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番号
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統括責任者
101 00 北海道 旭川医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 旭川医科⼤学 北海道 北⽥正博
101 01 連携 北海道⼤学病院乳腺外科 北海道
101 02 連携 KKR札幌医療センター 北海道
101 03 連携 NTT東⽇本札幌病院 外科 北海道
101 04 連携 札幌徳洲会病院 北海道
101 05 連携 北⾒⾚⼗字病院 北海道
101 06 連携 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 釧路労災病院 北海道

102 00 北海道 札幌医科⼤学附属病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 札幌医科⼤学附属病院 北海道 九冨五郎

102 01 連携 市⽴札幌病院 北海道
102 02 連携 市⽴釧路総合病院 北海道
102 03 連携 砂川市⽴病院 北海道
102 04 連携 ⼿稲渓仁会病院 北海道
102 05 連携 医療法⼈社団 札幌ことに乳腺クリニック 北海道
102 06 連携 国⽴病院機構 北海道がんセンター 北海道
102 07 連携 函館五稜郭病院 北海道
102 08 連携 勤医協中央病院 北海道
102 09 連携 釧路⾚⼗字病院 北海道
102 10 連携 製鉄記念室蘭病院 北海道
201 00 東北 岩⼿県⽴中央病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 岩⼿県⽴中央病院 岩⼿県 宇佐美伸
201 01 連携 岩⼿医科⼤学附属病院 岩⼿県
201 02 連携 岩⼿県⽴中部病院 岩⼿県
201 03 連携 岩⼿県⽴磐井病院 岩⼿県
201 04 連携 国⽴病院機構弘前病院 ⻘森県
201 05 連携 ⼋⼾市⽴市⺠病院 ⻘森県
201 06 連携 秋⽥⼤学医学部附属病院 秋⽥県
202 00 東北 東北⼤学病院 乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 東北⼤学病院 宮城県 ⽯⽥孝宣
202 01 連携 市⽴函館病院 北海道
202 02 連携 弘前⼤学医学部附属病院 ⻘森県
202 03 連携 ⻘森県⽴中央病院 ⻘森県
202 04 連携 ⼋⼾市⽴市⺠病院 ⻘森県
202 05 連携 つがる総合病院 ⻘森県
202 06 連携 岩⼿県⽴中央病院 岩⼿県
202 07 連携 岩⼿県⽴中部病院 岩⼿県
202 08 連携 岩⼿県⽴磐井病院 岩⼿県
202 09 連携 秋⽥⼤学医学部附属病院 秋⽥県
202 10 連携 ⼭形⼤学医学部附属病院 ⼭形県
202 11 連携 ⽇本海総合病院 ⼭形県
202 12 連携 いわき市医療センター 福島県
202 13 連携 ⽯巻⾚⼗字病院 宮城県
202 14 連携 国⽴病院機構 仙台医療センター 宮城県
202 15 連携 仙台⾚⼗字病院 宮城県
202 16 連携 東北公済病院 宮城県
202 17 連携 東北労災病院 宮城県
202 18 連携 みやぎ県南中核病院 宮城県
202 19 連携 ⼤崎市⺠病院 宮城県
202 20 連携 仙台市⽴病院 宮城県
202 21 連携 平⿅総合病院 秋⽥県

203 00 東北 福島県⽴医科⼤学附属病院乳腺専⾨研修カリキュ
ラム

基幹 公⽴⼤学法⼈福島県⽴医科⼤学附属病院 福島県 ⼤⽵徹

203 01 連携 国⽴病院機構 仙台医療センター 宮城県
203 02 連携 星総合病院 福島県
203 03 連携 いわき市医療センター 福島県
203 04 連携 北福島医療センター 福島県

203 05 連携
⼀般財団法⼈脳神経疾患研究所 附属総合南東北
病院

福島県

203 06 連携 公益財団法⼈ときわ会常磐病院 福島県
301 00 関東 筑波⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 筑波⼤学附属病院 茨城県 原尚⼈

301 01 連携
公益財団法⼈筑波メディカルセンター 筑波メ
ディカルセンター病院

茨城県

301 02 連携 茨城県⽴中央病院 茨城県
301 03 連携 国⽴病院機構 霞ヶ浦医療センター 茨城県
301 04 連携 株式会社⽇⽴製作所 ⽇⽴総合病院 茨城県
301 05 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⽔⼾医療センター 茨城県
301 06 連携 国⽴がん研究センター東病院 千葉県
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302 00 関東 群⾺⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 群⾺⼤学医学部附属病院 群⾺県 藤井孝明

302 01 連携
独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 ⾼崎総合医療セン
ター

群⾺県

302 02 連携 埼⽟県⽴ がんセンター 埼⽟県
302 03 連携 伊勢崎市⺠病院 群⾺県
302 04 連携 国⽴病院機構渋川医療センター 群⾺県
302 05 連携 群⾺県⽴がんセンター 群⾺県
303 00 関東 ⾃治医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⾃治医科⼤学附属病院 乳腺科 栃⽊県 原尾美智⼦
303 01 連携 とちぎメディカルセンターしもつが 栃⽊県
303 02 連携 新⼩⼭市⺠病院 栃⽊県

303 03 連携 社会医療法⼈ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾗｲｱﾝｽ東埼⽟総合病院 埼⽟県

304 00 関東 獨協医⼤乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 獨協医科⼤学病院 栃⽊県 林光弘
305 00 関東 新潟⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 新潟⼤学医⻭学総合病院 新潟県 ⼩⼭諭
305 01 連携 新潟県⽴がんセンター新潟病院 新潟県
305 02 連携 新潟県⽴新発⽥病院 新潟県
305 03 連携 新潟市⺠病院 新潟県
305 04 連携 済⽣会新潟病院 新潟県
305 05 連携 ⻑岡⾚⼗字病院 新潟県
305 06 連携 柏崎総合医療センター 新潟県
305 07 連携 新潟県⽴中央病院 新潟県

306 00 関東 新潟県⽴がんセンター新潟病院乳腺専⾨研修カリ
キュラム

基幹 新潟県⽴がんセンター新潟病院 新潟県 佐藤信昭

306 01 連携 新潟⼤学医⻭学総合病院 新潟県
306 02 連携 新潟県⽴新発⽥病院 新潟県
306 03 連携 新潟市⺠病院 新潟県
306 04 連携 済⽣会新潟病院 新潟県
306 05 連携 ⻑岡⾚⼗字病院 新潟県
306 06 連携 柏崎総合医療センター 新潟県
306 07 連携 新潟県⽴中央病院 新潟県
307 00 関東 新潟県⽴中央病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 新潟県⽴中央病院 新潟県 佐藤友威
307 01 連携 新潟⼤学医⻭学総合病院 新潟県
307 02 連携 新潟県⽴がんセンター新潟病院 新潟県
307 03 連携 新潟県⽴新発⽥病院 新潟県
307 04 連携 新潟市⺠病院 新潟県
307 05 連携 済⽣会新潟病院 新潟県
307 06 連携 ⻑岡⾚⼗字病院 新潟県
307 07 連携 柏崎総合医療センター 新潟県

