
網掛けは拠点病院のない２次医療圏 ★：都道府県がん診療連携拠点病院

都道府県
新２次医療圏 がん診療拠点病院

県指定病院

北海道 南渡島（みなみおしま） 市立函館病院
社会福祉法人函館厚生連 函館五稜郭病院
独立行政法人国立病院機構　函館病院

医療圏数　　２１ 南檜山（みなみひやま）
拠点病院　　２１ 北渡島檜山（きたおしまひやま）

札幌 ★独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター ＫＫＲ札幌医療センター 斗南病院
市立札幌病院 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院
ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院
社会医療法人 恵佑会札幌病院 北海道社会保険病院
ＫＫＲ札幌医療センター 医療法人彰和会 北海道消化器科病院
医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 ＮＴＴ東日本札幌病院
国立大学法人 北海道大学病院
札幌医科大学附属病院

後志（しりべし） 市立小樽病院
南空知（みなみそらち）
中空知（なかそらち） 砂川市立病院
北空知（きたそらち）
西胆振（にしいぶり） 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 市立室蘭総合病院

社会医療法人 製鉄記念室蘭病院
東胆振（ひがしいぶり） 医療法人 王子総合病院 苫小牧市立病院

日高
上川中部 ＪＡ北海道厚生連 旭川厚生病院 旭川赤十字病院

（かみかわちゅうぶ） 市立旭川病院 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター
旭川医科大学病院

上川北部 名寄市立総合病院
富良野

留萌（るもい）
宗谷

北網（ほくもう） 北見赤十字病院
遠紋（えんもん） ＪＡ北海道厚生連 遠軽厚生病院

十勝 ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院
釧路 市立釧路総合病院

独立行政法人労働者健康福祉機構 釧路労災病院
根室

青森県 青森 ★青森県立中央病院
津軽 弘前大学医学部附属病院

医療圏数　　６ 八戸 八戸市立市民病院
拠点病院　　６ 三沢市立三沢病院

十和田市立中央病院
西北五（せいほくご）

下北 下北医療センターむつ総合病院
岩手県 盛岡 岩手県立中央病院

★岩手医科大学附属病院
医療圏数　　９ 岩手中部 岩手県立中部病院
拠点病院　　９ 胆江（たんこう） 岩手県立胆沢病院（いさわびょういん）

両磐（りょうばん） 岩手県立磐井病院
気仙 岩手県立大船渡病院（おおふなとびょういん）
釜石
宮古 岩手県立宮古病院

久慈（くじ） 岩手県立久慈病院
二戸（にのへ） 岩手県立二戸病院

宮城県 仙南（せんなん）
仙台 ★宮城県立がんセンター

医療圏数　　４ ★東北大学病院
拠点病院　　７ 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター

独立行政法人労働者健康福祉機構 東北労災病院
社団法人全国社会保険協会連合会 東北薬科大学病院

大崎・栗原 大崎市民病院
石巻・登米（とめ）・気仙沼 石巻赤十字病院

秋田県 大館・鹿角（かづの） 大館市立総合病院
北秋田

医療圏数　　８ 能代・山本 秋田県厚生農業協同組合連合会 山本組合総合病院
拠点病院　　８ 秋田周辺 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田組合総合病院 市立秋田総合病院

★国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 中通総合病院
秋田赤十字病院

由利本荘・にかほ 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院
大仙（だいせん）・仙北 秋田県厚生農業協同組合連合会 仙北組合総合病院

横手 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院
湯沢・雄勝（おがち） 雄勝中央病院

山形県 村山 ★山形県立中央病院
山形市立病院済生館

医療圏数　　４ 国立大学法人  山形大学医学部附属病院
拠点病院　　６ 最上 山形県立新庄病院

置賜（おきたま） 山形県置賜広域病院組合 公立置賜総合病院
庄内 日本海総合病院 鶴岡市立荘内病院

都道府県・２次医療圏別の指定状況　(平成25年4月1日現在)

上十三（かみとおさん）



福島県 県北 ★公立大学法人 福島県立医科大学附属病院
県中 財団法人慈山会医学研究所付属 坪井病院

医療圏数　　７ 一般財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院
拠点病院　　８ 一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院

