
認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名
4016-00 認定施設 山梨県立中央病院 山梨県甲府市富士見 1-1-1
4028-00 認定施設 山梨大学医学部附属病院 山梨県中央市下河東 1110
4028-02 関連施設 財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 山梨県山梨市落合 860 山梨大学医学部附属病院
4028-03 関連施設 市立甲府病院 山梨県甲府市増坪町 366 山梨大学医学部附属病院
4028-04 関連施設 富士吉田市立病院 山梨県富士吉田市上吉田東7-11-1 山梨大学医学部附属病院
4028-05 関連施設 独立行政法人地域医療機能推進機構　山梨病院 山梨県甲府市朝日3-11-16 山梨大学医学部附属病院
4028-06 関連施設 峡南医療センター企業団　富士川病院 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢340-1 山梨大学医学部附属病院

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名
4002-00 認定施設 長野県厚生連長野松代総合病院 長野県長野市松代町松代 183
4006-00 認定施設 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 長野県松本市本庄 2-5-1
4022-00 認定施設 長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター 長野県佐久市中込3400-28
4025-00 認定施設 飯田市立病院 長野県飯田市八幡町 438
4030-00 認定施設 信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭 3-1-1
4030-01 関連施設 医療法人公仁会前澤病院 長野県駒ヶ根市上穂南 11-5 信州大学医学部附属病院
4030-02 関連施設 松本市立病院 長野県松本市波田 4417-180 信州大学医学部附属病院
4030-03 関連施設 昭和伊南総合病院 長野県駒ケ根市赤穂 3230 信州大学医学部附属病院
4030-04 関連施設 長野県厚生農業協同組合連合会長野厚生連　北信総合病院 長野県中野市西 1-5-63 信州大学医学部附属病院
4048-00 認定施設 長野赤十字病院 長野県長野市若里 5-22-1
4048-01 関連施設 佐久市立国保浅間総合病院 長野県佐久市岩村田 1862-1 長野赤十字病院
4048-02 関連施設 増田医院 長野県佐久市岩村田２３８１－１２ 長野赤十字病院
4061-03 関連施設 長野県厚生農業協同組合連合会浅間南麓こもろ医療センター 長野県小諸市相生町3-3-21 射水市民病院
4073-00 認定施設 地方独立行政法人長野市民病院 長野県長野市富竹 1333-1
4098-00 認定施設 諏訪赤十字病院 長野県諏訪市湖岸通り 5-11-50
4098-01 関連施設 こやま乳腺・甲状腺クリニック 長野県諏訪市城南1-2557-1 諏訪赤十字病院
4117-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 長野県上田市緑ヶ丘1-27-21

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名
4009-00 認定施設 富山県厚生連高岡病院 富山県高岡市永楽町 5-10
4009-01 関連施設 富山赤十字病院 富山県富山市牛島本町 2-1-58 厚生連高岡病院
4031-00 認定施設 富山県立中央病院 富山県富山市西長江 2-2-78
4031-01 関連施設 富山市民病院 富山県富山市今泉北部町 2-1 富山県立中央病院
4031-02 関連施設 黒部市民病院 富山県黒部市三日市 1108-1 富山県立中央病院
4035-00 認定施設 富山大学附属病院 富山県富山市杉谷 2630
4035-01 関連施設 富山県済生会高岡病院 富山県高岡市二塚 387-1 富山大学附属病院
4061-00 認定施設 射水市民病院 富山県射水市朴木 20
4061-02 関連施設 富山県済生会富山病院 富山県富山市楠木 33-1 射水市民病院
4063-00 認定施設 医療法人社団藤聖会富山西総合病院 富山県富山市婦中町下轡田1019
4114-00 認定施設 高岡市民病院 富山県高岡市宝町 4-1

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名
4027-00 認定施設 金沢大学附属病院 石川県金沢市宝町 13-1
4027-01 関連施設 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 石川県金沢市下石引町 1-1 金沢大学附属病院
4027-02 関連施設 恵寿総合病院 石川県七尾市富岡町94 金沢大学附属病院
4056-00 認定施設 石川県立中央病院 石川県金沢市鞍月東 2-1
4056-01 関連施設 国民健康保険小松市民病院 石川県小松市向本折町ホ60 石川県立中央病院
4063-01 関連施設 医療法人社団藤聖会金沢ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾃｰｼｮﾝ ヴィーク 石川県金沢市木ノ新保町 1-1金沢駅西口ﾋﾞﾙ 4F 八尾総合病院
4076-00 認定施設 金沢医科大学病院 石川県河北郡内灘町大学 1-1
4076-01 関連施設 医療法人社団 和楽仁芳珠記念病院 石川県能美市緑が丘11丁目71番地 金沢医科大学病院
4076-02 関連施設 浅ノ川総合病院 石川県金沢市小坂町中83番地 金沢医科大学病院
4106-00 認定施設 公立松任石川中央病院 石川県白山市倉光 3-8