308 00 関東 埼⽟メディカルセンター乳腺専⾨研修カリキュラ
ム

基幹 埼⽟メディカルセンター 埼⽟県 関⼤仁

309 00 関東 埼⽟医科⼤学総合医療センター 乳腺専⾨研修カリ
キュラム

基幹 埼⽟医科⼤学総合医療センター 埼⽟県 北條隆

309 01 連携 国⽴がん研究センター東病院 千葉県

310 00 関東 埼⽟医科⼤学国際医療センター乳腺専⾨研修カリ
キュラム

基幹 埼⽟医科⼤学国際医療センター 埼⽟県 ⼤崎昭彦

310 01 連携 ⼤和市⽴病院 神奈川県
310 02 連携 埼⽟医科⼤学総合医療センター 埼⽟県
310 03 連携 ⾚⼼堂病院 埼⽟県
310 04 連携 社会医療法⼈財団 慈泉会 相澤病院 ⻑野県
310 05 連携 JR東京総合病院 東京都
310 06 連携 社会医療法⼈財団 ⽯⼼会 埼⽟⽯⼼会病院 埼⽟県
311 00 関東 杏林⼤学乳腺外科専⾨医カリキュラム 基幹 杏林⼤学医学部付属病院 東京都 井本滋

312 00 関東 ⽇本⻭科⼤学附属病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⽇本⻭科⼤学附属病院 東京都 櫻井健⼀

313 00 関東 国⽴がん研究センター中央病院乳腺専⾨研修カリ
キュラム

基幹 国⽴がん研究センター中央病院 東京都 ⾸藤昭彦

313 01 連携 国⽴がん研究センター東病院 千葉県

314 00 関東 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院乳腺専⾨研修カリ
キュラム

基幹 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院 東京都 多⽥敬⼀郎

314 01 連携 ⽇本⼤学病院 東京都
314 02 連携 社会医療法⼈財団 ⼤和会 東⼤和病院 東京都
314 03 連携 本庄総合病院 埼⽟県
314 04 連携 川⼝市⽴医療センター 埼⽟県

315 00 関東 東邦⼤学医療センター⼤森病院乳腺専⾨研修カリ
キュラム

基幹 東邦⼤学医療センター⼤森病院 東京都 緒⽅秀昭

315 01 連携 公益財団法⼈東京都保健医療公社荏原病院 東京都
315 02 連携 医療法⼈社団松和会池上総合病院 東京都
315 03 連携 友愛記念病院 茨城県
316 00 関東 NCGM乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 国⽴国際医療研究センター病院 東京都 北川⼤
316 01 連携 ⽴川相互病院 東京都
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317 00 関東 ⻁の⾨病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⻁の⾨病院 東京都 川端英孝
317 01 連携 東京共済病院 東京都
318 00 関東 東京医療センター乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 国⽴病院機構 東京医療センター 東京都 松井哲
318 01 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 相模原病院 神奈川県
319 00 関東 聖路加国際病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 聖路加国際病院 東京都 林直輝
319 01 連携 社会医療法⼈博愛会 相良病院 ⿅児島県
319 02 連携 ⼀宮⻄病院 愛知県
319 03 連携 名古屋⼤学医学部附属病院 愛知県
319 04 連携 がん研究会有明病院 東京都
319 05 連携 社会医療法⼈敬愛会中頭病院 沖縄県
320 00 関東 東⼤外科乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 東京⼤学医学部附属病院 東京都 ⽥辺真彦
320 01 連携 JR東京総合病院 東京都
320 02 連携 東京警察病院 東京都
320 03 連携 ⽇本郵政(株)東京逓信病院 東京都

320 04 連携
地域医療機能推進機構 東京⼭⼿メディカルセン
ター

東京都

320 05 連携 社団医療法⼈河北財団 河北総合病院 東京都
321 00 関東 慶應義塾⼤学病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 慶應義塾⼤学病院 東京都 林⽥哲
321 01 連携 ⼀般財団法⼈ 神奈川県警友会 けいゆう病院 神奈川県
321 02 連携 杏林⼤学医学部付属病院 東京都
321 03 連携 国⽴がん研究センター中央病院 東京都
321 04 連携 国⽴がん研究センター東病院 千葉県
321 05 連携 佐野厚⽣総合病院 栃⽊県
321 06 連携 栃⽊県済⽣会宇都宮病院 栃⽊県
321 07 連携 済⽣会横浜市東部病院 神奈川
321 08 連携 埼⽟メディカルセンター 埼⽟県
321 09 連携 ⽔⼾⾚⼗字病院 茨城県
321 10 連携 川崎市⽴井⽥病院 神奈川県
321 11 連携 川崎市⽴川崎病院 神奈川県
321 12 連携 ⾜利⾚⼗字病院 栃⽊県
321 13 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 東京医療センター 東京都
321 14 連携 東京⻭科⼤学市川総合病院 千葉県
321 15 連携 地⽅独⽴⾏政法⼈ 栃⽊県⽴がんセンター 栃⽊県
321 16 連携 那須⾚⼗字病院 栃⽊県
321 17 連携 平塚市⺠病院 神奈川県
321 18 連携 国家公務員共済組合連合会 ⽴川病院 東京都
321 19 連携 静岡⾚⼗字病院 静岡県
321 20 連携 北⾥⼤学 北⾥研究所病院 東京都