県南 福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院
相双（そうそう）

会津 竹田綜合病院
会津中央病院

南会津
いわき 独立行政法人労働者健康福祉機構 福島労災病院 いわき市立総合磐城共立病院

茨城県 水戸 ★茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 水戸赤十字病院
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 水戸済生会総合病院

日立 株式会社 日立製作所日立総合病院・茨城県地域がんセンター
医療圏数　　９ ひたちなか総合病院

茨城東病院
拠点病院　　９ 鹿行（ろっこう） 小山記念病院

土浦
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院
土浦協同病院・茨城県地域がんセンター

霞ヶ浦医療センター

つくば 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
国立大学法人 筑波大学附属病院

取手・竜ヶ崎（りゅうがさき） 東京医科大学茨城医療センター JAとりで総合医療センター
筑西（ちくせい）・下妻（しもつま）

古河（こが）・坂東 友愛記念病院
茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院

栃木県 ★栃木県立がんセンタ－ 国立病院機構栃木医療センター
栃木県済生会宇都宮病院 国立病院機構宇都宮病院

医療圏数　　６ 県東 芳賀赤十字病院
自治医科大学附属病院 新小山市民病院

拠点病院　　６ 獨協医科大学病院 とちぎメディカルセンター下都賀総合病院
小金井中央病院
那須赤十字病院
菅間記念病院

国際医療福祉大学病院
国際医療福祉大学塩谷病院

両毛 佐野厚生総合病院 足利赤十字病院
県西（けんさい） 上都賀総合病院（かみつがそうごうびょういん）

群馬県 前橋 ★国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 群馬県済生会前橋病院
前橋赤十字病院 社会保険群馬中央総合病院

高崎・安中（あんなか） 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 日高病院
医療圏数　　１０ 渋川 独立行政法人国立病院機構 西群馬病院
拠点病院　　１０ 藤岡 公立藤岡総合病院

富岡 公立富岡総合病院
吾妻（あがつま） 原町赤十字病院

沼田 独立行政法人国立病院機構　沼田病院 利根中央病院
伊勢崎 伊勢崎市民病院
桐生 桐生厚生総合病院

館林厚生病院
太田記念病院

埼玉県 東部 春日部市立病院 秀和綜合病院
獨協医科大学越谷病院 越谷市立病院

医療圏数　　１０ さいたま　（旧：中央） さいたま赤十字病院 埼玉社会保険病院
拠点病院　　１１ さいたま市立病院 東大宮総合病院

県央　（旧：中央） ★埼玉県立がんセンター 上尾中央総合病院
南部　（旧：中央） 社会福祉法人恩賜財団 済生会川口総合病院 戸田中央総合病院

川口市立医療センター
川越比企（ひき）　（旧：西部第一） 埼玉医科大学総合医療センター 小川赤十字病院

南西部　（旧：西部第一） 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 朝霞台中央総合病院
西部　（旧：西部第二） 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉石心会病院

防衛医科大学校病院
秩父

北部　（旧：大里） 深谷赤十字病院
利根 行田総合病院

千葉県 千葉 ★千葉県がんセンター 千葉メディカルセンター
国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 千葉市立海浜病院

医療圏数　　　９ 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
拠点病院　　１３ 山武長生夷隅(さんむちょうせいいすみ) さんむ医療センター

東葛南部 船橋市立医療センター 千葉県済生会習志野病院
（とうかつなんぶ） 東京歯科大学市川総合病院 谷津保健病院

順天堂大学医学部附属浦安病院 東京女子医科大学八千代医療センター
社会保険船橋中央病院

千葉徳州会病院
東葛北部 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 小張総合病院

（とうかつほくぶ） 国保松戸市立病院 柏厚生総合病院
印旛（いんば） 成田赤十字病院 東邦大学医療センター佐倉病院

日本医科大学千葉北総病院
香取海匝（かとりかいそう） 総合病院国保旭中央病院 千葉県立佐原病院

安房（あわ） 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
君津 国保直営総合病院 君津中央病院
市原 独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院 帝京大学ちば総合医療センター