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名
4010-00 認定施設 福井県済生会病院 福井県福井市和田中町舟橋 7-1
4010-01 関連施設 医療法人博俊会春江病院 福井県坂井市春江町針原65-7 福井県済生会病院
4010-02 関連施設 坂井市立三国病院 福井県坂井市三国町中央1-2-34 福井県済生会病院
4024-00 認定施設 福井赤十字病院 福井県福井市月見 2-4-1
4058-00 認定施設 福井大学医学部附属病院 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3
4058-01 関連施設 市立敦賀病院 福井県敦賀市三島町 1-6-60 福井大学医学部附属病院
4086-00 認定施設 福井県立病院 福井県福井市四ツ井 2-8-1

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名
3130-03 関連施設 医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 岐阜県大垣市林町８５－１ 東京西徳洲会病院
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4001-00 認定施設 岐阜市民病院 岐阜県岐阜市鹿島町 7-1
4004-02 関連施設 みのかも西クリニック 岐阜県美濃加茂市西町5丁目337-1 愛知医科大学
4004-03 関連施設 多治見市民病院 岐阜県多治見市前畑町 3-43 愛知医科大学
4019-00 認定施設 岐阜県厚生農業協同組合連合会岐北厚生病院 岐阜県山県市高富 1187-3
4021-00 認定施設 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 岐阜県多治見市前畑町 5-161
4021-01 関連施設 ＪＡ岐阜厚生連東農中部医療センター　東濃厚生病院 岐阜県瑞浪市土岐町 76-1 岐阜県立多治見病院
4029-00 認定施設 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県岐阜市柳戸 1-1
4029-02 関連施設 市立恵那病院 岐阜県恵那市大井町2725番地 岐阜大学医学部附属病院
4032-01 関連施設 総合病院 中津川市民病院 岐阜県中津川市駒場 1522-1 名古屋大学医学部附属病院
4032-04 関連施設 公立学校共済組合東海中央病院 岐阜県各務原市蘇原東島町 4-6-2 名古屋大学医学部附属病院
4032-06 関連施設 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 岐阜県関市若草通 5-1 東海中央病院
4047-00 認定施設 朝日大学病院 岐阜県岐阜市橋本町 3-23
4050-00 認定施設 岐阜県総合医療センター 岐阜県岐阜市野一色 4-6-1
4070-00 認定施設 大垣市民病院 岐阜県大垣市南頬町 4-86
4096-01 関連施設 JA岐阜厚生連久美愛厚生病院 岐阜県高山市中切町1-1 豊橋市民病院
4126-00 認定施設 高山赤十字病院 岐阜県高山市天満町 3-11