322 00 関東 東京医科⼤学 ⼋王⼦医療センター乳腺専⾨研修カ
リキュラム

基幹 東京医科⼤学 ⼋王⼦医療センター 東京都 ⼭⽥公⼈

322 01 連携 東京医科⼤学茨城医療センター 茨城県
322 02 連携 東京医科⼤学病院 東京都
323 00 関東 帝京⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 帝京⼤学医学部附属病院 東京都 神野浩光
323 01 連携 社会医療法⼈財団互恵会 ⼤船中央病院 神奈川県
323 02 連携 国⽴がん研究センター中央病院 東京都
323 03 連携 国⽴がん研究センター東病院 千葉県
323 04 連携 埼⽟メディカルセンター 埼⽟県
324 00 関東 昭和⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 昭和⼤学病院 東京都 中村清吾
324 01 連携 昭和⼤学藤が丘病院 神奈川県
324 02 連携 昭和⼤学江東豊洲病院 東京都
324 03 連携 NTT東⽇本関東病院 東京都
324 04 連携 国⽴がん研究センター中央病院 東京都
325 00 関東 がん研究会有明病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 がん研究会有明病院 東京都 ⼤野真司
325 01 連携 国⽴がん研究センター中央病院 東京都
325 02 連携 聖路加国際病院 東京都
325 03 連携 国⽴⼤学法⼈ 富⼭⼤学附属病院 富⼭県
325 04 連携 ⽇本⾚⼗字社医療センター 東京都
325 05 連携 医療法⼈社団誠馨会 新東京病院 千葉県
326 00 関東 順天堂⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 東京都 堀本義哉
326 01 連携 順天堂⼤学医学部附属浦安病院 千葉県
326 02 連携 順天堂⼤学医学部附属静岡病院 静岡県
326 03 連携 順天堂⼤学医学部附属練⾺病院 東京都
326 04 連携 埼⽟県済⽣会川⼝総合病院 埼⽟県
326 05 連携 ⽇本私⽴学校振興.共済事業団 東京臨海病院 東京都
326 06 連携 さいたま⾚⼗字病院 埼⽟県
326 07 連携 医療法⼈鉄蕉会 ⻲⽥総合病院 千葉県
326 08 連携 医療法⼈社団善仁会 ⼩⼭記念病院 茨城県
326 09 連携 越⾕市⽴病院 外科 埼⽟県
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327 00 関東 東京慈恵会医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 東京慈恵会医科⼤学附属病院 東京都 野⽊裕⼦
327 01 連携 東京慈恵会医科⼤学葛飾医療センター 東京都
327 02 連携 東京慈恵会医科⼤学附属第三病院 東京都
327 03 連携 東京慈恵会医科⼤学附属柏病院 千葉県
327 04 連携 国⽴がん研究センター中央病院 東京都

328 00 関東 東京⼥⼦医科⼤学附属⾜⽴医療センター乳腺専⾨
研修カリキュラム

基幹 東京⼥⼦医科⼤学附属⾜⽴医療センター 東京都 平野明

328 01 連携 三和病院 千葉県
328 02 連携 東京⼥⼦医科⼤学附属⼋千代医療センター 千葉県
329 00 関東 東京⼥⼦医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 東京⼥⼦医科⼤学病院 東京都 神尾孝⼦
329 01 連携 東京⼥⼦医科⼤学附属⼋千代医療センター 千葉県
330 00 関東 都⽴駒込病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 東京都⽴駒込病院 東京都 有賀智之
330 01 連携 東京都⽴墨東病院 東京都
331 00 関東 東京医科⻭科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 東京医科⻭科⼤学病院 東京都 中川剛⼠
331 01 連携 東京都⽴駒込病院 東京都
331 02 連携 武蔵野⾚⼗字病院 東京都
331 03 連携 ⽇本郵政(株)東京逓信病院 東京都
331 04 連携 国⽴がん研究センター中央病院 東京都
332 00 関東 東京⻄徳洲会病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 東京⻄徳洲会病院 東京都 佐藤⼀彦
332 01 連携 ⼤垣徳洲会病院 岐⾩県
332 02 連携 医療法⼈徳洲会 湘南鎌倉総合病院 神奈川県
333 00 関東 東京医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 東京医科⼤学病院 東京都 ⽯川孝
333 01 連携 東京医科⼤学 ⼋王⼦医療センター 東京都
333 02 連携 東京医科⼤学茨城医療センター 茨城県
333 03 連携 横浜市⽴⼤学附属病院 神奈川県
333 04 連携 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター 神奈川県
333 05 連携 社会福祉法⼈ 三井記念病院 東京都
333 06 連携 横浜労災病院 神奈川県
333 07 連携 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院 神奈川県
333 08 連携 国⽴がん研究センター東病院 千葉県
333 09 連携 医療法⼈社団東光会 ⼾⽥中央総合病院 埼⽟県
334 00 関東 ⽇本医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⽇本医科⼤学付属病院 東京都 武井寛幸
334 01 連携 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 神奈川県
334 02 連携 ⽇本医科⼤学千葉北総病院 千葉県
334 03 連携 ⽇本医科⼤学多摩永⼭病院 東京都
334 04 連携 北村⼭公⽴病院 ⼭形県
334 05 連携 ⾕津保健病院 千葉県
334 06 連携 南町⽥病院 東京都
334 07 連携 医療法⼈ 五星会 菊名記念病院 神奈川県

335 00 関東 国⽴病院機構千葉医療センター乳腺専⾨研修カリ
キュラム

基幹 国⽴病院機構 千葉医療センター 千葉県 鈴⽊正⼈

336 00 関東 千葉⼤学医学部附属病院乳腺専⾨研修カリキュラ
ム

基幹 千葉⼤学医学部附属病院 千葉県 ⻑嶋健

336 01 連携 千葉県がんセンター 千葉県
336 02 連携 千葉労災病院 千葉県
336 03 連携 聖隷佐倉市⺠病院 千葉県
336 04 連携 沼津市⽴病院 静岡県
336 05 連携 井上記念病院 千葉県
336 06 連携 国⽴病院機構 千葉医療センター 千葉県
336 07 連携 千葉県済⽣会習志野病院 千葉県
336 08 連携 東京都⽴多摩総合医療センター 東京都
336 09 連携 国保直営総合病院君津中央病院 千葉県
336 10 連携 千葉市⽴海浜病院 千葉県
336 11 連携 船橋市⽴医療センター 千葉県

337 00 関東 船橋市⽴医療センター乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 船橋市⽴医療センター 千葉県 松崎弘志

337 01 連携 千葉中央メディカルセンター 千葉県
338 00 関東 ⻲⽥総合病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 医療法⼈鉄蕉会 ⻲⽥総合病院 千葉県 福間英祐
338 01 連携 社会医療法⼈友愛会友愛医療センター 沖縄県
338 02 連携 社会医療法⼈ 北⽃ 北⽃病院 北海道
338 03 連携 社会医療法⼈敬愛会中頭病院 沖縄県
338 04 連携 川崎医科⼤学総合医療センター 岡⼭県
338 05 連携 三河乳がんクリニック 愛知県
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339 00 関東 神奈川県⽴がんセンター乳腺専⾨研修カリキュラ
ム

基幹 神奈川県⽴がんセンター 神奈川県 ⼭下年成

339 01 連携 横浜市⽴⼤学附属病院 神奈川県
339 02 連携 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター 神奈川県
339 03 連携 神奈川県済⽣会横浜市南部病院 神奈川県
339 04 連携 平塚共済病院 神奈川県

340 00 関東 聖マリアンナ医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 聖マリアンナ医科⼤学病院 神奈川県 津川浩⼀郎

340 01 連携 川崎市⽴多摩病院 神奈川県
340 02 連携 国⽴がん研究センター中央病院 東京都
340 03 連携 社会医療法⼈社団三思会 東名厚⽊病院 神奈川県

