
認証医療機関（基幹施設）⼀覧 資料４

都道府県 施設名 新規
北海道 北海道⼤学病院
北海道 札幌医科⼤学附属病院
北海道 旭川医科⼤学病院 新規
北海道 NTT東⽇本札幌病院
北海道 釧路⾚⼗字病院 新規
北海道 市⽴函館病院 新規
北海道 医療法⼈渓仁会⼿稲渓仁会病院 新規
北海道 社会医療法⼈⺟恋天使病院 新規
⻘森県 弘前⼤学医学部附属病院 新規
岩⼿県 岩⼿医科⼤学附属内丸メディカルセンター
宮城県 宮城県⽴こども病院
秋⽥県 秋⽥⼤学医学部附属病院
⼭形県 ⼭形⼤学医学部附属病院
福島県 福島県⽴医科⼤学附属病院
茨城県 筑波⼤学附属病院
茨城県 茨城県⽴中央病院
茨城県 ⼟浦協同病院 新規
茨城県 ⽔⼾済⽣会総合病院
栃⽊県 ⾃治医科⼤学附属病院
栃⽊県 国際医療福祉⼤学病院
栃⽊県 獨協医科⼤学病院
群⾺県 群⾺⼤学医学部附属病院 新規
群⾺県 群⾺県⽴⼩児医療センター 新規
埼⽟県 埼⽟医科⼤学病院
埼⽟県 埼⽟医科⼤学総合医療センター 新規
埼⽟県 獨協医科⼤学埼⽟医療センター
埼⽟県 越⾕市⽴病院 新規
埼⽟県 医療法⼈慈桜会瀬⼾病院
千葉県 千葉⼤学医学部附属病院
千葉県 東邦⼤学医療センター佐倉病院
千葉県 順天堂⼤学医学部附属浦安病院
千葉県 国際医療福祉⼤学成⽥病院 新規
千葉県 東京⼥⼦医科⼤学附属⼋千代医療センター 新規
千葉県 千葉市⽴海浜病院 新規
千葉県 JCHO船橋中央病院 新規
東京都 東京⼤学医学部附属病院
東京都 東京医科⻭科⼤学病院
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東京都 杏林⼤学医学部付属病院
東京都 慶應義塾⼤学病院
東京都 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 新規
東京都 昭和⼤学病院
東京都 昭和⼤学江東豊洲病院
東京都 帝京⼤学医学部附属病院
東京都 東京医科⼤学病院
東京都 東京慈恵会医科⼤学附属病院
東京都 東京⼥⼦医科⼤学病院
東京都 東邦⼤学医療センター⼤森病院
東京都 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院 新規
東京都 ⽇本医科⼤学付属病院
東京都 総合⺟⼦保健センター愛育病院
東京都 医療法⼈社団飯野病院 新規
東京都 国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療研究センター
東京都 国⽴成育医療研究センター
東京都 公益財団法⼈⽇本⾎圧研究振興会附属榊原記念病院
東京都 順和会⼭王病院
東京都 学校法⼈聖路加国際⼤学聖路加国際病院遺伝診療センター
東京都 東京都⽴多摩総合医療センター・東京都⽴⼩児総合医療センター 新規
東京都 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構東京医療センター 新規
東京都 ⽇本⾚⼗字社医療センター
東京都 公益財団法⼈東京都医療保健協会練⾺総合病院 新規
東京都 ⽇野市⽴病院 新規
東京都 東京都⽴墨東病院 新規
東京都 町⽥市⺠病院
神奈川県 横浜市⽴⼤学附属病院
神奈川県 東海⼤学医学部付属病院
神奈川県 北⾥⼤学病院
神奈川県 昭和⼤学横浜市北部病院
神奈川県 聖マリアンナ医科⼤学病院
神奈川県 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター 新規
神奈川県 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 新規
神奈川県 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構相模野病院 新規
神奈川県 医療法⼈徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 新規
⼭梨県 ⼭梨⼤学医学部附属病院
⼭梨県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構甲府病院
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⼭梨県 ⼭梨県⽴中央病院
⻑野県 信州⼤学医学部附属病院 新規
静岡県 順天堂⼤学医学部附属静岡病院
静岡県 浜松医科⼤学医学部附属病院 新規
静岡県 聖隷浜松病院 新規
静岡県 浜松医療センター 新規
新潟県 新潟⼤学医⻭学総合病院
新潟県 済⽣会新潟病院 新規
新潟県 ⻑岡⾚⼗字病院 新規
富⼭県 富⼭⼤学附属病院
⽯川県 ⾦沢⼤学附属病院
⽯川県 ⾦沢医科⼤学病院
⽯川県 ⽯川県⽴中央病院 新規
福井県 福井⼤学医学部附属病院
岐⾩県 岐⾩⼤学医学部附属病院
愛知県 名古屋⼤学医学部附属病院
愛知県 名古屋市⽴⼤学病院