県北

常陸太田・ひたちなか

宇都宮

県南

群馬県立がんセンター太田・館林



東京都 区中央部 ★東京都立駒込病院 社会福祉法人 三井記念病院
国立大学法人 東京大学医学部附属病院 国際医療福祉大学三田病院

医療圏数　　１３ 日本医科大学付属病院 東京都済生会中央病院
拠点病院　　２４ 聖路加国際病院 北里大学北里研究所病院

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 東京逓信病院
東京慈恵会医科大学附属病院 東京医科歯科大学医学部附属病院
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

区東北部 江戸川病院高砂分院
東京女子医科大学東医療センター

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
区東部 ★公益財団法人がん研究会有明病院 東京都立墨東病院

日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院
社会福祉法人仁生社 江戸川病院

区南部 ＮＴＴ東日本関東病院 日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院
昭和大学病院 公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院
東邦大学医療センター大森病院

区西南部 日本赤十字社医療センター JR東京総合病院
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 東邦大学医療センター大橋病院

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院
東京都立広尾病院

区西部 東京女子医科大学病院 東京厚生年金病院
慶應義塾大学病院 河北総合病院
東京医科大学病院 公益財団法人東京都保健医療公社 大久保病院

独立行政法人 国立国際医療研究センター
区西北部 日本大学医学部附属板橋病院 順天堂大学医学部附属練馬病院

帝京大学医学部附属病院 東京都立大塚病院
公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院

東京都健康長寿医療センター
西多摩 青梅市立総合病院
南多摩 東京医科大学八王子医療センター 日本医科大学多摩永山病院

公益財団法人東京都保健医療公社 多摩南部地域病院

北多摩西部 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター
国家公務員共済組合連合会 立川病院

東大和病院
北多摩南部 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 東京慈恵会医科大学附属病院第三病院

杏林大学医学部付属病院
東京都立多摩総合医療センター

北多摩北部 公立昭和病院 公益財団法人東京都保健医療公社 多摩北部医療センター

公益財団法人結核予防会 複十字病院
島しょ

神奈川県 横浜北部 独立行政法人労働者健康福祉機構 横浜労災病院 恩賜財団済生会横浜市東部病院
昭和大学横浜市北部病院

横浜西部 ★神奈川県立がんセンター けいゆう病院
横浜市立市民病院 横浜医療センター

医療圏数　　１１ 横浜南部 公立大学法人横浜市立大学附属病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター
横浜市立みなと赤十字病院 恩賜財団済生会横浜市南部病院

拠点病院　　１５ 横浜南共済病院
川崎北部 聖マリアンナ医科大学病院
川崎南部 川崎市立井田病院 関東労災病院

横須賀・三浦 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
湘南東部 藤沢市民病院
湘南西部 東海大学医学部付属病院 平塚共済病院

県央 大和市立病院
相模原 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院

北里大学病院
県西 小田原市立病院

新潟県 下越 新潟県立新発田病院（しばたびょういん）
佐渡

医療圏数　　７ 新潟 ★新潟県立がんセンター新潟病院
拠点病院　　９ 新潟市民病院

新潟大学医歯学総合病院
済生会新潟第二病院

県央
中越 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 立川総合病院

長岡赤十字病院 柏崎総合医療センター
魚沼
上越 新潟県立中央病院 上越総合病院

独立行政法人労働者健康福祉機構 新潟労災病院
富山県 新川（にいかわ） 黒部市民病院

独立行政法人労働者健康福祉機構 富山労災病院
医療圏数　　４ 富山 ★富山県立中央病院 富山赤十字病院
拠点病院　　８ 富山市立富山市民病院

国立大学法人 富山大学附属病院
高岡 厚生連高岡病院 済生会高岡病院

高岡市民病院
砺波（となみ） 市立砺波総合病院

石川県 能登北部
公立能登総合病院

惠寿総合病院
医療圏数　　４ 石川中央 ★国立大学法人 金沢大学附属病院 金沢市立病院
拠点病院　　５ 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 金沢赤十字病院

