
厚労省「がん診療連携拠点病院（2009年4月1日予定)」      2009/3/14 

京都大学医学部附属病院などを新たに指定 

 

 厚生労働省は2月26日、2009年4月1日付で新たに加わる施設を盛り込んだ最新のがん

診療連携拠点病院を発表した。 

がん診療連携拠点病院は厚生労働省が2006年のがん対策基本法の成立を受けて、原則都

道府県に 1つの「都道府県がん診療連携拠点病院」と二次医療圏ごとの「地域がん診療連

携拠点病院」を順次指定し、質の高いがん治療の標準化を推進している。拠点病院を中心

に、診断や手術、放射線療法、化学療法等の専門的ながん治療を全国どこでも受けられる

ようにするのが目的。拠点病院は、がん対策基本法の成立以前から「がん診療連携拠点病

院の整備について」に基づき指定が行われてきたが、2008年3月1日以降は指定要件等を

見直した「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」に基づく指定が行われており、新

指針による指定は今回で2回目になる。 

発表データによると、2009年4月1日時点の都道府県がん診療連携拠点病院は51病院。

増加 4病院のうち、新規指定は京都大学医学部附属病院のみで、北海道がんセンター、滋

賀県立成人病センター、香川大学医学部附属病院の 3病院は、地域がん診療連携拠点病院

から都道府県がん診療連携拠点病院として再指定される。これまで都道府県がん診療連携

拠点病院が未整備だった北海道、滋賀県、香川県でも指定されたことにより、全都道府県

でがん医療の均てん化へ向けた体制が整った。 

なお、新指針では、都道府県がん診療連携拠点病院は「都道府県に 1カ所」とされてい

るが、宮城県、東京都、福岡県では、2病院が連携して地域のがん診療の質向上を図ってい

ることから、2カ所の指定が認められている。 

 一方、地域がん診療連携拠点病院は324病院となる。このうち新規指定は24病院。指定

は4年ごとに更新を行い、今回初めて9病院が指定更新された。福島県の大原総合病院は3

月31日付で指定を辞退する。 

地域がん診療連携拠点病院は、同指針では「二次医療圏（都道府県がん診療連携拠点病

院が整備されている二次医療圏を除く）に1カ所」整備することとされているが、富山県、

岐阜県、鳥取県、広島県、宮崎県を除く42都道府県で未整備の二次医療圏を残す。 

 

2009 年 4 月 1 日時点 がん診療連携拠点病院 ※（ ）内は前年度数 

都道府県がん診療連携拠点病院 51 病院（47） 

地域がん診療連携拠点病院 324 病院（304） 

合  計 375 病院（351） 
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★は都道府県がん診療連携拠点病院