愛知県 藤⽥医科⼤学病院
愛知県 名古屋市⽴⼤学医学部附属⻄部医療センター
愛知県 あいち⼩児保健医療総合センター
愛知県 岡﨑市⺠病院 新規
愛知県 豊橋市⺠病院
愛知県 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼀病院
愛知県 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼆病院
三重県 三重⼤学医学部附属病院 新規
滋賀県 滋賀医科⼤学医学部附属病院
滋賀県 近江⼋幡市⽴総合医療センター 新規
滋賀県 ⻑浜⾚⼗字病院 新規
京都府 京都⼤学医学部附属病院 新規
京都府 京都府⽴医科⼤学附属病院 新規
京都府 医療法⼈財団今井会⾜⽴病院
京都府 医療法⼈徳洲会宇治徳洲会病院 新規
京都府 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構京都医療センター 新規
京都府 京都第⼀⾚⼗字病院
京都府 市⽴福知⼭市⺠病院 新規
京都府 三菱京都病院
⼤阪府 ⼤阪⼤学医学部附属病院
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⼤阪府 ⼤阪医科薬科⼤学病院 新規
⼤阪府 ⼤阪公⽴⼤学医学部附属病院 新規
⼤阪府 関⻄医科⼤学附属病院
⼤阪府 泉⼤津市⽴病院 新規
⼤阪府 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構（JCHO)⼤阪病院 新規
⼤阪府 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴病院機構⼤阪急性期・総合医療センター 新規
⼤阪府 ⼤阪市⽴総合医療センター
⼤阪府 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴病院機構⼤阪⺟⼦医療センター
⼤阪府 国⽴循環器病研究センター
⼤阪府 市⽴柏原病院 新規
⼤阪府 公益財団法⼈聖バルナバ病院
⼤阪府 社会医療法⼈愛仁会⾼槻病院 新規
兵庫県 神⼾⼤学医学部附属病院
兵庫県 兵庫医科⼤学病院
兵庫県 兵庫県⽴尼崎総合医療センター
兵庫県 神⼾アドベンチスト病院
兵庫県 兵庫県⽴こども病院 新規
兵庫県 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 新規
奈良県 奈良県⽴医科⼤学附属病院
奈良県 奈良県総合医療センター 新規
和歌⼭県 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院
和歌⼭県 ⽇本⾚⼗字社和歌⼭医療センター
⿃取県 ⿃取⼤学医学部附属病院
⿃取県 ⿃取県⽴中央病院
島根県 島根⼤学医学部附属病院
島根県 松江⾚⼗字病院 新規
岡⼭県 岡⼭⼤学病院
岡⼭県 川崎医科⼤学附属病院 新規
岡⼭県 公益財団法⼈⼤原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 新規
岡⼭県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岡⼭医療センター 新規
広島県 広島⼤学病院
広島県 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 新規
広島県 広島⾚⼗字原爆病院
⼭⼝県 地域医療機能推進機構徳⼭中央病院 新規
⼭⼝県 地⽅独⽴⾏政法⼈⼭⼝県⽴病院機構⼭⼝県⽴総合医療センター
徳島県 徳島⼤学病院
⾹川県 ⾹川⼤学医学部附属病院 新規
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⾹川県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国こどもとおとなの医療センター
愛媛県 愛媛⼤学医学部附属病院
愛媛県 愛媛県⽴中央病院 新規
⾼知県 ⾼知⼤学医学部附属病院
福岡県 九州⼤学病院 新規
福岡県 福岡⼤学病院
福岡県 産業医科⼤学病院 新規
福岡県 久留⽶⼤学病院
福岡県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構九州医療センター
福岡県 国⽴病院機構⼩倉医療センター
福岡県 福岡市⽴こども病院
佐賀県 佐賀⼤学医学部附属病院 新規
⻑崎県 ⻑崎⼤学病院
熊本県 熊本⼤学病院
熊本県 社会医療法⼈愛育会福⽥病院
⼤分県 ⼤分⼤学医学部附属病院 新規
⼤分県 ⼤分県⽴病院 新規
⼤分県 別府医療センター 新規
宮崎県 宮崎⼤学医学部附属病院 新規
⿅児島県 ⿅児島⼤学病院
沖縄県 沖縄県⽴中部病院
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