滋賀県
認定番号 施設種別

診療施設名

認定施設所在地１

指導施設名

5018-00 認定施設 滋賀医科大学医学部附属病院

大津市瀬田月輪町

5018-01 関連施設 長浜赤十字病院

長浜市宮前町 14-7

滋賀医科大学医学部附属病院

5018-02 関連施設 日野記念病院

蒲性郡日野町上野田200-1

滋賀医科大学医学部附属病院

大津市富士見台16-1

滋賀医科大学医学部附属病院

5018-04 関連施設 東近江総合医療センター

東近江市五智町255

滋賀医科大学医学部附属病院

5029-02 関連施設 市立長浜病院

長浜市大戌亥町 313

京都大学医学部附属病院

5030-00 認定施設 公立甲賀病院

甲賀市水口町松尾1256番地

5030-01 関連施設 市立大津市民病院

大津市本宮 2-9-9

公立甲賀病院

5030-02 関連施設 大津赤十字病院

大津市長等 1-1-35

公立甲賀病院

5055-00 認定施設 加藤乳腺クリニック

草津市西大路町 8-12

5147-00 認定施設 滋賀県立総合病院

守山市守山 5-4-30

5187-00 認定施設 近江八幡市立総合医療センター

近江八幡市土田町 1379

5189-00 認定施設 草津総合病院

草津市矢橋町 1660

5190-00 認定施設 済生会滋賀県病院

栗東市大橋 2-4-1

5018-03 関連施設 地域医療推進機構

滋賀病院

京都府
認定番号 施設種別

診療施設名

認定施設所在地１

指導施設名

5028-00 認定施設 京都府立医科大学附属病院

京都市上京区河原町通広小路上ル

5028-01 関連施設 済生会京都府病院

長岡京市今里南平尾 8

京都府立医科大学附属病院

5028-02 関連施設 京都山城総合医療センター

木津川市木津駅前一丁目27番地

京都府立医科大学附属病院

5028-06 関連施設 安井クリニック

京都市山科区音羽役出町 1-28

京都府立医科大学附属病院

5028-08 関連施設 京都岡本記念病院

久世久御山町佐山西ノ口100番地

京都府立医科大学附属病院

5028-09 関連施設 亀岡市立病院

亀岡市篠町篠野田 1-1

京都府立医科大学附属病院

5028-10 関連施設 田辺中央病院

京田辺市田辺中央6丁目1-6

京都府立医科大学附属病院

5029-00 認定施設 京都大学医学部附属病院

京都市左京区聖護院川原町 54

5029-01 関連施設 音羽病院

京都市山科区音羽珍事町 2

京都大学医学部附属病院

5029-03 関連施設 宇治徳洲会病院

宇治市槇島町石橋145

京都大学医学部附属病院

5040-00 認定施設 京都第二赤十字病院

京都市上京区釜座通丸太町

5050-00 認定施設 京都第一赤十字病院

京都市東山区本町 15-749

5050-01 関連施設 京都府立医科大学附属北部医療センター

与謝郡与謝野町字男山481

5066-00 認定施設 市立福知山市民病院

福知山市厚中町 231

5066-01 関連施設 綾部市立病院

綾部市青野町大塚 20-1

5109-00 認定施設 乳腺外科 仁尾クリニック

京都市中京区西堀川通三条上姉西堀川町 511

5118-00 認定施設 京都市立病院

京都市中京区壬生東高田町 1-2

5155-00 認定施設 京都民医連中央病院

京都市右京区太秦土本町2番1

5156-00 認定施設 三菱京都病院

京都市西京区桂御所町 1

5170-00 認定施設 足立乳腺クリニック

京都市北区上賀茂松本町 98

5173-00 認定施設 武田病院

京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5

5186-00 認定施設 京都医療センター

京都市伏見区深草向畑町 1-1

京都第一赤十字病院
市立福知山市民病院

大阪府
認定番号 施設種別

診療施設名

認定施設所在地１

指導施設名

3069-01 関連施設 ナグモクリニック大阪

大阪市北区梅田 2-6-20ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ西梅田 14Ｆナグモクリニック