二次医療圏数は2008年10月1日現在

都道府県
（医療圏数）

二次医療圏 施設名 指定年月日

北海道 市立函館病院 2009/4/1

（21） 函館五稜郭病院 2009/4/1

南檜山

北渡島檜山

★独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター（地域拠点⇒道拠点） 2009/4/1

市立札幌病院 2009/4/1

札幌厚生病院 2009/4/1

恵佑会札幌病院 2009/4/1

KKR札幌医療センター 2009/4/1

手稲渓仁会病院 2009/4/1

北海道大学病院 2009/4/1

札幌医科大学附属病院 2009/4/1

後志

南空知

中空知 砂川市立病院 2009/4/1

北空知

西胆振 日鋼記念病院 2009/4/1

東胆振 王子総合病院 2009/4/1

日高

ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 2009/4/1

市立旭川病院 2009/4/1

旭川医科大学病院 2009/4/1

上川北部

富良野

留萌

宗谷

北網 総合病院北見赤十字病院 2009/4/1

遠紋

十勝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 2009/4/1

市立釧路総合病院 2009/4/1

釧路労災病院 2009/4/1

根室

青森県 青森 ★青森県立中央病院 2008/2/8

（6） 津軽 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 2007/1/31

八戸 八戸市立市民病院 2008/2/8

上十三 三沢市立三沢病院 2007/1/31

西北五

下北 下北医療センターむつ総合病院 2008/2/8

岩手県 岩手県立中央病院 2008/2/8

（9） ★岩手医科大学附属病院 2008/2/8

岩手中部 岩手県立北上病院 2008/2/8

胆江 岩手県立胆沢病院 2009/4/1

両磐 岩手県立磐井病院 2008/2/8

気仙 岩手県立大船渡病院 2009/4/1

釜石

宮古 岩手県立宮古病院 2008/2/8

久慈 岩手県立久慈病院 2009/4/1

二戸 岩手県立二戸病院 2007/1/31

宮城県 仙南

（7） ★宮城県立がんセンター 2006/8/24

★国立大学法人東北大学病院 2006/8/24

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 2006/8/24

独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院 2008/2/8

東北厚生年金病院 2008/2/8

大崎 大崎市民病院 2008/2/8

登米

石巻 石巻赤十字病院 2008/2/8

気仙沼

都道府県・二次医療圏別のがん診療連携拠点病院（2009年4月1日予定）

南渡島

札幌

上川中部

釧路

盛岡

※北海道では、「北
海道がん対策推進

計画」において、道

内のがん医療の均

てん化を図るため、

都道府県がん診療

連携拠点病院1カ
所と地域がん診療

連携拠点病院20カ

所を整備することとし

ている

※北海道では、整

備指針に規定され
た指定要件を満た

す病院が札幌などの

都市部の医療圏に

偏在していることか

ら、指定された病院

が未整備の2次医
療圏をカバーする体

制を構築することとし

ており、今回の推薦

も札幌医療圏で6

病院の推薦がある

※北海道では、今
回唯一指定更新の

申請がある

指定年月日の色アミは更新

仙台

※岩手県では、「岩手県が

ん対策推進計画」において、

県内のがん医療の水準を向

上させ、がん医療の均てん

化を図るため、2次医療圏に

1施設を目途として地域がん

診療連携拠点病院を整備

することを個別目標としてお

り、今回の推薦も、拠点病

院が未整備の胆江保健医

療圏、気仙保健医療圏、久

慈保健医療圏における新規

推薦である
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秋田県 大館・鹿角 大館市立総合病院 2009/4/1

