
認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

6018-00 認定施設 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県米子市西町 36-1

6018-01 関連施設 鳥取県立中央病院 鳥取県鳥取市江津 730 鳥取大学医学部附属病院

6018-02 関連施設 鳥取県立厚生病院 鳥取県倉吉市東昭和町 150 鳥取大学医学部附属病院

6018-03 関連施設 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター 鳥取県米子市車尾 4-17-1 鳥取大学医学部附属病院

6052-00 認定施設 鳥取市立病院 鳥取県鳥取市的場 1-1

6075-00 認定施設 社会医療法人同愛会博愛病院 鳥取県米子市両三柳 1880

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

6016-00 認定施設 島根大学医学部附属病院 島根県出雲市塩冶町 89-1

6016-01 関連施設 総合病院松江生協病院 島根県松江市西津田 8-8-8 島根大学医学部附属病院

6016-02 関連施設 益田赤十字病院 島根県益田市乙吉町イ 103-1 島根大学医学部付属病院

6016-03 関連施設 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 島根県浜田市浅井町 777-12 島根大学医学部付属病院

6016-04 関連施設 ひゃくどみクリニック 島根県出雲市上塩冶町142-1 島根大学医学部附属病院

6031-00 認定施設 島根県立中央病院 島根県出雲市姫原 4-1-1

6041-00 認定施設 松江赤十字病院 島根県松江市母衣町 200

6065-00 認定施設 松江市立病院 島根県松江市乃白町 32-1

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

6009-00 認定施設 医療法人天声会おおもと病院 岡山県岡山市北区大元 1-1-5

6015-00 認定施設 岡山赤十字病院 岡山県岡山市北区青江 2-1-1

6017-00 認定施設 川崎医科大学附属病院 岡山県倉敷市松島 577

6022-00 認定施設 岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町 2-5-1

6022-01 関連施設 総合病院 水島協同病院 岡山県倉敷市水島南春日町 1-1 岡山大学病院

6022-02 関連施設 津山中央病院 岡山県津山市川崎 1756 岡山大学病院

6022-05 関連施設 倉敷市立市民病院 岡山県倉敷市児島駅前2-39 岡山大学病院

6022-06 関連施設 岡山市立市民病院 岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目20-1 岡山大学病院

6038-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 岡山県岡山市北区田益 1711-1

6059-00 認定施設 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 岡山県岡山市北区伊島北町6-3

6060-00 認定施設 川崎医科大学総合医療センター 岡山県岡山市北区中山下2丁目1番6号

6068-00 認定施設 岡山済生会総合病院 岡山県岡山市北区国体町2-25

6081-00 認定施設 一般財団法人倉敷成人病センター 岡山県倉敷市白楽町 250

6084-00 認定施設 労働者健康安全j機構岡山労災病院 岡山県岡山市南区築港緑町 1-10-25

6089-00 認定施設 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 岡山県倉敷市美和 1-1-1

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

6014-00 認定施設 広島大学病院 広島県広島市南区霞 1-2-3

6014-01 関連施設 広島共立病院 広島県広島市安佐南区中須2丁目20-20 広島大学病院

6014-02 関連施設 国立公務員共済組合連合会呉共済病院 広島県呉市西中央 2-3-28 広島大学病院

6014-03 関連施設 医療法人社団樹章会　 社団樹章会本永病院 広島県東広島市西条岡町8-13 広島大学病院

6014-04 関連施設 中国労災病院 広島県呉市広多賀谷 1-5-1 広島大学病院

6014-05 関連施設 市立三次中央病院 広島県三次市東酒屋 10531 広島大学病院

6017-01 関連施設 日本鋼管福山病院 広島県福山市大門町津之下 1844 川崎医科大学附属病院

6022-04 関連施設 公立学校共済組合中国中央病院 広島県福山市御幸町大字上岩成148-13 岡山大学病院

6024-00 認定施設 地方独立行政法人　広島市立病院機構広島市立広島市民病院 広島県広島市中区基町 7-33

6024-01 関連施設 庄原赤十字病院 広島県庄原市西本町２丁目７－１０ 広島市立広島市民病院

6024-02 関連施設 ひがき乳腺クリニック 広島県広島市中区本通8-23本通ヒルズ7階 広島市立広島市民病院

6030-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 広島県福山市沖野上町 4-14-17

6042-00 認定施設 県立広島病院 広島県広島市南区宇品神田 1-5-54

6042-01 関連施設 医療法人秋本クリニック 広島県安芸郡海田町稲荷町3番34号 県立広島病院

6045-00 認定施設 広島マーククリニック 広島県広島市中区大手町 2-1-4 3F

6047-00 認定施設 JA広島総合病院 広島県廿日市市地御前 1-3-3

6047-01 関連施設 はつかいち乳腺クリニック 広島県廿日市市串戸4丁目14－14　ジュネスメディカル２階 JA広島総合病院

6053-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 呉医療ｾﾝﾀｰ･中国がんセンター 広島県呉市青山町 3-1

6055-00 認定施設 香川乳腺クリニック 広島県広島市中区三川町 1-20ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ39ビル

6062-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター 広島県東広島市西条町寺家 513

6063-00 認定施設 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 広島県尾道市平原一丁目10番23号