340 04 連携
社会医療法⼈ジャパンメディカルアライアンス海
⽼名総合病院

神奈川県

340 05 連携 川⼝市⽴医療センター 埼⽟県
340 06 連携 国⽴がん研究センター東病院 千葉県
341 00 関東 北⾥⼤学病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 北⾥⼤学病院 神奈川県 三階貴史
341 01 連携 上尾中央総合病院 埼⽟県
341 02 連携 ⾜利⾚⼗字病院 栃⽊県
341 03 連携 川崎市⽴川崎病院 神奈川県
341 04 連携 ⼀般財団法⼈ 神奈川県警友会 けいゆう病院 神奈川県
341 05 連携 栃⽊県済⽣会宇都宮病院 栃⽊県
341 06 連携 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 相模野病院 神奈川県
341 07 連携 相模原協同病院 神奈川県
341 08 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 相模原病院 神奈川県
341 09 連携 那須⾚⼗字病院 栃⽊県
341 10 連携 社会医療法⼈財団 ⼤和会 東⼤和病院 東京都
341 11 連携 ⼤和市⽴病院 神奈川県
341 12 連携 平塚市⺠病院 神奈川県

341 13 連携
社会医療法⼈ジャパンメディカルアライアンス海
⽼名総合病院

神奈川県

342 00 関東 東海⼤学乳腺外科乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 東海⼤学医学部付属病院 神奈川県 新倉直樹
342 01 連携 聖隷横浜病院 神奈川県
342 02 連携 東海⼤学医学部付属⼋王⼦病院 東京都
342 03 連携 池上総合病院 東京都

343 00 関東 横浜市⽴⼤学附属センター病院乳腺専⾨研修カリ
キュラム

基幹 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター 神奈川県 成井⼀隆

343 01 連携 横浜市⽴⼤学附属病院 神奈川県
343 02 連携 横浜労災病院 神奈川県
343 03 連携 横浜市⽴市⺠病院 神奈川県
343 04 連携 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院 神奈川県
343 05 連携 藤沢市⺠病院 神奈川県
343 06 連携 茅ヶ崎市⽴病院 神奈川県
343 07 連携 横須賀共済病院 神奈川県
343 11 連携 東京医科⼤学病院 東京都
343 08 連携 神奈川県⽴がんセンター 神奈川県
343 09 連携 平塚共済病院 神奈川県
343 10 連携 神奈川県済⽣会横浜市南部病院 神奈川県
344 00 関東 横浜労災病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 横浜労災病院 神奈川県 千島隆司
344 01 連携 横浜市⽴⼤学附属病院 神奈川県
344 02 連携 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター 神奈川県
344 03 連携 横浜市⽴市⺠病院 神奈川県
344 04 連携 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院 神奈川県
344 05 連携 藤沢市⺠病院 神奈川県
344 06 連携 茅ヶ崎市⽴病院 神奈川県
344 07 連携 横須賀共済病院 神奈川県
344 08 連携 東京医科⼤学病院 東京都

345 00 関東 横浜市⽴⼤学附属病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 横浜市⽴⼤学附属病院 神奈川県 菅沼伸康

345 01 連携 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター 神奈川県
345 02 連携 神奈川県⽴がんセンター 神奈川県
345 03 連携 神奈川県済⽣会横浜市南部病院 神奈川県
345 04 連携 平塚共済病院 神奈川県
345 05 連携 横浜市⽴市⺠病院 神奈川県
345 06 連携 横浜労災病院 神奈川県
345 07 連携 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院 神奈川県
345 08 連携 藤沢市⺠病院 神奈川県
345 09 連携 茅ヶ崎市⽴病院 神奈川県
345 10 連携 横須賀共済病院 神奈川県
345 11 連携 東京医科⼤学病院 東京都
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401 00 中部 ⼭梨⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⼭梨⼤学医学部附属病院 ⼭梨県 中⼭裕⼦
401 01 連携 ⼭梨県⽴中央病院 ⼭梨県
401 02 連携 市⽴甲府病院 ⼭梨県
401 03 連携 ⼭梨厚⽣病院 ⼭梨県
401 04 連携 峡南医療センター企業団 富⼠川病院 ⼭梨県
401 05 連携 島⽥市⽴総合医療センター 静岡県
401 06 連携 浅間南麓こもろ医療センター ⻑野県
402 00 中部 ⼭梨県⽴中央病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⼭梨県⽴中央病院 ⼭梨県 中込博
402 01 連携 ⼭梨⼤学医学部附属病院 ⼭梨県
402 02 連携 ⼭梨厚⽣病院 ⼭梨県
402 03 連携 峡南医療センター企業団 富⼠川病院 ⼭梨県
402 04 連携 市⽴甲府病院 ⼭梨県
403 00 中部 ふじのくに乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 静岡県⽴総合病院 静岡県 常泉道⼦
403 01 連携 静岡市⽴静岡病院 静岡県
403 02 連携 静岡済⽣会総合病院 静岡県
403 03 連携 藤枝市⽴総合病院 静岡県
403 04 連携 沼津市⽴病院 静岡県
403 05 連携 浜松医科⼤学医学部附属病院 静岡県
403 06 連携 静岡県⽴静岡がんセンター 静岡県
403 07 連携 島⽥市⽴総合医療センター 静岡県
403 08 連携 静岡⾚⼗字病院 静岡県
404 00 中部 静岡乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 浜松医科⼤学医学部附属病院 静岡県 ⼩泉圭
404 01 連携 愛知県がんセンター 愛知県
404 02 連携 磐⽥市⽴総合病院 静岡県
404 03 連携 がん研究会有明病院 東京都
404 04 連携 静岡県⽴静岡がんセンター 静岡県
404 05 連携 静岡県⽴総合病院 静岡県
404 06 連携 島⽥市⽴総合医療センター 静岡県
404 07 連携 聖隷浜松病院 静岡県
404 08 連携 浜松医療センター 静岡県
404 09 連携 藤枝市⽴総合病院 静岡県
405 00 中部 ⻑野⾚⼗字病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⻑野⾚⼗字病院 ⻑野県 浜善久
406 00 中部 信州⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 信州⼤学医学部附属病院 ⻑野県 伊藤研⼀
406 01 連携 諏訪⾚⼗字病院 ⻑野県
406 02 連携 ⻑野松代総合病院 ⻑野県
406 03 連携 ⻑野市⺠病院 ⻑野県
406 04 連携 松本市⽴病院 ⻑野県
406 05 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構信州上⽥医療センター ⻑野県
406 06 連携 飯⽥市⽴病院 ⻑野県

407 00 中部 ⽯川県⽴中央病院乳腺外科専⾨研修カリキュラム 基幹 ⽯川県⽴中央病院 ⽯川県 吉野裕司

407 01 連携 ⾦沢⼤学附属病院 ⽯川県

407 02 連携
富⼭県厚⽣農業協同組合連合会⾼岡病院（厚⽣連
⾼岡病院）

富⼭県

408 00 中部 ⾦沢医科⼤学病院 乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⾦沢医科⼤学病院 ⽯川県 井⼝雅史
408 01 連携 医療法⼈社団藤聖会 富⼭⻄総合病院 富⼭県
408 02 連携 富⼭県⽴中央病院 富⼭県

