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がん診療連携拠点病院等の指定について 
 

令和３年１月 27日に開催された「第 18回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」

の検討を踏まえ、令和３年３月 29日付けで以下のとおり、がん診療連携拠点病院等として新

規指定等することとしましたので、お知らせいたします。（詳細は別紙） 

  

 

新規指定 

 

【地域がん診療連携拠点病院】 10施設 

 

指定更新 

 

【都道府県がん診療連携拠点病院】 ２施設 

 

【地域がん診療連携拠点病院】 20施設 

 

【地域がん診療病院】 ３施設 

 

指定類型変更 

 

【地域がん診療連携拠点病院（高度型）】 ４施設 

 

【地域がん診療連携拠点病院】 11施設 

 

【地域がん診療連携拠点病院（特例型）】 ２施設 

 

【地域がん診療病院】 ２施設 

 

 

以上のとおり、令和３年４月１日時点で、がん診療連携拠点病院の数は 405施設（都道府県

がん診療連携拠点病院 51 施設、地域がん診療連携拠点病院（高度型）51 施設、地域がん診療

連携拠点病院 298施設、地域がん診療連携拠点病院（特例型）２施設、特定領域がん診療連携

拠点病院１施設、国立がん研究センター２施設）、地域がん診療病院の数は 46施設となります。 
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（別紙）

【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

1 宮城県 東北医科薬科大学病院 2年

2 埼玉県 上尾中央総合病院 2年

3 神奈川県 昭和大学藤が丘病院 2年

4 新潟県 魚沼基幹病院 2年

5 大阪府 和泉市立総合医療センター 2年

6 兵庫県 神鋼記念病院 2年

7 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 2年

8 福岡県 医療法人　原三信病院 2年

9 福岡県 福岡赤十字病院 2年

10 福岡県 福岡和白病院 2年

計 10病院

がん診療連携拠点病院等一覧（新規指定）



（別紙）

【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

1 大分県 大分大学医学部附属病院 2年

2 沖縄県 琉球大学病院 2年

計 2病院

【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限

1 北海道 旭川医科大学病院 1年

2 北海道 帯広厚生病院 1年

3 北海道 市立旭川病院 2年

4 岩手県 岩手県立胆沢病院 2年

5 岩手県 岩手県立磐井病院 2年

6 茨城県 東京医科大学茨城医療センター 2年

7 埼玉県 春日部市立医療センター 2年

8 埼玉県 さいたま市立病院 2年

9 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

10 神奈川県 川崎市立井田病院 2年

11 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

12 神奈川県 神奈川県厚生厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院 1年

13 滋賀県 大津赤十字病院 2年

14 滋賀県 彦根市立病院 2年

15 兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院 2年

16 兵庫県 赤穂市民病院 2年

17 和歌山県 紀南病院 1年

18 広島県 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 1年

19 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

20 大分県 大分県済生会日田病院 2年

計 20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

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

2 滋賀県
公立甲賀病院

（滋賀医科大学医学部附属病院）
2年

3 岡山県
金田病院

（独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター、津山中央病院）
2年

計 3病院

がん診療連携拠点病院等一覧（指定更新）



（別紙）

【地域がん診療連携拠点病院（高度型）】

都道府県名 医療機関名 指定年限 参考：旧類型

1 神奈川県 藤沢市民病院 2年 地域がん診療連携拠点病院

2 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 2年 地域がん診療連携拠点病院

3 三重県 伊勢赤十字病院 2年 地域がん診療連携拠点病院

4 香川県 香川労災病院 2年 地域がん診療連携拠点病院

計 4病院

【地域がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 指定年限 参考：旧類型

1 北海道 札幌厚生病院 2年 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

2 北海道 小樽市立病院 2年 地域がん診療病院

3 秋田県 秋田厚生医療センター 2年 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

4 山形県 山形市立病院済生館 1年 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

5 山形県 山形県立新庄病院 1年 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

6 新潟県 新潟県立中央病院 2年 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

7 長野県 飯田市立病院 2年 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

8 和歌山県 橋本市民病院 2年 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

9 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 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

10 高知県 高知県立幡多けんみん病院 2年 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

11 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 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

計 11病院

【地域がん診療連携拠点病院（特例型）】

都道府県名 医療機関名 指定年限 参考：旧類型

1 秋田県 秋田赤十字病院 1年 地域がん診療連携拠点病院

2 栃木県 那須赤十字病院 1年 地域がん診療連携拠点病院

計 2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 参考：旧類型

1 山梨県 富士吉田市立病院（ 山梨大学医学部附属病院） 2年 地域がん診療連携拠点病院（特例型）

2 鹿児島県 鹿児島県立薩南病院（ 鹿児島大学病院） 2年 地域がん診療連携拠点病院

計 2病院

がん診療連携拠点病院等一覧（指定類型変更）