（8） 北秋田

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 2008/2/8

秋田県厚生農業協同組合連合会秋田組合総合病院 2009/4/1

★国立大学法人秋田大学医学部附属病院 2007/1/31

秋田赤十字病院 2008/2/8

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 2007/1/31

大仙・仙北 秋田県厚生農業協同組合連合会仙北組合総合病院 2007/1/31

横手 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 2007/1/31

湯沢・雄勝 秋田県厚生農業協同組合連合会雄勝中央病院 2008/2/8

山形県 ★山形県立中央病院 2008/2/8

（4） 山形市立病院済生館 2006/8/24

国立大学法人山形大学医学部附属病院 2006/8/24

最上 山形県立新庄病院 2007/1/31

置賜 置賜広域病院組合立公立置賜総合病院 2007/1/31

庄内
独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院（旧　山形県立日本海
病院）

2006/8/24

福島県 県北 ★公立大学法人福島県立医科大学附属病院 2007/1/31

（7） 財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 2008/2/8

財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 2008/2/8

財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 2007/1/31

県南

相双

財団法人竹田綜合病院 2007/1/31

会津中央病院 2008/2/8

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 2008/2/8

茨城県 水戸 ★茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 2008/2/8

（9） 日立 （株）日立製作所日立総合病院・茨城県地域がんセンター 2008/2/8

常陸太田・ひたちなか

鹿行

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

2008/2/8

筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター 2008/2/8

国立大学法人筑波大学附属病院 2008/2/8

取手・竜ヶ崎 東京医科大学霞ヶ浦病院 2007/1/31

筑西・下妻

友愛記念病院 2007/1/31

茨城西南医療センター病院 2007/1/31

栃木県 ★栃木県立がんセンター 2007/1/31

（5） 自治医科大学附属病院 2007/1/31

栃木県済生会宇都宮病院 2007/1/31

県南 獨協医科大学病院 2007/1/31

県北 大田原赤十字病院 2007/1/31

両毛 佐野厚生総合病院 2007/1/31

県西

群馬県 ★国立大学法人群馬大学医学部附属病院 2006/8/24

（10） 前橋赤十字病院 2008/2/8

高崎・安中 独立行政法人国立病院機構高崎病院 2007/1/31

渋川 独立行政法人国立病院機構西群馬病院 2008/2/8

藤岡 公立藤岡総合病院 2007/1/31

富岡 公立富岡総合病院 2007/1/31

吾妻

独立行政法人国立病院機構沼田病院 2006/8/24

利根保健生活協同組合利根中央病院 2006/8/24

伊勢崎 伊勢崎市民病院 2006/8/24

桐生 桐生厚生総合病院 2007/1/31

太田・館林 群馬県立がんセンター 2008/2/8

沼田

秋田周辺

村山

県中

会津

古河・坂東

つくば

県東・央

前橋

※秋田県では、秋田周

辺医療圏に県内人口の

約4割が集中していること

から、既指定病院が2つ

ある中、さらに3病院を推

薦しており、拠点病院が

未整備で今回の推薦も

ない、北秋田医療圏をカ

バーする
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埼玉県 春日部市立病院 2007/1/31

（9） 獨協医科大学越谷病院 2008/2/8

中央（さいたま） さいたま赤十字病院 2008/2/8

中央（さいたま） さいたま市立病院 2007/1/31