409 00 中部 福井県済⽣会病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会⽀部 福井県済⽣会
病院

福井県 加藤久美⼦

409 01 連携 福井県⽴病院 福井県
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410 00 中部 名古屋⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 名古屋⼤学医学附属病院 愛知県 増⽥慎三
410 01 連携 国⽴病院機構名古屋医療センター 愛知県
410 02 連携 愛知県がんセンター 愛知県
410 03 連携 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼀病院 愛知県
410 04 連携 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼆病院 愛知県
410 05 連携 名古屋掖済会病院 愛知県
410 06 連携 名古屋セントラル病院 愛知県
410 07 連携 総合上飯⽥第⼀病院 愛知県
410 08 連携 公⽴陶⽣病院 愛知県
410 09 連携 公⽴⻄知多総合病院 愛知県
410 10 連携 ⼀宮市⽴市⺠病院 愛知県
410 11 連携 岡崎市⺠病院 愛知県
410 12 連携 ⼩牧市⺠病院 愛知県
410 13 連携 常滑市⺠病院 愛知県
410 14 連携 豊橋市⺠病院 愛知県
410 15 連携 愛知県厚⽣農業協同組合連合会安城更⽣病院 愛知県
410 16 連携 愛知厚⽣連 海南病院 愛知県
410 17 連携 愛知県厚⽣農業協同組合連合会 江南厚⽣病院 愛知県
410 18 連携 愛知県厚⽣農業協同組合連合会 豊⽥厚⽣病院 愛知県
410 19 連携 愛知医科⼤学病院 乳腺・内分泌外科 愛知県
410 20 連携 岐⾩県⽴多治⾒病院 岐⾩県
410 21 連携 ⼤垣市⺠病院 岐⾩県
410 22 連携 総合病院中津川市⺠病院 岐⾩県
410 23 連携 公⽴学校共済組合東海中央病院 岐⾩県
410 24 連携 市⽴四⽇市病院 三重県
410 25 連携 静岡済⽣会総合病院 静岡県
410 26 連携 国⽴⼤学法⼈ 富⼭⼤学附属病院 富⼭県
410 27 連携 ⼤垣徳洲会病院 岐⾩県
410 28 連携 岐⾩⼤学医学部附属病院 岐⾩県
410 29 連携 聖路加国際病院 東京都
410 30 連携 国⽴がん研究センター中央病院 東京都
410 31 連携 がん研究会有明病院 東京都
410 32 連携 富⼭県⽴中央病院 富⼭県
411 00 中部 名古屋市⽴⼤学 乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 名古屋市⽴⼤学 愛知県 遠⼭⻯也
411 01 連携 愛知県がんセンター 愛知県
411 02 連携 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼀病院 愛知県
411 03 連携 トヨタ記念病院 愛知県
411 04 連携 稲沢厚⽣病院 愛知県
411 05 連携 刈⾕豊⽥総合病院 愛知県
411 06 連携 名古屋市⽴⼤学医学部附属⻄部医療センター 愛知県
411 07 連携 名古屋市⽴⼤学医学部附属東部医療センター 愛知県
411 08 連携 豊川市⺠病院 愛知県
411 09 連携 知多厚⽣病院 愛知県
412 00 中部 愛知医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 愛知医科⼤学病院 愛知県 中野正吾
412 01 連携 愛知県がんセンター 愛知県
413 00 中部 藤⽥医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 藤⽥医科⼤学 愛知県 喜島祐⼦
414 00 中部 愛知県がんセンター乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 愛知県がんセンター 愛知県 岩⽥広治
414 01 連携 名古屋市⽴⼤学病院 愛知県
414 02 連携 名古屋⼤学医学部附属病院 愛知県
415 00 中部 岡崎市⺠病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 岡崎市⺠病院 愛知県 村⽥透
416 00 中部 ⼀宮⻄病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⼀宮⻄病院 愛知県 ⽯⿊清介
416 01 連携 聖路加国際病院 東京都
417 00 中部 岐⾩⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 岐⾩⼤学医学部附属病院 岐⾩県 ⼆村学
417 01 連携 愛知県がんセンター 愛知県
417 02 連携 岐⾩県総合医療センター 岐⾩県
417 03 連携 岐⾩市⺠病院 岐⾩県
417 04 連携 名古屋⼤学医学部附属病院 愛知県

417 05 連携
岐⾩県厚⽣農業協同組合連合会 岐⾩・⻄濃医療
センター 岐北厚⽣病院

岐⾩県

417 06 連携 ⾼⼭⾚⼗字病院 岐⾩県
417 07 連携 松波総合病院 岐⾩県
417 08 連携 多治⾒市⺠病院 岐⾩県
417 09 連携 朝⽇⼤学病院 岐⾩県
417 10 連携 中部国際医療センター（旧⽊沢記念病院） 岐⾩県
418 00 中部 ⼤垣市⺠病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⼤垣市⺠病院 岐⾩県 ⻲井桂太郎
418 01 連携 愛知医科⼤学病院 乳腺・内分泌外科 愛知県
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419 00 中部 三重⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 三重⼤学医学部附属病院 三重県 ⼩川朋⼦
419 01 連携 伊勢⾚⼗字病院 三重県
419 02 連携 済⽣会松阪総合病院 三重県
419 03 連携 地⽅独⽴⾏政法⼈ 三重県⽴総合医療センター 三重県
419 04 連携 桑名市総合医療センター 三重県
419 05 連携 松阪中央総合病院 三重県
420 00 中部 市⽴四⽇市病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 市⽴四⽇市病院 三重県 ⽔野豊
501 00 近畿 京都⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 京都⼤学医学部附属病院 京都府 ⼾井雅和

501 01 連携
地⽅独⽴⾏政法⼈京都市⽴病院機構 京都市⽴病
院

京都府

501 02 連携 三菱京都病院 京都府
501 03 連携 公益社団法⼈京都保健会京都⺠医連中央病院 京都府
501 04 連携 福井⾚⼗字病院 福井県
501 05 連携 滋賀県⽴総合病院 滋賀県
501 06 連携 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 京都医療センター 京都府
501 07 連携 ⼤津⾚⼗字病院 滋賀県
501 08 連携 静岡市⽴静岡病院 静岡県
501 09 連携 京都桂病院 京都府
501 10 連携 公益財団法⼈天理よろづ相談所病院 奈良県
501 11 連携 島根県⽴中央病院 島根県
501 12 連携 奈良県総合医療センター 奈良県
501 13 連携 ⼤和⾼⽥市⽴病院 奈良県