石川県立中央病院 金沢社会保険病院
金沢医科大学病院 浅野川総合病院

石川県済生会金沢病院
公立松任石川中央病院

南加賀 国民健康保険 小松市民病院 芳珠記念病院

能登中部



福井県 福井・坂井 ★福井県立病院
福井大学医学部附属病院

医療圏数　　４ 福井赤十字病院
拠点病院　　５ 福井県済生会病院

奥越（おくえつ）
丹南（たんなん）
嶺南（れいなん） 独立行政法人国立病院機構 福井病院

山梨県 中北（ちゅうほく） ★山梨県立中央病院
山梨大学医学部附属病院

医療圏数　　４ 市立甲府病院
拠点病院　　４ 峡東（きょうとう）

峡南（きょうなん）
富士・東部・北麓（ほくろく） 富士吉田市立病院

長野県 佐久 長野県厚生農業共同組合連合会 佐久総合病院
上小（じょうしょう）

医療圏数　　１０ 諏訪 諏訪赤十字病院
拠点病院　　　８ 上伊那 伊那中央病院

飯伊（はんい） 飯田市立病院
木曽
松本 ★国立大学法人 信州大学医学部附属病院

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
大北（たいほく）

長野 長野赤十字病院
長野市民病院

北信
岐阜県 岐阜 岐阜県総合医療センター

岐阜市民病院
医療圏数　　５ ★国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院
拠点病院　　７ 西濃（せいのう） 大垣市民病院

中濃（ちゅうのう） 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
東濃（とうのう） 岐阜県立多治見病院

飛騨 高山赤十字病院
静岡県 賀茂

熱海伊東
医療圏数　　　８ 駿東田方 ★静岡県立静岡がんセンター 静岡医療センター
拠点病院　　１１ （すんとうたがた） 順天堂大学医学部附属 静岡病院

沼津市立病院
富士 富士市立中央病院

富士宮市立病院
静岡 静岡県立総合病院 静岡赤十字病院

静岡市立静岡病院 静岡済生会総合病院
志太榛原（しだはいばら） 藤枝市立総合病院 焼津市立総合病院

市立島田市民病院
中東遠（ちゅうとうえん） 磐田市立総合病院

西部 社会福祉法人 聖隷福祉事業団総合病院 聖隷三方原病院
社会福祉法人 聖隷福祉事業団総合病院 聖隷浜松病院
県西部浜松医療センター
浜松医科大学医学部附属病院

愛知県 名古屋 ★愛知県がんセンター中央病院 名古屋掖済会病院
独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 名古屋記念病院

医療圏数　　１２ 名古屋大学医学部附属病院 中部労災病院
拠点病院　　１５ 社会保険中京病院

名古屋市立大学病院
名古屋第一赤十字病院
名古屋第二赤十字病院

尾張中部
知多半島 半田市立半田病院

海部（あま） 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
尾張東部 公立陶生病院 愛知医科大学病院

藤田保健衛生大学病院
尾張西部 一宮市立市民病院
尾張北部 小牧市民病院 春日井市民病院

西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 トヨタ記念病院
西三河南部東
西三河南部西 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 刈谷豊田総合病院
東三河北部
東三河南部 豊橋市民病院

三重県 北勢 三重県立総合医療センター 市立四日市病院
三重県厚生連農業協同組合連合会　鈴鹿中央総合病院 四日市社会保険病院

鈴鹿回生病院
医療圏数　　４ 中勢伊賀 独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター 伊賀市立上野総合市民病院
拠点病院　　６ ★国立大学法人 三重大学医学部附属病院

南勢志摩 伊勢赤十字病院 松阪市民病院
三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 恩賜財団済生会松坂総合病院

東紀州
滋賀県 大津 大津赤十字病院 大津市民病院

滋賀医科大学医学部附属病院（所在地は大津、担当圏域は東近江）
医療圏数　　７ 湖南 ★滋賀県立成人病センター 草津総合病院

済生会滋賀県病院
拠点病院　　６ 甲賀 公立甲賀病院

近江八幡市立総合医療センター
滋賀病院（H25.4改称：東近江総合医療センター）

湖東 彦根市立病院
湖北 市立長浜病院 長浜赤十字病院
湖西

東近江



京都府 丹後 京都府立医科大学附属北部医療センター
中丹（ちゅうたん） 独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター 綾部市立病院