中央（県央） ★埼玉県立がんセンター 2008/2/8

さいたま（南部） 済生会川口総合病院 2009/4/1

さいたま（南部） 川口市立医療センター 2008/2/8

西部第一（川越比企） 埼玉医科大学総合医療センター 2007/1/31

西部第一（南西部） 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 2008/2/8

西部第二（西部） 埼玉医科大学国際医療センター 2008/2/8

比企（川越比企）

秩父（秩父）

児玉（北部）

大里（北部） 深谷赤十字病院 2006/8/24

利根（利根） 医療法人壮幸会行田総合病院 2007/1/31

千葉県 ★千葉県がんセンター 2006/8/24

（9） 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 2008/2/8

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター 2008/2/8

山武長生夷隅

船橋市立医療センター 2007/1/31

東京歯科大学市川総合病院 2008/2/8

順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院 2008/2/8

東京慈恵会医科大学附属柏病院 2008/2/8

国保松戸市立病院 2008/2/8

印旛 成田赤十字病院 2008/2/8

香取海匝 総合病院国保旭中央病院 2008/2/8

安房 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 2008/2/8

君津 国保直営総合病院君津中央病院 2008/2/8

市原 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院 2008/2/8

東京都 ★東京都立駒込病院 2008/2/8

（13） 国立大学法人東京大学医学部附属病院 2008/2/8

日本医科大学付属病院 2008/2/8

聖路加国際病院 2008/2/8

区東北部

区東部 ★財団法人癌研究会有明病院 2008/2/8

区南部 ＮＴＴ東日本関東病院 2008/2/8

区西南部 日本赤十字社医療センター 2008/2/8

区西部 東京女子医科大学病院 2008/2/8

日本大学医学部附属板橋病院 2008/2/8

帝京大学医学部附属病院 2008/2/8

西多摩 青梅市立総合病院 2008/2/8

南多摩 東京医科大学八王子医療センター 2008/2/8

北多摩西部

日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 2008/2/8

杏林大学医学部付属病院 2008/2/8

北多摩北部

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 2008/2/8

（11） ★神奈川県立がんセンター 2007/1/31

横浜市立市民病院 2006/8/24

横浜南部 公立大学法人横浜市立大学附属病院 2007/1/31

川崎北部 聖マリアンナ医科大学病院 2007/1/31

川崎南部 川崎市立井田病院 2006/8/24

横須賀・三浦 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 2006/8/24

湘南東部 藤沢市民病院 2007/1/31

湘南西部 東海大学医学部付属病院 2007/1/31

県央

神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 2006/8/24

北里大学病院 2007/1/31

県西 小田原市立病院 2006/8/24

北多摩南部

横浜西部

相模原 

区中央部

千葉

東葛南部

東葛北部

区西北部

※二次医療圏を9カ所か

ら10カ所に変更する予

定（09年4月施行の条

例で中央医療圏を県

央、さいたま、南部の3つ

の医療圏に分割し、児

玉、大里医療圏を北部

医療圏として統合予定）

※埼玉県では、二次医

療圏が10カ所に変更さ

れた場合の「南部医療

圏」において、既指定の

川口市立医療センターに

加え、済生会川口総合

病院を整備することによ

り、県内のがん予防対策

などを推進することとして

いる

東部（東部）
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新潟県 下越 県立新発田病院 2008/2/8

