
認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

2021-00 認定施設 岩手県立中央病院 岩手県盛岡市上田 1-4-1

2038-00 認定施設 岩手県立磐井病院 岩手県一関市狐禅寺字大平 17

2044-01 関連施設 岩手県立中部病院 岩手県北上市村崎野 17-10 東北医科薬科大学病院

2045-00 認定施設 岩手医科大学附属病院 岩手県紫波郡矢巾町医大通2-1-1

2045-01 関連施設 岩手県立久慈病院 岩手県久慈市旭町 10-1 岩手医科大学附属病院

2045-02 関連施設 岩手県立宮古病院 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１地割１１番地２６ 岩手医科大学付属病院

2045-04 関連施設 岩手県立二戸病院 岩手県二戸市堀野字大川原毛38番地2 岩手医科大学付属病院

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

2002-00 認定施設 国家公務員共済組合連合会東北公済病院 宮城県仙台市青葉区国分町 2-3-11

2002-01 関連施設 泉中央乳腺クリニック 宮城県仙台市泉区泉中央 1-14-1インテレクト21ビル 1F 東北公済病院

2003-00 認定施設 東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1

2003-03 関連施設 仙台市立病院 宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1 東北大学病院

2008-00 認定施設 石巻赤十字病院 宮城県石巻市蛇田字西道下 71

2009-00 認定施設 大崎市民病院 宮城県大崎市古川穂波３丁目８番１号

2022-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 宮城県仙台市宮城野区宮城野 2-11-12

2031-00 認定施設 地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター 宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1

2043-00 認定施設 独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 宮城県仙台市青葉区台原 4-3-21

2044-00 認定施設 東北医科薬科大学病院 宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1

2044-03 関連施設 東北医科薬科大学若林病院 宮城県仙台市若林区大和町2-29-1 東北医科薬科大学病院

2050-00 認定施設 仙台赤十字病院 宮城県仙台市太白区八木山本町 2-43-3

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

2001-00 認定施設 平鹿総合病院 秋田県横手市前郷字八ツ口 3-1

2018-00 認定施設 あきた乳腺クリニック 秋田県秋田市広面蓮沼 23-2

2026-00 認定施設 秋田赤十字病院 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1

2026-01 関連施設 由利組合総合病院 秋田県本庄市川口字家後 38 秋田赤十字病院

2032-00 認定施設 地方独立行政法人市立秋田総合病院 秋田県秋田市川元松丘町 4-30

2032-01 関連施設 大館市立総合病院 秋田県大館市豊町 3-1 市立秋田総合病院

2046-00 認定施設 秋田大学医学部附属病院 秋田県秋田市広面字蓮沼 44-2

2047-00 認定施設 秋田厚生医療センタ－ 秋田県秋田市飯島西袋 1-1-1

2049-00 認定施設 いなば御所野乳腺クリニック 秋田県秋田市御所野下堤2丁目1-9

3030-01 関連施設 社会医療法人明和会中通総合病院 秋田県秋田市南通みその町 3-15 東京女子医科大学東医療センター

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

2003-04 関連施設 八戸市立市民病院 青森県八戸市田向3丁目1-1 東北大学病院

2016-01 関連施設 つがる西北五広域連合つがる総合病院 青森県五所川原市岩木町12-3 弘前市立病院

2040-00 認定施設 青森県立中央病院 青森県青森市東造道 2-1-1

2042-00 認定施設 弘前大学医学部附属病院 青森県弘前市大字本町 53

2042-01 関連施設 一部事務組合下北医療センターむつ総合病院 青森県むつ市小川町 1-2-8 弘前大学医学部附属病院

2042-02 関連施設 青森市民病院 青森県青森市勝田 1-14-21 弘前大学医学部付属病院

2042-03 関連施設 青森新都市病院 青森県青森市石江3丁目1番地 弘前大学医学部付属病院

2044-02 関連施設 十和田市立中央病院 青森県十和田市西十二番町 14-8 東北医科薬科大学病院

2045-03 関連施設 八戸赤十字病院 青森県八戸市田面木字中明戸 2 岩手医科大学附属病院

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

2003-02 関連施設 財団法人三友堂病院 山形県米沢市中央 6-1-219 東北大学病院

2005-00 認定施設 山形大学医学部附属病院 山形県山形市飯田西 2-2-2

2005-01 関連施設 公立置賜総合病院 山形県東置賜郡川西町大字西大塚2000 山形大学医学部附属病院

2012-00 認定施設 山形県立中央病院 山形県山形市青柳 1800

2012-01 関連施設 山形県立新庄病院 山形県新庄市若葉町 12-55 山形県立中央病院

2019-00 認定施設 日本海総合病院 山形県酒田市あきほ町 30

2034-00 認定施設 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 山形県山形市沖町 79-1

2037-00 認定施設 米沢市立病院 山形県米沢市相生町 6-36

2044-04 関連施設 山形市立病院済生館 山形県山形市七日町 1-3-26 東北医科薬科大学病院

3083-03 関連施設 北村山公立病院 山形県東根市温泉町２丁目１５－１ 日本医科大学付属病院

4038-01 関連施設 鶴岡市立荘内病院 山形県鶴岡市泉町 4-20 新潟県立がんセンター

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

2003-01 関連施設 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 福島県白河市豊地上弥次郎 2-1 東北大学病院

2004-00 認定施設 星総合病院 福島県郡山市向河原町159-1

2004-01 関連施設 いがらし内科外科クリニック 福島県郡山市並木 2-12-7 星総合病院

2004-02 関連施設 呉羽総合病院 福島県いわき市錦町落合1-1 星総合病院  

岩手県

宮城県

秋田県

青森県

福島県

山形県



2006-00 認定施設 北福島医療センター 福島県伊達市箱崎字東23-1

2017-00 認定施設 公立大学法人福島県立医科大学医学部附属病院 福島県福島市光が丘 1

2017-01 関連施設 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 福島県郡山市駅前 1-1-17 福島県立医科大学附属病院

2017-02 関連施設 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県郡山市西ノ内 2-5-20 福島県立医科大学附属病院

2017-03 関連施設 福島西部病院 福島県福島市東中央三丁目15 福島県立医科大学付属病院

2017-04 関連施設 日本赤十字社福島赤十字病院 福島県福島市八島町7番7号 福島県立医科大学付属病院

2017-05 関連施設 JCHO二本松病院 福島県二本松市成田町 1-553 福島県立医科大学附属病院

2017-06 関連施設 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 福島県いわき市内郷綴町沼尻 3 福島県立医科大学附属病院

2017-07 関連施設 財団法人温知会会津中央病院 福島県会津若松市鶴賀町 1-1 福島県立医科大学附属病院

2017-08 関連施設 財団法人竹田綜合病院 福島県会津若松市山鹿町 3-27 福島県立医科大学附属病院

2017-09 関連施設 公立岩瀬病院 福島県須賀川市北町20 福島県立医科大学附属病院

2017-10 関連施設 南相馬市立総合病院 福島県南相馬市原町区高見町2-54-6 福島県立医科大学付属病院

2048-00 認定施設 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県郡山市八山田7丁目115

2051-00 認定施設 公益財団法人ときわ会常盤病院 福島県いわき市常盤上湯長谷町上ノ台57番地