501 14 連携
公益財団法⼈ ⼤原記念倉敷中央医療機構 倉敷
中央病院

岡⼭県

501 15 連携 ⾜⽴乳腺クリニック 京都府
502 00 近畿 京都府⽴医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 京都府⽴医科⼤学附属病院 京都府 阪⼝晃⼀
502 01 連携 京都第⼆⾚⼗字病院 京都府
502 02 連携 京都⼭城総合医療センター 京都府
502 03 連携 市⽴福知⼭市⺠病院外科 京都府
502 04 連携 ⻲岡市⽴病院 京都府
502 05 連携 市⽴奈良病院 奈良県
502 06 連携 済⽣会京都府病院 京都府
502 07 連携 済⽣会滋賀県病院 滋賀県
502 08 連携 パナソニック健康保険組合 松下記念病院 ⼤阪府
502 09 連携 京都⽥辺中央病院 京都府
502 10 連携 京都岡本記念病院 京都府
502 11 連携 洛和会⾳⽻病院 京都府
502 12 連携 社会医療法⼈ 誠光会 淡海医療センター 滋賀県
502 13 連携 医療法⼈虹樹会 おおえ乳腺クリニック 京都府
502 14 連携 医療法⼈ 加藤乳腺クリニック 滋賀県
502 15 連携 近江⼋幡市⽴総合医療センター 滋賀県
503 00 近畿 京都第⼀⾚⼗字病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 京都第⼀⾚⼗字病院 京都府 李哲柱
503 01 連携 滋賀医科⼤学医学部附属病院 滋賀県
503 02 連携 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 滋賀病院 滋賀県
503 03 連携 ⻑浜⾚⼗字病院 滋賀県

504 00 近畿 乳腺外科仁尾クリニック乳腺専⾨研修カリキュラ
ム

基幹 医療法⼈ 喜⽔会 乳腺外科 仁尾クリニック 京都府 仁尾義則
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505 00 近畿 ⼤阪⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⼤阪⼤学医学部附属病院 ⼤阪府 島津研三
505 01 連携 独⽴⾏政法⼈ 地域医療機能推進機構 ⼤阪病院 ⼤阪府
505 02 連携 国⽴⼤学法⼈ 富⼭⼤学附属病院 富⼭県
505 03 連携 地⽅独⽴⾏政法⼈りんくう総合医療センター ⼤阪府
505 04 連携 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 関⻄労災病院 兵庫県
505 05 連携 紀南病院 和歌⼭県
505 06 連携 公⽴学校共済組合 近畿中央病院 兵庫県
505 07 連携 国⽴病院機構⼤阪医療センター ⼤阪府
505 08 連携 堺市⽴総合医療センター ⼤阪府
505 09 連携 市⽴伊丹病院 兵庫県
505 10 連携 市⽴⾙塚病院 ⼤阪府
505 11 連携 市⽴吹⽥市⺠病院 ⼤阪府
505 12 連携 市⽴川⻄病院 兵庫県
505 13 連携 独⽴⾏政法⼈ 市⽴東⼤阪医療センター ⼤阪府
505 14 連携 市⽴豊中病院 ⼤阪府
505 15 連携 社会医療法⼈⼤道会 森之宮病院 ⼤阪府
505 16 連携 社会医療法⼈きつこう会 多根総合病院 ⼤阪府
505 17 連携 ⼤阪急性期・総合医療センター ⼤阪府
505 18 連携 ⼤阪警察病院 ⼤阪府
505 19 連携 ⼤阪府済⽣会千⾥病院 ⼤阪府
505 20 連携 ⼤阪労災病院 ⼤阪府
505 21 連携 国家公務員共済組合連合会⼤⼿前病院 ⼤阪府
505 22 連携 ⼋尾市⽴病院 ⼤阪府
505 23 連携 箕⾯市⽴病院 ⼤阪府
505 24 連携 ⼤阪ブレストクリニック ⼤阪府
505 25 連携 ⼤阪国際がんセンター ⼤阪府
505 26 連携 市⽴池⽥病院 ⼤阪府

27 連携 済⽣会富⽥林病院 ⼤阪府
506 00 近畿 ⼤阪市⽴⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 ⼤阪府 ⾼島勉
506 01 連携 ⼀般財団法⼈ 住友病院 ⼤阪府
506 02 連携 和泉市⽴総合医療センター ⼤阪府
506 03 連携 府中病院 ⼤阪府
506 04 連携 医療法⼈ 藤井会 ⽯切⽣喜病院 ⼤阪府
506 05 連携 社会医療法⼈ 景岳会 南⼤阪病院 ⼤阪府
507 00 近畿 近畿⼤学医学部乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 近畿⼤学医学部 ⼤阪府 菰池佳史
508 00 近畿 関⻄医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 関⻄医科⼤学附属病院 ⼤阪府 杉江知治
508 01 連携 関⻄医科⼤学⾹⾥病院 ⼤阪府
508 02 連携 関⻄医科⼤学総合医療センター ⼤阪府
508 03 連携 ⽇本⾚⼗字社⼤阪⾚⼗字病院 ⼤阪府
508 04 連携 ⼤阪国際がんセンター ⼤阪府

509 00 近畿 ⼤阪国際がんセンター乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⼤阪国際がんセンター ⼤阪府 中⼭貴寛

509 01 連携 ⼤阪⼤学医学部附属病院 ⼤阪府
509 02 連携 兵庫医科⼤学病院 乳腺・内分泌外科 兵庫県
509 03 連携 関⻄医科⼤学附属病院 ⼤阪府
509 04 連携 ⼤阪医科薬科⼤学病院 ⼤阪府
509 05 連携 春秋会 城⼭病院 ⼤阪府
509 06 連携 ⾼槻⾚⼗字病院 ⼤阪府
509 07 連携 市⽴ひらかた病院 ⼤阪府
509 08 連携 ⼤阪南医療センター ⼤阪府
510 00 近畿 ⼤阪京⼤乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⽇本⾚⼗字社⼤阪⾚⼗字病院 ⼤阪府 露⽊茂
510 01 連携 公益財団法⼈⽥附興⾵会 医学研究所北野病院 ⼤阪府
510 02 連携 関⻄電⼒病院 ⼤阪府
510 03 連携 ⼤阪府済⽣会野江病院 ⼤阪府
510 04 連携 市⽴岸和⽥市⺠病院 ⼤阪府
510 05 連携 ⼤和⾼⽥市⽴病院 奈良県
510 06 連携 佐藤病院 ⼤阪府
510 07 連携 関⻄医科⼤学附属病院 ⼤阪府

511 00 近畿 ⼤阪市⽴総合医療センター乳腺専⾨研修カリキュ
ラム

基幹 ⼤阪市⽴総合医療センター ⼤阪府 池⽥克実

512 00 近畿 ベルランド総合病院 乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 社会医療法⼈⽣⻑会 ベルランド総合病院 ⼤阪府 阿部元