医療圏数　　６ 市立福知山市民病院
拠点病院　　９ 南丹（なんたん） 公立南丹病院

京都・乙訓（おとくに） ★京都大学医学部附属病院 三菱京都病院
★京都府立医科大学附属病院 社会福祉法人恩賜財団　済生会京都府病院
社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院
京都市立病院 医療法人医仁会　武田総合病院
京都第一赤十字病院 社会保険京都病院
京都第二赤十字病院 公益社団法人京都保健会　京都民医連中央病院
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター

社会医療法人岡本病院（財団）　第二岡本総合病院
医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院

山城南（やましろみなみ） 京都山城総合医療センター
大阪府 豊能（とよのう） 大阪大学医学部附属病院 市立池田病院

市立豊中病院 市立吹田市民病院
大阪府済生会吹田病院
大阪府済生会千里病院

箕面市立病院
刀根山病院

医療圏数　　　８ 三島 大阪医科大学附属病院 高槻病院
高槻赤十字病院
北摂総合病院

彩都友紘会病院
拠点病院　　１４ 北河内 関西医科大学附属枚方病院 松下記念病院

星ヶ丘厚生年金病院
中河内 東大阪市立総合病院 八尾市立病院

八尾徳洲会総合病院
若草第一病院

南河内 近畿大学医学部附属病院 大阪府済生会富田林病院
独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター PL病院

大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
堺市 独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 市立堺病院

ベルランド総合病院
近畿中央胸部疾患センター

泉州 市立岸和田市民病院 府中病院
泉大津市立病院

りんくう総合医療センター
和泉市立病院
市立貝塚病院

岸和田徳洲会病院
大阪府立母子保健総合医療センター

大阪市 公立大学法人 大阪市立大学医学部附属病院 淀川キリスト教病院
大阪市立総合医療センター 千船病院
★地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 大阪府済生会中津病院
大阪赤十字病院 北野病院
独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 大阪府済生会野江病院

関西電力病院
大阪厚生年金病院

住友病院
大手前病院

日本生命済生会附属日生病院
多根総合病院
大阪警察病院

NTT西日本大阪病院
大阪府立急性期・総合医療センター

南大阪病院
JR大阪鉄道病院
東住吉森本病院

大阪済生会泉尾病院
兵庫県 独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター 財団法人　神戸市地域医療振興財団　西神戸医療センター

国立大学法人 神戸大学医学部附属病院 医療法人社団　神鋼会　神鋼病院
医療圏数　　１０ 神戸市立医療センター中央市民病院 神戸赤十字病院
拠点病院　　１４ 独立行政法人労働者健康福祉機構　関西労災病院 兵庫県立尼崎病院

兵庫医科大学病院 兵庫県立西宮病院
西宮市立中央病院

阪神北 公立学校共済組合 近畿中央病院 市立伊丹病院
★兵庫県立がんセンター 兵庫県立加古川医療センター

地方独立行政法人加古川市民病院機構　加古川西市民病院

北播磨 西脇市立西脇病院
姫路赤十字病院 社会医療法人　製鉄記念広畑病院
独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター

西播磨 赤穂市民病院
但馬 公立豊岡病院組合立豊岡病院
丹波 兵庫県立柏原病院
淡路 兵庫県立淡路病院(平成25年5月1日より移転及び名称変更　「兵庫県立淡路医療センター」）

奈良県 北和（ほくわ） 市立奈良病院
県立奈良病院

医療圏数　　５ 東和（とうわ） 天理よろづ相談所病院 国保中央病院
拠点病院　　５ 南和（なんわ）

西和（せいわ） 近畿大学医学部奈良病院
中和（ちゅうわ） ★奈良県立医科大学附属病院

神戸

阪神南

東播磨

中播磨

山城北（やましろきた）



和歌山県 和歌山 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山労災病院
★和歌山県立医科大学附属病院