5002-00 認定施設 市立池田病院

池田市城南 3-1-18

5005-00 認定施設 大阪市立総合医療センター

大阪市都島区都島本通 2-13-22

5008-01 関連施設 泉大津市立病院

泉大津市下条町 16-1

5012-00 認定施設 大阪国際がんセンタ－

大阪市中央区大手前3-1-69

5014-00 認定施設 八尾市立病院

八尾市龍華町 1-3-1

5015-00 認定施設 大阪大学医学部附属病院

吹田市山田丘 2-15

5017-00 認定施設 関西医科大学附属病院

枚方市新町 2-3-1

5017-01 関連施設 関西医科大学香里病院

寝屋川市香里香本通町 8-45

関西医科大学附属病院

5017-02 関連施設 交野病院

交野市松塚39-1

関西医科大学附属病院

5017-03 関連施設 関西医科大学総合医療センター

守口市文園町１０－１５

関西医科大学附属病院

5020-00 認定施設 近畿大学病院

大阪狭山市大野東 377-2

5020-01 関連施設 ＰＬ病院

富田林市新堂 2204

和歌山県立医科大学附属病院

近畿大学病院

5020-02 関連施設 耳原総合病院

堺市堺区協和町4丁465

近畿大学病院

5020-03 関連施設 医誠会病院

大阪市東淀川区菅原 6-2-25

近畿大学病院

5021-00 認定施設 大阪急性期･総合医療センター

大阪市住吉区万代東 3-1-56

5021-01 関連施設 大手前病院

大阪市中央区大手前 1-5-34

5022-00 認定施設 市立貝塚病院

貝塚市堀 3-10-20

5022-01 関連施設 多根総合病院

大阪市西区九条南1-12-21

5025-00 認定施設 堺市立総合医療センタ－

堺市西区家原寺町1-1-1

5027-00 認定施設 大阪警察病院

大阪市天王寺区北山町 10-31

5028-04 関連施設 ＪＲ西日本大阪鉄道病院

大阪市阿倍野区松崎町

京都府立医科大学附属病院

5028-05 関連施設 あべの松井クリニック

大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-31

京都府立医科大学附属病院

5029-06 関連施設 佐藤病院

枚方市養父東町65-1

京都大学医学部附属病院

5036-00 認定施設 大阪赤十字病院

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 5-30

5036-01 関連施設 たかはし乳腺消化器クリニック

大阪市天王寺区上本町6丁目2-22

5041-00 認定施設 大阪市立大学医学部附属病院

大阪市阿倍野区旭町 1-5-7

5041-02 関連施設 寺元記念病院

河内長野市古野町 4-11

大阪市立大学医学部附属病院

5041-03 関連施設 市立柏原病院

柏原市法善寺 1-7-9

大阪市立大学医学部附属病院

5041-04 関連施設 大阪市立十三市民病院

大阪市淀川区野中北 2-12-27

大阪市立大学医学部附属病院

5041-05 関連施設 馬場記念病院

堺市西区浜寺船尾長東4-244

大阪市立大学医学部附属病院

5042-00 認定施設 住友病院

大阪市北区中之島 5-3-20

5042-01 関連施設 上野会クリニック

大阪市住吉区長居東 4-21-26

住友病院

5042-02 関連施設 有本乳腺外科クリニック本町

大阪市中央区瓦町3-2-15

住友病院

5045-00 認定施設 大阪府済生会富田林病院

富田林市向陽台 1-3-36

5051-00 認定施設 市立豊中病院

豊中市柴原町 4-14-1

5052-00 認定施設 石切生喜病院

東大阪市弥生町 18-28

5053-00 認定施設 国立病院機構 大阪医療センター

大阪市中央区法円坂 2-1-14

5054-00 認定施設 大阪医科大学附属病院

高槻市大学町 2-7

5054-02 関連施設 恒昭会

茨市高田町11-18

藍野病院

大阪急性期･総合医療センター
市立貝塚病院

大阪赤十字病院

大阪医科大学附属病院

5056-00 認定施設 高槻赤十字病院

高槻市阿武野 1-1-1

5058-00 認定施設 大阪府済生会吹田病院

吹田市川園町 1-2

5061-00 認定施設 大阪ブレストクリニック

大阪市福島区大開1丁目13番8号

5062-00 認定施設 ふるかわクリニック

吹田市垂水町 3-26-20