（7） 佐渡

★新潟県立がんセンター新潟病院 2007/1/31

新潟市民病院 2006/8/24

国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 2007/1/31

県央

新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 2006/8/24

長岡赤十字病院 2006/8/24

魚沼

新潟県立中央病院 2006/8/24

独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院 2008/2/8

富山県 黒部市民病院 2007/1/31

（4） 独立行政法人労働者健康福祉機構富山労災病院 2007/1/31

★富山県立中央病院 2006/8/24

富山市立富山市民病院 2007/1/31

国立大学法人富山大学附属病院 2007/1/31

厚生連高岡病院 2007/1/31

高岡市民病院 2007/1/31

砺波 市立砺波総合病院 2007/1/31

石川県 能登北部

（4） 能登中部

★国立大学法人金沢大学医学部附属病院 2007/1/31

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 2007/1/31

石川県立中央病院 2007/1/31

金沢医科大学病院 2007/1/31

南加賀 国民健康保険小松市民病院 2007/1/31

福井県 ★福井県立病院 2007/1/31

（4） 国立大学法人福井大学医学部附属病院 2007/1/31

福井赤十字病院 2007/1/31

福井県済生会病院 2007/1/31

奥越

丹南

嶺南 独立行政法人国立病院機構福井病院 2007/1/31

山梨県 ★山梨県立中央病院 2006/8/24

（4） 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 2007/1/31

峡東 財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 2007/1/31

峡南

富士・東部・北麓 国民健康保険富士吉田市立病院 2007/1/31

長野県 佐久 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 2006/8/24

（10） 上小

諏訪 諏訪赤十字病院 2006/8/24

上伊那 伊奈中央病院 2009/4/1

飯伊 飯田市立病院 2007/1/31

木曽

★国立大学法人信州大学医学部附属病院 2006/8/24

特定・特別医療法人慈泉会相澤病院 2008/2/8

大北

長野赤十字病院 2007/1/31

長野市民病院 2007/1/31

北信

岐阜県 岐阜県総合医療センター 2008/2/8

（5）  岐阜市民病院 2008/2/8

★国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 2006/8/24

西濃 大垣市民病院 2008/2/8

中濃 医療法人厚生会木沢記念病院 2008/2/8

東濃 岐阜県立多治見病院 2008/2/8

飛騨 綜合病院高山赤十字病院 2008/2/8

松本

長野

上越

新川

富山

高岡

石川中央

福井・坂井

新潟

中越

中北

岐阜

※長野県では、二

次医療圏10カ所の

うち、4医療圏で拠

点病院が未整備で

あるところ、未指定
医療圏内の病院を

推薦することを基本

としている
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静岡県 賀茂

（8） 熱海伊東

★静岡県立静岡がんセンター 2006/8/24

順天堂大学医学部附属静岡病院 2007/1/31

沼津市立病院 2007/1/31

富士

静岡県立総合病院 2008/2/8

静岡市立静岡病院 2007/1/31

志太榛原 藤枝市立総合病院 2007/1/31

中東遠

（社）聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 2008/2/8

（社）聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 2008/2/8

県西部浜松医療センター 2007/1/31

国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 2007/1/31

愛知県 ★愛知県がんセンター中央病院 2007/1/31

（11） 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 2008/2/8

国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 2007/1/31

社会保険中京病院 2007/1/31

名古屋市立大学病院 2008/2/8

名古屋第一赤十字病院 2008/2/8

名古屋第二赤十字病院 2008/2/8

尾張中部

知多半島

海部 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 2008/2/8

尾張東部 公立陶生病院 2007/1/31

尾張西部 一宮市立市民病院 2007/1/31

尾張北部 小牧市民病院 2008/2/8

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 2007/1/31

西三河南部 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 2008/2/8

東三河北部

東三河南部 豊橋市民病院 2008/2/8

三重県 北勢 三重県立総合医療センター 2008/2/8

（4） 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 2008/2/8

★国立大学法人三重大学医学部附属病院 2007/1/31

山田赤十字病院 2008/2/8

三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 2008/2/8

東紀州

滋賀県 大津 大津赤十字病院 2008/2/8

（7） 湖南 ★滋賀県立成人病センター（地域拠点⇒県拠点） 2009/4/1

甲賀 公立甲賀病院 2008/2/8

東近江

湖東 彦根市立病院 2009/4/1

湖北 市立長浜病院 2008/2/8

湖西

京都府 丹後

（6） 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 2007/1/31

市立福知山市民病院 2007/1/31

南丹

★国立大学法人京都大学医学部附属病院 2009/4/1

★公立大学法人京都府立医科大学附属病院 2006/8/24

社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 2007/1/31

京都市立病院 2007/1/31

京都第一赤十字病院 2007/1/31

京都第二赤十字病院 2007/1/31

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 2007/1/31

山城北

山城南

駿東田方

静岡

西部

名古屋

中勢伊賀

南勢志摩

※滋賀県では、地

域拠点として指定さ

れている県立成人

病センターを県拠点
として推薦

中丹

京都・乙訓

※京都府では、2カ所目の

府拠点として、京大病院を

推薦。両病院の連携強化

のため副知事をトップとする

「京都府がん対策総合戦略

推進会議」を設置し、人事

交流の仕組みなどを構築し

ていく方針

※今回推薦の京大病院の

ある京都・乙訓医療圏には6

病院が既指定であるが、同

医療圏の拠点病院が拠点

病院未整備の南丹、山城

北、山城南医療圏をカバー

していく方針
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大阪府 大阪大学医学部附属病院 2009/4/1