医療圏数　　７ 那賀 公立那賀病院
拠点病院　　６ 橋本 橋本市民病院

有田
御坊（ごぼう） 日高総合病院

田辺 社会保険紀南病院
独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター

新宮（しんぐう） 新宮市立医療センター
鳥取県 東部 鳥取県立中央病院 鳥取赤十字病院

鳥取市立病院 鳥取生協病院
医療圏数　　３ 中部 鳥取県立厚生病院 野島病院
拠点病院　　５ 西部 ★国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 山陰労災病院

独立行政法人国立病院機構 米子医療センター 博愛病院
島根県 隠岐病院

隠岐島前病院
松江 松江市立病院 松江医療センター

医療圏数　　７ 松江赤十字病院 松江生協病院
松江記念病院
安来市立病院
日立記念病院
安来第一病院

拠点病院　　５ 雲南（うんなん） 雲南市立病院
平成記念病院

町立奥出雲病院
飯南町立飯南病院

出雲 ★国立大学法人 島根大学医学部附属病院 出雲市立総合医療センター
島根県立中央病院 出雲市民病院

出雲徳洲会病院
大田（おおだ） 大田市立病院

公立邑智病院
加藤病院

浜田 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター 江津総合病院
益田 益田赤十字病院

益田地域医療センター医師会病院
津和野共存病院

六日市病院
岡山県 県南東部 岡山済生会総合病院 岡山労災病院

総合病院岡山赤十字病院 岡山市立市民病院
医療圏数　　５ 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 川崎病院
拠点病院　　７ ★国立大学法人 岡山大学病院

真庭 金田病院
県南西部 財団法人倉敷中央病院 倉敷成人病センター

川崎医科大学附属川崎病院
高梁・新見（たかはし・にいみ）

津山・英田（あいだ） （財）津山慈風会津山中央病院
広島県 広島 ★国立大学法人 広島大学病院

県立広島病院
医療圏数　　　７ 広島市立広島市民病院
拠点病院　　１１ 広島赤十字・原爆病院

広島市立安佐市民病院
広島西 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院

呉 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 呉共済病院
中国労災病院

広島中央 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター
尾三（びさん） 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 尾道市立市民病院
福山・府中 福山市民病院 中国中央病院

福山医療センター
備北 市立三次中央病院（みよしちゅうおうびょういん）

山口県 岩国 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター
柳井（やない） 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院

医療圏数　　　８ 周南（しゅうなん） 綜合病院社会保険徳山中央病院
拠点病院　　　７ 山口・防府（ほうふ） 山口県立総合医療センター

綜合病院山口赤十字病院
萩 医療法人　医誠会　都志見病院

宇部・小野田 ★国立大学法人山口大学医学部附属病院 独立行政法人国立病院機構　山口宇部医療センター
下関 独立行政法人　下関市立市民病院

長門（ながと） 山口県厚生農業協同組合連合会　長門総合病院
徳島県 徳島県立中央病院 徳島県鳴門病院

★国立大学法人徳島大学病院
医療圏数　　　３ 徳島市民病院
拠点病院　　　４ 南部 徳島赤十字病院 阿南共栄病院

西部 徳島県立三好病院
香川県 大川

小豆（しょうず）
医療圏数　　　５ 高松 ★国立大学法人香川大学医学部附属病院
拠点病院　　　５ 香川県立中央病院

高松赤十字病院
中讃（ちゅうさん） 独立行政法人労働者健康福祉機構 香川労災病院

三豊（みとよ） 三豊総合病院

隠岐（おき）

東部



愛媛県 HITO病院
四国中央病院

新居浜・西条（さいじょう） 住友別子病院 愛媛労災病院
十全総合病院

愛媛県済生会西条病院
医療圏数　　　６ 今治 済生会今治病院
拠点病院　　　７ 松山 ★独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 松山市民病院

愛媛大学医学部附属病院
愛媛県立中央病院
松山赤十字病院

八幡浜・大洲（やわたはま・おおず）
宇和島 市立宇和島病院

高知県 安芸
中央 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 高知病院

医療圏数　　　４ 高知赤十字病院
拠点病院　　　４ ★国立大学法人 高知大学医学部附属病院

高幡（こうばん）
幡多（はた） 高知県立幡多けんみん病院

福岡県 福岡・糸島（いとしま） ★独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 九州中央病院
★国立大学法人九州大学病院 浜の町病院

