法実績
指定更新せず

3 福島 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 
精神症状緩和常勤医・

放射線治療実績
指定更新せず

4 富山 高岡市民病院
薬物治療実績・放射線

治療実績
指定更新せず

5 山梨 市立甲府病院

専従薬物治療常勤医・
専従放射線治療常勤
医・精神症状緩和常勤

医・手術実績
薬物療法実績・放射線
治療実績・院内がん登

録中級者

指定更新せず

6 鳥取 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
専従放射線治療常勤
医・専従病理診断常勤
医・放射線治療実績

指定更新せず

計 ６病院