5063-00 認定施設 関西メディカル病院

豊中市新千里西町1丁目1番7の2号

5064-00 認定施設 大阪労災病院

堺市北区長曽根町 1179-3

5065-00 認定施設 北野病院

大阪市北区扇町 2-4-20

5067-01 関連施設 大阪中央病院

大阪市北区梅田 3-3-30

5071-00 認定施設 松下記念病院

守口市外島町 5-55

5090-00 認定施設 市立岸和田市民病院

岸和田市額原町 1001

5093-00 認定施設 府中病院

和泉市肥子町 1-10-17

5095-00 認定施設 相原病院

箕面市牧落 3-4-30

5106-00 認定施設 市立東大阪医療センター

東大阪市西岩田 3-4-5

5107-00 認定施設 りんくう総合医療センター

泉佐野市りんくう往来北

5108-00 認定施設 茶屋町ブレストクリニック

大阪市北区茶屋町 3-1三晃ビル4F

5108-01 関連施設 大阪回生病院

大阪市淀川区宮原 1-6-10

5110-00 認定施設 南大阪病院

大阪市住之江区東加賀屋 1-18-18

5116-00 認定施設 森之宮病院

大阪市城東区森之宮 2-1-88

5142-00 認定施設 ベルランド総合病院

堺市中区東山 500-3

5143-02 関連施設 大阪府済生会中津病院

大阪市北区芝田 2-10-39

神戸大学医学部附属病院

5143-03 関連施設 千船病院

大阪市西淀川区福町3-2-39

神戸大学医学部附属病院

5144-01 関連施設 星光病院

寝屋川市豊野町 14-5

神戸大学医学部附属病院

5145-00 認定施設 大阪府済生会野江病院

大阪市城東区古市1丁目3-25

5148-00 認定施設 淀川キリスト教病院

大阪市東淀川区柴島 1-7-50

5153-00 認定施設 大阪はびきの医療センター

羽曳野市はびきの3丁目7番1号

5157-00 認定施設 国立病院機構 大阪南医療センター

河内長野市木戸東町 2-1

5158-00 認定施設 城山病院

羽曳野市はびきの 2-8-1

5160-00 認定施設 日本生命病院

大阪市西区江之子島2-1-54

5171-00 認定施設 乳腺ケア

岸和田市野田町2-17-11

泉州クリニック

5178-00 認定施設 市立ひらかた病院

枚方市禁野本町 2-14-1

5181-00 認定施設 箕面市立病院

箕面市萱野 5-7-1

5183-00 認定施設 高槻病院

高槻市古曽部町 1-3-13

5184-00 認定施設 和泉市立総合医療センター

和泉市和気町4丁目5番1号

5191-00 認定施設 市立吹田市民病院

吹田市岸部新町5番7号

5194-00 認定施設 関西電力病院

大阪市福島区福島 2-1-7

兵庫医科大学病院

茶屋町ブレストクリニック

兵庫県
認定番号 施設種別

診療施設名

認定施設所在地１

指導施設名

3058-01 関連施設 西脇市立西脇病院

西脇市下戸田652-1

5006-00 認定施設 関西労災病院

尼崎市稲葉荘 3-1-69

5015-01 関連施設 近畿中央病院

伊丹市車塚 3-1

大阪大学医学部附属病院

5015-02 関連施設 神戸掖済会病院

神戸市垂水区学が丘1-21-1

大阪大学医学部附属病院

5015-03 関連施設 西宮市立中央病院

西宮市林田町 8-24

大阪大学医学部附属病院

5016-00 認定施設 兵庫県立がんセンター

明石市北王子町 13-70

5016-01 関連施設 済生会兵庫県病院

神戸市北区藤原台中町 5-1-1

5023-00 認定施設 兵庫県立西宮病院

西宮市六湛寺町 13-9

5028-03 関連施設 神戸中央病院

神戸市北区惣山町 2-1-1

京都府立医科大学附属病院

5028-07 関連施設 こば消化器・乳腺クリニック

神戸市北区鈴蘭台東町1丁目10-1

京都府立医科大学附属病院

5033-00 認定施設 神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院

神戸市中央区港島南町2-1-1

5037-00 認定施設 甲南医療センター

神戸市東灘区鴨子ヶ原 1-5-16

5038-00 認定施設 兵庫県立加古川医療センター

加古川市神野町神野 203

5046-00 認定施設 神戸市立西神戸医療センター

神戸市西区糀台 5-7-1

5046-01 関連施設 国立病院機構 神戸医療センター