医療圏数　　１３ 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター
拠点病院　　１５ 福岡県済生会福岡総合病院

福岡大学病院
粕屋（かすや） 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター

宗像（むなかた）
筑紫
朝倉

久留米 久留米大学病院
聖マリア病院

八女（やめ）・筑後 公立八女総合病院
有明 大牟田市立病院
飯塚 飯塚病院

直方（のおがた）・鞍手
田川 社会保険田川病院

北九州 北九州市立医療センター 戸畑共立病院
九州厚生年金病院
産業医科大学病院

京築（けいちく）
佐賀県 中部 佐賀県立病院好生館

★国立大学法人佐賀大学医学部附属病院
医療圏数　　５ 東部
拠点病院　　４ 北部 唐津赤十字病院

西部
南部 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター

長崎県 長崎市立市民病院
★国立大学法人長崎大学病院

医療圏数　　８ 日本赤十字社長崎原爆病院
拠点病院　　６ 五島

上五島（かみごとう）
佐世保県北 佐世保市立総合病院 白十字社佐世保中央病院

県央 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 健康保険諫早総合病院
壱岐（いき）
対馬（つしま）

県南 長崎県島原病院
熊本県 熊本 熊本市立熊本市民病院 熊本市医師会熊本地域医療センター

熊本赤十字病院 高野病院
医療圏数　　１１ 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 熊本中央病院
拠点病院　　　８ 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 くまもと森都総合病院

★国立大学法人 熊本大学医学部附属病院
宇城（うき）

鹿本（かもと） 山鹿市立山鹿市民医療センター
菊池 熊本再春荘病院
阿蘇

上益城（かみましき）
有明 荒尾市民病院

八代（やつしろ） 独立行政法人労働者健康福祉機構 熊本労災病院 熊本総合病院
芦北（あしきた） 水俣市立総合医療センター

球磨（くま） 健康保険人吉総合病院
天草 天草中央総合病院

天草郡市医師会天草地域医療センター
大分県 東部 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター

北部 中津市立中津市民病院
医療圏数　　　６ 中部 大分赤十字病院 独立行政法人国立病院機構　大分医療センター
拠点病院　　　７ 大分県立病院

★国立大学法人 大分大学医学部附属病院
大分市医師会立 アルメイダ病院

南部
豊肥（ほうひ）

西部 大分県済生会日田病院
宮崎県 延岡西臼杵 宮崎県立延岡病院

日向入郷
宮崎東諸県 県立宮崎病院

医療件数　　　７ ★国立大学法人宮崎大学医学部附属病院
拠点病院　　　３ 西都児湯

日南患間 宮崎県立日南病院
都城北諸県 独立行政法人国立病院機構　都城病院

西諸

長崎

宇摩



鹿児島県 鹿児島 ★国立大学法人 鹿児島大学病院 南風病院
独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター 鹿児島厚生連病院
今給黎総合病院 今村病院分院
鹿児島市立病院 鹿児島市医師会病院

相良病院
医療圏数　　　９ 南薩（なんさつ） 鹿児島県立薩南病院 サザン・リージョン病院

指宿病院医療センター
拠点病院　　　９ 川薩（せんさつ） 社会福祉法人恩賜財団 済生会川内病院（せんだいびょういん） 川内市医師会立市民病院

阿久根市民病院
出水総合医療センター

姶良（あいら）・伊佐 独立行政法人国立病院機構 南九州病院 霧島市立医師会医療センター
鹿児島県立北薩病院

曽於（そお）
肝属（きもつき） 県民健康プラザ鹿屋医療センター 大隅鹿屋病院

田上病院

奄美 鹿児島県立大島病院
沖縄県 北部

中部 沖縄県立中部病院
医療圏数　　　５ 南部 地方独立行政法人 那覇市立病院
拠点病院　　　３ ★国立大学法人琉球大学医学部附属病院

宮古
八重山

独立行政法人　国立がん研究センター中央病院
独立行政法人　国立がん研究センター東病院

出水（いずみ）

熊毛（くまげ）