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名
3041-01 関連施設 国際医療福祉大学　熱海病院 静岡県熱海市東海岸 13-1 神奈川県立がんセンター
3060-01 関連施設 富士市立中央病院 静岡県富士市高島町50 東京慈恵会医科大学附属柏病院
3068-02 関連施設 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県伊豆の国市長岡 1129 順天堂大学医学部附属順天堂医院
4003-00 認定施設 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県浜松市北区三方原町 3453
4007-00 認定施設 静岡県立静岡がんセンター 静岡県駿東郡長泉町下長窪 1007
4007-01 関連施設 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 静岡県沼津市本字松下七反田902-6 静岡県立がんセンター
4007-02 関連施設 地域医療機能推進機構三島総合病院 静岡県三島市谷田字藤久保2276 静岡県立静岡がんセンター
4008-00 認定施設 沼津市立病院 静岡県沼津市東椎路字春ﾉ木 550
4008-01 関連施設 医療法人社団秀峰会川村病院 静岡県富士市中島 327 沼津市立病院
4012-00 認定施設 静岡県立総合病院 静岡県静岡市葵区北安東 4-27-1
4012-01 関連施設 静岡赤十字病院 静岡県静岡市葵区追手町 8-2 静岡県立総合病院
4012-02 関連施設 清水厚生病院 静岡県静岡市清水区庵原町 578-1 静岡県立総合病院
4020-02 関連施設 中東遠総合医療センター 静岡県掛川市菖蒲ヶ池１番地１ 総合上飯田第一病院
4023-00 認定施設 総合病院 聖隷浜松病院 静岡県浜松市中区住吉 2-12-12
4028-01 関連施設 島田市立総合医療センター 静岡県島田市野田 1200-5 山梨大学医学部附属病院
4051-00 認定施設 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県浜松市東区半田山 1-20-1
4051-01 関連施設 富士宮市立病院 静岡県富士宮市錦町 3-1 浜松医科大学医学部附属病院
4051-02 関連施設 菊川市立総合病院 静岡県菊川市東横地 1632 浜松医科大学
4057-01 関連施設 静岡済生会総合病院 静岡県静岡市駿河区小鹿 1-1-1 名古屋第二赤十字病院
4057-02 関連施設 JA静岡厚生連静岡厚生病院 静岡県静岡市葵区北番町 23 名古屋第二赤十字病院
4065-00 認定施設 愛育病院福田病院浜松医療センター 静岡県浜松市富塚町 328
4070-01 関連施設 JA静岡厚生連　遠州病院 静岡県浜松市中区中央 1-1-1 大垣市民病院
4078-00 認定施設 浜松赤十字病院 静岡県浜松市浜北区小林 1088-1
4094-00 認定施設 磐田市立総合病院 静岡県磐田市大久保 512-3
4099-00 認定施設 藤枝市立総合病院 静岡県藤枝市駿河台 4-1-11
4108-00 認定施設 すずかけセントラル病院 静岡県浜松市南区田尻町120-1
5029-04 関連施設 地方独立行政法人静岡市立静岡病院 静岡県静岡市葵区追手町 10-93 京都大学医学部附属病院
5029-07 関連施設 独立行政法人労働者健康安全機構浜松労災病院 静岡県浜松市東区将監町 25 京都大学医学部附属病院