神戸市須磨区西落合 3-1-1

5067-00 認定施設 兵庫医科大学病院

西宮市武庫川町 1-1

5067-02 関連施設 宝塚市立病院

宝塚市小浜 4-5-1

兵庫医科大学病院

5067-03 関連施設 六甲病院

神戸市灘区土山町５－１

兵庫医科大学病院

5067-04 関連施設 伊川谷病院

神戸市西区池上２－４－２

兵庫医科大学病院

5067-05 関連施設 神戸アドベンチスト病院

神戸市北区有野台 8-4-1

兵庫医科大学病院

5098-00 認定施設 兵庫県立尼崎総合医療センター

尼崎市東難波町2-17-77

5115-00 認定施設 神戸アーバン乳腺クリニック

神戸市中央区雲井通 4-1-6

5115-01 関連施設 ふくはら乳腺クリニック

神戸市垂水区天ノ下町1-1-256

5133-00 認定施設 こくふブレストクリニック

宝塚市中山寺 1-10-6中山寺ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 102

5143-00 認定施設 神戸大学医学部附属病院

神戸市中央区楠町 7-5-2

5143-01 関連施設 神戸大学附属国際がん医療・研究センター

神戸市中央区港島南町1-5-1

5146-00 認定施設 明和病院

西宮市上鳴尾町 4-31

5151-00 認定施設 製鉄記念広畑病院

姫路市広畑区夢前町 3-1

5154-00 認定施設 神鋼記念病院

神戸市中央区脇浜町 1-4-47

5154-01 関連施設 であい乳腺消化器医院

神戸市北区菖蒲が丘1-534-59

神鋼記念病院

5154-02 関連施設 橋本クリニック

神戸市東灘区住吉本町1-7-2

神鋼記念病院

5159-00 認定施設 公立豊岡病院組合立

豊岡病院

昭和大学病院

兵庫県立がんセンター

神戸市立西神戸医療センター

神戸アーバン乳腺クリニック

神戸大学医学部附属病院

豊岡市戸牧 1094

5172-00 認定施設 市立川西病院

川西市東畦野5丁目21番1号

5179-00 認定施設 王子クリニック

明石市北王子町13-60

5180-00 認定施設 市立伊丹病院

伊丹市昆陽池 1-100

5185-00 認定施設 加古川中央市民病院

加古川市加古川町本町439

5192-00 認定施設 神戸市立医療センター西市民病院

神戸市長田区一番町2丁目4

5193-00 認定施設 北播磨総合医療センター

小野市市場町926-250

奈良県
認定番号 施設種別

診療施設名

認定施設所在地１

指導施設名

5029-05 関連施設 大和郡山病院

奈良市大和郡山市朝日町 1-62

京都大学医学部附属病院

5041-01 関連施設 香芝生喜病院

香芝市穴虫3300-3

大阪市立大学医学部附属病院

5060-00 認定施設 奈良県総合医療センター

奈良市七条西町2丁目897-5

5096-00 認定施設 大和高田市立病院

大和高田市礒野北町 1-1

5105-00 認定施設 天理よろづ相談所病院

天理市三島町 200

5119-00 認定施設 市立奈良病院

奈良市東紀寺町 1-50-1

5120-00 認定施設 学研奈良乳腺クリニック

奈良市右京 1-4ｻﾝﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞひまわり館 3階

5120-01 関連施設 南奈良総合医療センター

吉野郡大淀町大字福神8-1

5139-00 認定施設 近畿大学医学部奈良病院

生駒市乙田町 1248-1

5142-01 関連施設 高井病院

天理市蔵之庄町470-8

5176-00 認定施設 済生会中和病院

桜井市阿部 323

和歌山県

学研奈良乳腺クリニック
ベルランド総合病院

認定番号 施設種別

診療施設名

認定施設所在地１

指導施設名

5008-00 認定施設 和歌山県立医科大学附属病院

和歌山市紀三井寺 811-1

5008-02 関連施設 和歌山ろうさい病院

和歌山市木ノ本 93-1

和歌山県立医科大学附属病院

5045-01 関連施設 紀南病院

田辺市新庄町 46-70

大阪府済生会富田林病院

5070-00 認定施設 さくらい乳腺外科クリニック

和歌山市三葛 279-5

5177-00 認定施設 白浜はまゆう病院

西牟婁郡白浜町1447

5188-00 認定施設 公立那賀病院

紀の川市打田 1282