513 00 近畿 ⼤阪ブレストクリニック乳腺専⾨研修カリキュラ
ム

基幹 ⼤阪ブレストクリニック ⼤阪府 芝英⼀

513 01 連携 兵庫医科⼤学病院 乳腺・内分泌外科 兵庫県
514 00 近畿 中南和乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⼤和⾼⽥市⽴病院 奈良県 加藤達史
514 01 連携 社会福祉法⼈恩賜財団 済⽣会中和病院 奈良県
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515 00 近畿 和歌⼭県⽴医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 和歌⼭県⽴医科⼤学 和歌⼭県 平井慶充
515 01 連携 医療法⼈南労会紀和病院 和歌⼭県
515 02 連携 ⽩浜はまゆう病院 和歌⼭県
515 03 連携 公⽴那賀病院 和歌⼭県
515 04 連携 市⽴岸和⽥市⺠病院 ⼤阪府
515 05 連携 泉⼤津市⽴病院 ⼤阪府

516 00 近畿 ⽇本⾚⼗字社和歌⼭医療センター乳腺専⾨研修カ
リキュラム

基幹 ⽇本⾚⼗字社和歌⼭医療センター 和歌⼭県 松⾕泰男

517 00 近畿 兵庫京⼤乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 社会医療法⼈神鋼記念会 神鋼記念病院 兵庫県 ⼭神和彦
517 01 連携 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 兵庫県
517 02 連携 兵庫県⽴尼崎総合医療センター 兵庫県
517 03 連携 神⼾市⽴⻄神⼾医療センター 兵庫県
517 04 連携 国⽴病院機構姫路医療センター 兵庫県
517 05 連携 公⽴豊岡病院組合⽴豊岡病院 兵庫県
517 06 連携 神⼾市⽴医療センター⻄市⺠病院 兵庫県

518 00 近畿 兵庫県⽴がんセンター乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 兵庫県⽴がんセンター 兵庫県 ⾼尾信太郎

518 01 連携 北播磨総合医療センター 兵庫県
518 02 連携 社会医療法⼈ 製鉄記念広畑病院 兵庫県
518 03 連携 甲南医療センター 兵庫県
518 04 連携 加古川中央市⺠病院 兵庫県
518 05 連携 神⼾市⽴⻄神⼾医療センター 兵庫県
518 06 連携 兵庫県⽴⻄宮病院 兵庫県
518 07 連携 兵庫県⽴加古川医療センター 兵庫県
518 08 連携 神⼾⼤学医学部附属病院 兵庫県

518 09 連携
宗教法⼈ 在⽇本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院

⼤阪府

518 10 連携 ⼤阪府済⽣会中津病院 ⼤阪府

518 11 連携
神⼾⼤学医学部附属病院 国際がん医療・研究セ
ンター

兵庫県

519 00 近畿 兵庫医科⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 兵庫医科⼤学病院 乳腺・内分泌外科 兵庫県 三好康雄
519 01 連携 伊川⾕病院 兵庫県
519 02 連携 ⼋尾市⽴病院 ⼤阪府
519 03 連携 ⼤阪国際がんセンター ⼤阪府
519 04 連携 ⼤阪ブレストクリニック ⼤阪府
519 05 連携 兵庫県⽴⻄宮病院 兵庫県
519 06 連携 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 関⻄労災病院 兵庫県
519 07 連携 公⽴学校共済組合 近畿中央病院 兵庫県
519 08 連携 宝塚市⽴病院 兵庫県
519 09 連携 伯鳳会 ⼤阪中央病院 ⼤阪府

601 00 中国・四国 川崎医科⼤学附属病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 川崎医科⼤学附属病院 岡⼭県 紅林淳⼀

601 01 連携 川崎医科⼤学総合医療センター 岡⼭県
602 00 中国・四国 岡⼭⼤学広域乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 岡⼭⼤学病院 岡⼭県 枝園忠彦
602 01 連携 姫路聖マリア病院 兵庫県
602 02 連携 国⽴病院機構 岡⼭医療センター 岡⼭県
602 03 連携 岡⼭⾚⼗字病院 岡⼭県
602 04 連携 岡⼭労災病院 岡⼭県
602 05 連携 ⾹川県⽴中央病院 ⾹川県
602 06 連携 三豊総合病院 ⾹川県
602 07 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国がんセンター 愛媛県
602 08 連携 ⼀般財団法⼈ 永頼会 松⼭市⺠病院 愛媛県
602 09 連携 倉敷成⼈病センター 岡⼭県
602 10 連携 ⿃取市⽴病院 ⿃取県
602 11 連携 島根⼤学医学部附属病院 島根県
602 12 連携 姫路⾚⼗字病院 兵庫県
602 13 連携 福⼭医療センター 広島県
602 14 連携 ⾼知医療センター ⾼知県
602 15 連携 松江⾚⼗字病院 島根県
602 16 連携 福⼭市⺠病院 広島県
602 17 連携 広島市⽴広島市⺠病院 広島県
602 18 連携 岩国医療センター ⼭⼝県
602 19 連携 ⾹川労災病院 ⾹川県
602 20 連携 岡⼭済⽣会総合病院 岡⼭県
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603 00 中国・四国 広島乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 広島⼤学病院 広島県 ⾇本法⽣
603 01 連携 県⽴広島病院 広島県
603 02 連携 広島県厚⽣農業協同組合連合会 廣島総合病院 広島県
603 03 連携 広島市⽴安佐市⺠病院 広島県
603 04 連携 呉医療センター中国がんセンター 広島県
603 05 連携 JA尾道総合病院 広島県
603 06 連携 国⽴病院機構東広島センター 広島県
604 00 中国・四国 福⼭医療センター乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 福⼭医療センター 広島県 三好和也
605 00 中国・四国 松江⾚⼗字病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 松江⾚⼗字病院 島根県 曳野肇
605 01 連携 島根⼤学医学部附属病院 島根県
605 02 連携 島根県⽴中央病院 島根県
605 03 連携 松江市⽴病院 島根県
605 04 連携 ⿃取⼤学医学部附属病院 ⿃取県
605 05 連携 ⿃取県⽴厚⽣病院 ⿃取県
606 00 中国・四国 ⼭⼝乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 徳⼭中央病院 ⼭⼝県 ⼭本滋
606 01 連携 宇部興産中央病院 ⼭⼝県
606 02 連携 関⾨医療センター ⼭⼝県
606 03 連携 ⼭⼝県済⽣会下関総合病院 ⼭⼝県
606 04 連携 ⼭⼝県⽴総合医療センター ⼭⼝県
606 05 連携 ⼭⼝⼤学医学部付属病院 ⼭⼝県
606 06 連携 周東総合病院 ⼭⼝県
607 00 中国・四国 ⾹川乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⾹川県⽴中央病院 ⾹川県 ⼩笠原豊
607 01 連携 ⾹川⼤学医学部附属病院 ⾹川県
607 02 連携 ⾼松⾚⼗字病院 ⾹川県
608 00 中国・四国 徳島⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 徳島⼤学病院 徳島県 丹⿊章
608 01 連携 徳島市⺠病院 徳島県
608 02 連携 徳島⾚⼗字病院 徳島県
608 03 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⾼知病院 ⾼知県
608 04 連携 ⽥岡病院 徳島県
608 05 連携 ⾼知⾚⼗字病院 ⾼知県
608 06 連携 ⾼松⾚⼗字病院 ⾹川県
609 00 中国・四国 愛媛⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 愛媛⼤学医学部附属病院 愛媛県 ⻲井義明
609 01 連携 愛媛県⽴中央病院 愛媛県
609 02 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国がんセンター 愛媛県
609 03 連携 市⽴宇和島病院 愛媛県
609 04 連携 松⼭⾚⼗字病院 愛媛県
610 00 中国・四国 四国がん乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国がんセンター 愛媛県 ⼤住省三
611 00 中国・四国 ⾼知⼤学乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⾼知⼤学医学部附属病院 乳腺センター ⾼知県 杉本健樹
611 01 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⾼知病院 ⾼知県
611 02 連携 ⾼知医療センター ⾼知県
611 03 連携 社会医療法⼈ 仁⽣会  細⽊病院 ⾼知県
611 04 連携 ⾼知⾚⼗字病院 ⾼知県
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701 00 九州 九州⼤学病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 九州⼤学病院 福岡県 久保真
701 01 連携 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 福岡県
701 02 連携 医療法⼈社団 広仁会 広瀬病院 福岡県
701 03 連携 県⽴宮崎病院 宮崎県
701 04 連携 国⽴病院機構⼩倉医療センター 福岡県
701 05 連携 聖マリア病院 福岡県
701 06 連携 原三信病院 福岡県
701 07 連携 唐津⾚⼗字病院 佐賀県
701 08 連携 佐賀県医療センター好⽣館 佐賀県
701 09 連携 社会医療法⼈祐愛会 織⽥病院 佐賀県
701 10 連携 北九州市⽴医療センター 福岡県
701 11 連携 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 九州病院 福岡県
701 12 連携 綜合病院⼭⼝⾚⼗字病院 ⼭⼝県
701 13 連携 産業医科⼤学病院 福岡県
701 14 連携 製鉄記念⼋幡病院 福岡県
701 15 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構九州がんセンター 福岡県
701 16 連携 九州中央病院 福岡県
701 17 連携 九州⼤学病院別府病院 ⼤分県
701 18 連携 ⼤分県⽴病院 ⼤分県
701 19 連携 国⽴病院機構 別府医療センター ⼤分県
701 20 連携 松⼭⾚⼗字病院 愛媛県
701 21 連携 福岡県済⽣会福岡総合病院 福岡県
701 22 連携 飯塚病院 福岡県
701 23 連携 うえお乳腺外科 ⼤分県
701 24 連携 福岡⾚⼗字病院 福岡県
701 25 連携 社会医療法⼈博愛会 相良病院 ⿅児島県
701 26 連携 国⽴病院機構九州医療センター 福岡県
702 00 九州 福岡⼤学病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 福岡⼤学病院 福岡県 吉永康照
702 01 連携 福岡⼤学筑紫病院 福岡県
702 02 連携 ⽷島医師会病院 福岡県