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名
4004-00 認定施設 愛知医科大学病院 愛知県長久手市岩作雁又1-1
4004-01 関連施設 せとかいどう花井クリニック 愛知県尾張旭市印場元町3-4-5 愛知医科大学病院
4005-00 認定施設 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県名古屋市北区平手町 1-1-1
4011-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県名古屋市中区三の丸 4-1-1
4011-01 関連施設 名鉄病院 愛知県名古屋市西区栄生 2-26-11 名古屋医療センター
4011-02 関連施設 中日新聞社健康保険組合中日病院 愛知県名古屋市中区丸の内3-12-3 名古屋医療センター
4015-00 認定施設 トヨタ記念病院 愛知県豊田市平和町 1-1
4017-00 認定施設 愛知県がんセンター 愛知県名古屋市千種区鹿子殿 1-1
4017-01 関連施設 じゅんこ乳腺クリニック 愛知県一宮市神山１－２－１４ 愛知県がんセンター
4017-02 関連施設 春日井市民病院　　　 愛知県春日井市鷹来町 1-1-1 愛知県がんセンター
4017-03 関連施設 稲沢市民病院 愛知県稲沢市長束町沼100番地 愛知県がんセンター
4017-04 関連施設 総合病院 南生協病院 愛知県名古屋市緑区南大高2-204 愛知県がんセンター
4017-05 関連施設 津島市民病院 愛知県津島市橘町 3-73 愛知県がんセンター
4017-06 関連施設 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 愛知県江南市高屋町大松原 137 愛知県がんセンター
4018-00 認定施設 豊川市民病院 愛知県豊川市八幡町野路23番地
4020-00 認定施設 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院 愛知県名古屋市北区上飯田北町2-70
4020-01 関連施設 半田市立半田病院 愛知県半田市東洋町 2-29 総合上飯田第一病院
4020-03 関連施設 医療法人藤渓会加藤外科産婦人科・乳腺クリニック 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通 5-8-2 総合上飯田第一病院
4029-01 関連施設 総合大雄会病院 愛知県一宮市桜一丁目9番9号 岐阜大学医学部附属病院
4032-00 認定施設 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65
4032-02 関連施設 JCHO中京病院 愛知県名古屋市南区三条 1-1-10 名古屋大学医学部附属病院
4032-03 関連施設 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院 愛知県田原市神戸町赤石 1-1 名古屋大学医学部附属病院
4032-05 関連施設 愛知県厚生連　海南病院 愛知県弥富市前ヶ須町南本田 396 名古屋大学医学部附属病院
4032-07 関連施設 社会医療法人宏潤会大同病院 愛知県名古屋市南区白水町 9番地 名古屋大学医学部附属病院
4032-08 関連施設 赤羽乳腺クリニック 愛知県名古屋市千草区四谷通1-13ノア四谷ビル３F 名古屋大学医学部附属病院
4032-09 関連施設 名古屋記念病院 愛知県名古屋市天白区平針 4-305 名古屋大学医学部附属病院
4037-00 認定施設 藤田医科大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
4039-00 認定施設 名古屋市立大学病院 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1ｘ
4039-01 関連施設 愛知県厚生農業協同組合連合会愛知県厚生連知多厚生病院 愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷 81-6 名古屋市立大学病院
4039-02 関連施設 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県名古屋市千種区若水 1-2-23 名古屋市立大学病院
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4039-03 関連施設 みやがわ乳腺クリニック 愛知県名古屋市中区栄5-2-36パークプレイス1F 名古屋市立大学病院
4039-04 関連施設 JA愛知厚生連稲沢厚生病院 愛知県稲沢市祖父江町本甲捨町野7番地 名古屋市立大学病院
4039-05 関連施設 社会医療法人明陽会成田記念病院 愛知県豊橋市羽根井本町134 名古屋市立大学病院
4057-00 認定施設 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町 2-9
4060-00 認定施設 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 愛知県刈谷市住吉町 5-15
4062-00 認定施設 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 愛知県安城市安城町東広畔 28
4062-01 関連施設 はやしクリニック 愛知県名古屋市西区栄生 1-32-12 安城更生病院
4062-02 関連施設 社会医療法人財団新和会八千代病院 愛知県安城市住吉町 2-2-7 安城更生病院
4070-02 関連施設 碧南市民病院 愛知県碧南市平和町 3-6 大垣市民病院
4074-00 認定施設 岡崎市民病院 愛知県岡崎市高隆寺町五所合3-1
4083-00 認定施設 三河乳がんクリニック 愛知県安城市篠目町肥田 39-6
4087-00 認定施設 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 愛知県豊田市浄水町伊保原 500-1
4087-01 関連施設 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院 愛知県名古屋市港区港明町 1-10-6 豊田厚生病院
4093-00 認定施設 名古屋セントラル病院 愛知県名古屋市中村区太閤 3-7-7
4093-01 関連施設 独立行政法人 国立病院機構豊橋医療センター 愛知県豊橋市飯村町字浜道上 50 名古屋セントラル病院
4095-00 認定施設 公立西知多総合病院 愛知県東海市中ノ池3丁目１番地の1
4096-00 認定施設 豊橋市民病院 愛知県豊橋市青竹町字八間西50
4101-00 認定施設 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 愛知県一宮市開明字平1番地
4107-00 認定施設 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県名古屋市中村区道下町3-35
4111-00 認定施設 常滑市民病院 愛知県常滑市飛香台3-3-3
4115-00 認定施設 小牧市民病院 愛知県小牧市常普請 1-20
4115-01 関連施設 西尾市民病院 愛知県西尾市熊味町上泡原 6 小牧市民病院
4116-00 認定施設 公立陶生病院 愛知県瀬戸市西追分町 160
4124-00 認定施設 一宮市立市民病院 愛知県一宮市文京 2-2-22
4125-00 認定施設 名古屋掖済会病院 愛知県名古屋市中川区松年町 4-66

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名
4043-00 認定施設 三重大学附属病院 三重県津市江戸橋 2-174
4043-01 関連施設 国立病院機構 三重中央医療センター 三重県津市久居明神町 2158-5 三重大学医学部附属病院
4043-02 関連施設 地方独立行政法人桑名市総合医療センタ－ 三重県桑名市寿町 3-11 三重大学医学部附属病院
4043-03 関連施設 鈴鹿回生病院 三重県鈴鹿市国府町112-1 三重大学医学部附属病院
4043-04 関連施設 特定医療法人同心会遠山病院 三重県津市南新町 17-22 三重大学医学部附属病院
4043-05 関連施設 独立行政法人地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター 三重県四日市市羽津山町 10-8 三重大学医学部附属病院
4043-06 関連施設 伊賀市立上野総合市民病院 三重県伊賀市四十九町831番地 三重大学医学部附属病院
4075-00 認定施設 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市船江 1-471-2
4075-01 関連施設 市立伊勢総合病院 三重県伊勢市楠部町 3038 伊勢赤十字病院
4092-00 認定施設 市立四日市病院 三重県四日市市芝田 2-2-37
4092-01 関連施設 ひなが胃腸内科・乳腺外科 三重県四日市市日永1丁目13-26 市立四日市病院
4112-00 認定施設 済生会松阪総合病院 三重県松阪市朝日町1-15-6
4112-01 関連施設 松阪市民病院 三重県松坂市殿町 1550 済生会松阪総合病院
4123-00 認定施設 地方独立行政法人三重県立総合医療センター 三重県四日市市大字日永5450-132
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