6067-00 認定施設 広島市立安佐市民病院 広島県広島市安佐北区可部南 2-1-1

6070-00 認定施設 福山市民病院 広島県福山市蔵王町 5-23-1

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

3077-02 関連施設 医療法人社団下関さくらクリニック 山口県下関市有冨 167-2 亀田総合病院

6019-00 認定施設 山口大学医学部附属病院 山口県宇部市南小串 1-1-1

6019-02 関連施設 医療法人医誠会都志見病院 山口県萩市江向 413-1 山口大学医学部付属病院

6057-00 認定施設 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 山口県周南市孝田町 1-1

6080-00 認定施設 独立行政法人　国立病院機構関門医療センター 山口県下関市長府市外浦町1-1

6082-00 認定施設 山口県立総合医療センター 山口県防府市大崎 10077

6085-00 認定施設 山口県済生会下関総合病院 山口県下関市安岡町 8-5-1
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6085-01 関連施設 山口労災病院 山口県山陽小野田市大字小野田1315-4 山口県済生会下関総合病院

6085-02 関連施設 長門総合病院 山口県長門市東深川 85 山口県済生会下関総合病院

6086-00 認定施設 宇部興産中央病院 山口県宇部市西岐波 750

6087-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター 山口県岩国市愛宕町１丁目１番１号

6090-00 認定施設 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 山口県柳井市古開作 1000-1

7002-02 関連施設 下関市立市民病院 山口県下関市向洋町 1-13-1 北九州市立医療センター

7047-02 関連施設 光中央病院 山口県光市島田2丁目22-16 新古賀病院

7050-01 関連施設 綜合病院 山口赤十字病院 山口県山口市八幡馬場 53-1 JCHO九州病院

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

6020-00 認定施設 徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町 2-50-1

6020-02 関連施設 徳島県立中央病院 徳島県徳島市蔵本町 1-10-3 徳島大学病院

6020-03 関連施設 徳島県厚生農業協同組合連合会吉野川医療センター 徳島県吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120 徳島大学病院

6020-04 関連施設 徳島県厚生連阿南医療センター 徳島県阿南市宝田町川原6番地1 徳島大学病院

6020-05 関連施設 独立行政法人国立病院機構 東徳島医療センター 徳島県板野郡板野町大寺字大向北1-1 徳島大学病院

6025-00 認定施設 とくしまブレストケアクリニック 徳島県徳島市中島田町 4-7-7

6058-00 認定施設 徳島市民病院 徳島県徳島市北常三島町 2-34

6074-00 認定施設 医療法人　倚山会田岡病院 徳島県徳島市万代町４丁目２－２

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

6011-00 認定施設 医療法人社団　一歩一景会たけべ乳腺外科クリニック 香川県高松市多肥下町 365-9

6021-00 認定施設 香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町池戸 1750-1

6022-03 関連施設 医療法人和広会伊達病院 香川県高松市観光町 588-8 岡山大学病院

6027-00 認定施設 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 香川県丸亀市城東町 3-3-1

6033-00 認定施設 香川県立中央病院 香川県高松市朝日町１丁目２－１

6033-01 関連施設 ＪＡ香川県厚生連屋島総合病院 香川県高松市屋島西町 2105-17 香川県立中央病院

6054-00 認定施設 三豊総合病院 香川県観音寺市豊浜町姫浜 708

6060-01 関連施設 多度津三宅病院 香川県仲多度群多度津町栄町2-1-36 川崎医科大学総合医療センター

6064-00 認定施設 高松赤十字病院 香川県高松市番町 4-1-3

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

6002-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンタ－ 愛媛県松山市南梅本町甲 160

6002-01 関連施設 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 愛媛県今治市喜田村 7-1-6 四国がんセンター

6002-02 関連施設 住友別子病院 愛媛県新居浜市王子町 3-1 四国がんセンター

6020-01 関連施設 公立学校共済組合四国中央病院 愛媛県四国中央市川之江町 2233 徳島大学病院

6024-03 関連施設 一般財団法人永頼会松山市民病院 愛媛県松山市大手町 2-6-5 広島市立広島市民病院

6029-00 認定施設 市立宇和島病院 愛媛県宇和島市御殿町 1-1

6035-00 認定施設 愛媛県立中央病院 愛媛県松山市春日町 83

6035-01 関連施設 西条中央病院 愛媛県西条市朔日市 804 愛媛県立中央病院

6035-02 関連施設 社会医療法人真泉会今治第一病院 愛媛県今治市宮下町 1-1-21 愛媛県立中央病院

6071-00 認定施設 松山赤十字病院 愛媛県松山市文京町 1

6071-01 関連施設 乳腺クリニック・道後 愛媛県松山市勝山町2-9-10 松山赤十字病院

6077-00 認定施設 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川454

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

6005-00 認定施設 医療法人多喜会伊藤外科乳腺クリニック 高知県高知市札場 12-10

6005-01 関連施設 高知医療生活協同組合高知生協病院 高知県高知市口細山206-9 伊藤外科乳腺クリニック

6008-00 認定施設 やまかわ乳腺クリニック 高知県高知市若草町 15-45

6008-01 関連施設 独立行政法人国立病院機構 高知病院 高知県高知市朝倉西町 1-2-25 やまかわ乳腺クリニック

6008-02 関連施設 地域医療機能推進機構　高知西病院 高知県高知市神田 317-12 やまかわ乳腺クリニック

6028-00 認定施設 高知大学医学部附属病院 高知県南国市岡豊町小蓮 185-1

6028-01 関連施設 高知県立幡多けんみん病院 高知県宿毛市山奈町芳奈 3-1 高知大学医学部附属病院

6028-02 関連施設 社会医療法人　仁生会細木病院 高知県高知市大膳町37番地 高知大学医学部附属病院

6076-00 認定施設 高知県･高知市病院企業団立高知医療センター 高知県高知市池2125-1

6088-00 認定施設 高知赤十字病院 高知県高知市秦南町1-4-63-11
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