703 00 九州 北九州市⽴医療センター乳腺専⾨研修カリキュラ
ム

基幹 北九州市⽴医療センター 福岡県 阿南敬⽣

703 01 連携 産業医科⼤学病院 福岡県
703 02 連携 北九州総合病院 福岡県
704 00 九州 九州医療センター乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 国⽴病院機構九州医療センター 福岡県 岩熊伸⾼

705 00 九州 JCHO久留⽶総合病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構(JCHO)久留⽶
総合病院

福岡県 ⼭⼝美樹

705 01 連携 朝倉医師会病院 福岡県
706 00 九州 久留⽶⼤学病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 久留⽶⼤学病院 福岡県 唐宇⾶
706 01 連携 国⽴病院機構九州医療センター 福岡県
706 02 連携 ⼤分県済⽣会⽇⽥病院 ⼤分県
706 03 連携 ⽇本私⽴学校振興.共済事業団 東京臨海病院 東京都

706 04 連携
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構(ＪＣＨＯ)久留
⽶総合病院

福岡県

706 05 連携 朝倉医師会病院 福岡県
706 06 連携 社会保険⽥川病院 福岡県
706 07 連携 聖マリア病院 福岡県
707 00 九州 ⻑崎⼤学病院 乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 ⻑崎⼤学病院 ⻑崎県 ⼤坪⻯太
707 01 連携 ⻑崎みなとメディカルセンター ⻑崎県
707 02 連携 労働者健康安全機構⻑崎労災病院 ⻑崎県
707 03 連携 嬉野医療センター 佐賀県
707 04 連携 にゅうわ会及川病院 福岡県
707 05 連携 国⽴病院機構佐賀病院 佐賀県
707 06 連携 佐世保市総合医療センター ⻑崎県
707 07 連携 佐世保中央病院 ⻑崎県
707 08 連携 ⻑崎県島原病院 ⻑崎県
707 09 連携 ⽇本⾚⼗字社 ⻑崎原爆病院 ⻑崎県
707 10 連携 国⽴病院機構⻑崎医療センター ⻑崎県
708 00 九州 ⻑崎医療センター乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 国⽴病院機構⻑崎医療センター ⻑崎県 前⽥茂⼈
708 01 連携 ⻑崎県島原病院 ⻑崎県
708 02 連携 ⻑崎⼤学病院 ⻑崎県
709 00 九州 熊本乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 熊本⼤学病院 熊本県 ⼭本豊
709 01 連携 くまもと森都総合病院 熊本県
709 02 連携 熊本市⽴熊本市⺠病院 熊本県
709 03 連携 熊本⾚⼗字病院 熊本県
709 04 連携 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 熊本県
709 05 連携 独⽴⾏政法⼈労働者安全機構 熊本労災病院 熊本県
709 06 連携 くまもと乳腺・胃腸外科病院 熊本県
709 07 連携 JCHO天草中央総合病院 熊本県
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統括責任者

2022年度乳腺専⾨研修カリキュラム実施予定の研修施設⼀覧

710 00 九州 さがら病院宮崎乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 さがら病院宮崎 宮崎県 ⽟⽥修吾
711 00 九州 博愛会相良病院乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 社会医療法⼈博愛会 相良病院 ⿅児島県 相良安昭
711 01 連携 聖路加国際病院 東京都
711 02 連携 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構九州がんセンター 福岡県
711 03 連携 さがら病院宮崎 宮崎県
711 04 連携 国⽴⼤学法⼈ ⿅児島⼤学病院 ⿅児島県
712 00 九州 中頭病院 乳腺専⾨研修カリキュラム 基幹 社会医療法⼈敬愛会 中頭病院 沖縄県 阿部典恵
712 01 連携 聖路加国際病院 東京都
712 02 連携 医療法⼈那覇⻄会 那覇⻄クリニック 沖縄県
712 03 連携 医療法⼈鉄蕉会 ⻲⽥総合病院 千葉県
712 04 連携 浦添総合病院 沖縄県
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