（8） 市立豊中病院 2008/2/8

大阪医科大学附属病院 2009/4/1

高槻赤十字病院 2008/2/8

北河内 社団法人全国社会保険協会連合会星ヶ丘厚生年金病院 2008/2/8

中河内 東大阪市立総合病院 2008/2/8

近畿大学医学部附属病院 2009/4/1

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 2008/2/8

堺市 独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院 2008/2/8

泉州 市立岸和田市民病院 2008/2/8

公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 2009/4/1

大阪市立総合医療センター 2008/2/8

★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 2007/1/31

大阪赤十字病院 2008/2/8

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 2008/2/8

兵庫県 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 2009/4/1

（10） 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 2007/1/31

神戸市立医療センター中央市民病院 2007/1/31

独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 2007/1/31

兵庫医科大学病院 2007/2/8

阪神北 公立学校共済組合近畿中央病院 2007/1/31

東播磨 ★兵庫県立がんセンター 2007/1/31

北播磨 西脇市立西脇病院 2008/2/8

姫路赤十字病院 2007/1/31

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 2007/1/31

西播磨 赤穂市民病院 2007/1/31

但馬 公立豊岡病院組合立豊岡病院 2007/1/31

丹波 兵庫県立柏原病院 2007/2/8

淡路 兵庫県立淡路病院 2007/1/31

奈良県 市立奈良病院 2009/4/1

（5） 県立奈良病院 2008/2/8

国保中央病院 2007/1/31

天理よろづ相談所病院 2008/2/8

南和

西和 近畿大学医学部奈良病院 2008/2/8

中和 ★公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 2008/2/8

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 2008/2/8

（7） ★公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 2007/1/31

那賀 公立那賀病院 2008/2/8

橋本 橋本市民病院 2007/1/31

有田

御坊

社会保険紀南病院 2006/8/24

独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療センター 2006/8/24

新宮

鳥取県 鳥取県立中央病院 2007/1/31

（3） 鳥取市立病院 2007/1/31

中部 鳥取県立厚生病院 2008/2/8

★国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 2008/2/8

独立行政法人国立病院機構米子医療センター 2008/2/8

島根県 隠岐

（7） 松江市立病院 2008/2/8

松江赤十字病院 2008/2/8

雲南

★国立大学法人島根大学医学部附属病院 2008/2/8

島根県立中央病院 2008/2/8

大田

浜田 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 2008/2/8

益田 益田赤十字病院 2008/2/8

豊能

三島

南河内

大阪市

※大阪府では、拠点病

院と今回推薦の4大学

病院で構成する「大阪

府がん診療連携協議

会」を設置しており、地

域におけるがん医療水準

の向上を目指し、府内が

ん診療連携拠点病院及

び二次医療圏の連携に

努めているところ

※大阪府では、推薦に

当たり府独自の要件とし

て、府が行うがん登録事

業において院内がん登録

のデータを提供することな

どを定め、病院を選定し

ている

※今回推薦した病院が

拠点病院に指定されるこ

とにより、「オンコロジーセ

ンターネットワーク」が形成

される

神戸

阪神南

中播磨

※新規指定を求め

ている国立病院機

構神戸医療セン

ターは、圏域3カ所

目であるが、神戸医
療圏は人口150万

人を超える圏域

※拠点病院間の機

能的役割分担、拠

点病院を中心とした

兵庫県としてもがん
対策については、推

薦意見書参照

奈良

東和
※県全体として、空白の

南和保健医療圏のがん

医療を分担することとし

ており、今回推薦の市立

奈良病院は、拠点病院

が未整備の南和医療圏

へ医師派遣を行っている

和歌山

田辺

東部

西部

松江

出雲
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岡山県 岡山済生会総合病院 2008/2/8

（5） 総合病院岡山赤十字病院 2008/2/8

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 2008/2/8

★国立大学法人岡山大学病院 2006/8/24

真庭

財団法人倉敷中央病院 2008/2/8

川崎医科大学附属病院 2008/2/8

高梁・新見

津山・英田 財団法人津山慈風会津山中央病院 2008/2/8

広島県 ★国立大学法人広島大学病院 2006/8/24

（7） 県立広島病院 2006/8/24

広島市立広島市民病院 2006/8/24

広島赤十字・原爆病院 2006/8/24

広島西 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 2006/8/24

呉 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 2006/8/24

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 2006/8/24

尾三 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 2006/8/24

福山・府中 福山市民病院 2006/8/24

備北 市立三次中央病院 2006/8/24

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 2008/2/8

（8） 柳井 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 2008/2/8

周南 綜合病院社会保険徳山中央病院 2008/2/8

山口県立総合医療センター 2008/2/8

綜合病院山口赤十字病院 2008/2/8

萩

宇部・小野田 ★国立大学法人山口大学医学部附属病院 2007/1/31

下関 下関市立中央病院 2006/8/24

長門

徳島県 ★徳島県立中央病院 2006/8/24

（6） 国立大学法人徳島大学病院 2007/1/31

東部Ⅱ

南部Ⅰ 徳島赤十字病院 2007/1/31

南部Ⅱ

西部Ⅰ

西部Ⅱ

香川県 大川

（5） 小豆

★国立大学法人香川大学医学部附属病院 2009/4/1

香川県立中央病院 2008/2/8

高松赤十字病院 2007/1/31

中讃 独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院 2006/8/24

三豊 三豊総合病院 2008/2/8

愛媛県 宇摩

（6） 新居浜・西条 住友別子病院 2008/2/8

今治 済生会今治病院 2007/1/31

★独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 2007/1/31

国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 2007/1/31

愛媛県立中央病院 2007/1/31

松山赤十字病院 2007/1/31

八幡浜・大洲

宇和島 市立宇和島病院 2008/2/8

高知県 安芸

（4） 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2008/2/8

高知赤十字病院 2008/2/8

★国立大学法人高知大学医学部附属病院 2006/8/24

高幡

幡多

東部Ⅰ

高松※香川県では、県拠点

が未整備であるところ、

地域拠点で指定されて

いる香川大学医学部附

属病院を県拠点として

推薦

県南東部

松山

中央

県南西部

広島

山口・防府
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福岡県 ★独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 2008/2/8

（13） ★国立大学法人九州大学病院 2008/2/8

独立行政法人国立病院機構九州医療センター 2008/2/8

福岡県済生会福岡総合病院 2008/2/8

福岡大学病院 2008/2/8

粕屋 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 2008/2/8

宗像

筑紫

朝倉

久留米大学病院 2008/2/8

聖マリア病院 2008/2/8

八女・筑後 公立八女総合病院 2008/2/8

有明 大牟田市立総合病院 2008/2/8

飯塚 飯塚病院 2008/2/8

直方・鞍手

田川 社会保険田川病院 2008/2/8

北九州市立医療センター 2008/2/8

九州厚生年金病院 2008/2/8

産業医科大学病院 2008/2/8

京築

佐賀県 ★佐賀県立病院好生館 2007/1/31

（5） 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 2007/1/31

東部

北部 唐津赤十字病院 2007/1/31

西部

南部 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 2007/1/31

長崎県 長崎市立市民病院 2008/2/8

（9） ★国立大学法人長崎大学医学部・歯学部附属病院 2007/1/31

日本赤十字社長崎原爆病院 2008/2/8

五島

上五島

佐世保 佐世保市立総合病院 2008/2/8

県北

県央 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 2008/2/8

壱岐

対馬

県南 長崎県立島原病院 2007/1/31

熊本県 熊本市立熊本市民病院 2008/2/8

（11） 熊本赤十字病院 2008/2/8

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 2008/2/8

社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 2008/2/8

★国立大学法人熊本大学医学部附属病院 2006/8/24

宇城

鹿本

菊池

阿蘇

上益城

有明 荒尾市民病院 2008/2/8

八代 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 2007/1/31

芦北

球磨 健康保険人吉総合病院 2007/1/31

天草

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 2008/2/8

（6） 北部

大分赤十字病院 2008/2/8

大分県立病院 2008/2/8

★国立大学法人大分大学医学部附属病院 2008/2/8

南部

豊肥

西部 大分県済生会日田病院 2008/2/8

熊本

中部

福岡・糸島

久留米

北九州

長崎

中部
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宮崎県 宮崎県立宮崎病院 2008/2/8

（4） ★国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 2008/2/8

宮崎県西がん医療圏 独立行政法人国立病院機構都城病院 2008/2/8

宮崎県北がん医療圏 宮崎県立延岡病院 2008/2/8

宮崎県南がん医療圏 宮崎県立日南病院 2008/2/8

鹿児島県 ★国立大学法人鹿児島大学病院 2006/8/24

（9） 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 2006/8/24

南薩 鹿児島県立薩南病院 2007/1/31

川薩 社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院 2008/2/8

出水

姶良・伊佐 独立行政法人国立病院機構南九州病院 2008/2/8

曽於

肝属 県民健康プラザ鹿屋医療センター 2008/2/8

熊毛

奄美 鹿児島県立大島病院 2007/1/31

沖縄県 北部 社団法人北部地区医師会病院 2008/2/8

（5） 中部 沖縄県立中部病院 2007/1/31

地方独立行政法人那覇市立病院 2008/2/8

★国立大学法人琉球大学医学部附属病院 2008/2/8

宮古

八重山

都道府県がん診療連携拠点病院 51病院

地域がん診療連携拠点病院 324病院

合計 375病院

宮崎県央がん医療圏

鹿児島

南部


