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平 成 18 年 度 調 査 研 究 報 告 書

広島県地域保健対策協議会がん診療専門委員会

委 員 長　井内　康輝

Ⅰ．　は　じ　め　に

　本委員会は，平成 16年度より活動を始めたが，そ

の目指すところは，広島県民全てが日常の生活圏域

の中で，質の高いがん医療を受けることができる体

制をつくることである。具体的な目標としては，が

ん検診の受診率とその精度の向上，およびがん医療

の水準の向上があるが，前者は，平成 14年からの地

対協活動の中で徐々に向上しつつある。一方，後者

については，広島県のがん医療の実態調査（平成 16

年 12月 1日実施）が平成 17年 6月にまとめられた

ことを受けて，平成 17年度に本委員会によって，厚

生労働省の指定する“がん診療連携拠点病院”への

推薦を行うこととした。指定を受けた後，これら医

療機関を中心としてがん医療の水準の向上をはかる

ことをめざし，その推薦基準を作成した上で，平成

18年 3月 30日付で一般病床 200床以上，内科及び

外科を有する県内 29医療機関に対して推薦を受ける

ための申請書を提出するように要請した。平成 18年

度の本委員会の役割は，この申請書にもとづいて，

厚生労働省に対し推薦する，広島県の“がん診療連

携拠点病院”を決定することである。

Ⅱ．　がん診療連携拠点病院の推薦

　　第 1回委員会（平成 18年 4月 21日）において

は，まず県に推薦申請のあった，18医療機関が紹介

された。二次医療圏別では，広島 6，広島西 1，呉

2，広島中央 1，尾三 3，福山・府中 4，備北 1の医

療機関であった。

　さらに，本委員会としての“推薦方針”を検討し，

以下のように定めた。

　　1 ．地域がん診療連携拠点病院について

　　　（1）各二次医療圏に原則 1箇所を推薦する。

　　　（2）同一二次医療圏内に複数の医療機関が申

請している場合は，“がん診療連携拠点

病院医療水準評点”により，高い点数順

に推薦する。

　　　（3）広島二次医療圏については，地理的，機

能的な要因等から，4医療機関を推薦す

る。

　　2 ．県がん診療連携拠点病院

　　　地域がん診療連携拠点病院の中から，県内 1

か所を推薦する。

　また，医療水準を評価する対象項目については表

1に示す項目をあげ，これらに点数を配分して，客観

的に評価することとした。

表１　地域がん診療連携拠点病院の推薦に関わ
る医療水準評価の対象項目

１．診療体制について

　 （1）診療機能について
　　　 ① 集学的治療等の実施
　　　 ② セカンドオピニオン機能
　　　 ③ 緩和医療の提供体制
　　　 ④ 地域医療機関への診療支援や病病連携・病診連携
　 （2）診療従事者について
　　　 ① 医師の配置
　　　 ② コメディカルスタッフの配置
　　　 ③ 医療スタッフの勤務環境
　　　 ④ 専門的ながん医療に携わる医師の評価等
　 （3）医療施設について
　　　 ① 専門的治療室の設置
　　　 ② 禁煙対策の推進

２．研修体制について

３．情報提供体制について

　第 2回委員会（平成 18年 4月 27日）においては，

がん診療連携拠点病院の“推薦方針”と“医療水準

の評価点数”を確認した上で，推薦する医療機関を

協議し，表 2のように決定した。



（　　）114

Ⅲ．　がん診療連携拠点病院の指定

　本委員会での決定後，平成 18年 5月にこれらの

10医療機関を県から国に対し推薦したところ，平成

18年 8月 24日付で，推薦した 10医療機関全てが拠

点病院としての指定を受けた（図 1）。なお，この指

定は 4年間有効であるが，4年毎に更新が必要となる

ものである。がん診療連携拠点病院の役割は表 3の

ようにまとめられるが，指定を受けた医療機関が今

後，これらの役割を果たすことが期待される。

　平成 18年 8月 24日付で新たに指定された医療機

関を含めて，その時点での全国の“がん診療連携拠

点病院”の指定状況の一覧を表 4に示す。広島県は

二次医療圏の数（7）を越えた医療機関（10）が指定

を受けたが，このような県は他に岐阜県，大阪府し

かない。都道府県単位での拠点病院は全国で 16であ

るが，指定していない都道府県も多い。因みに，指

定された 16医療機関のうち大学附属病院が指定され

た都道府県は 10府県である。都道府県人口を指定

病院数で割った数字を表 5でみると，広島県は約 30

万人である。この値は，大都会では人口に比して拠

点病院が少ないため大きく，地方は小さい傾向があ

表２　がん診療連携拠点病院として推薦した
医療機関

１．県がん診療連携拠点病院

　　 広島大学病院

２．地域がん診療連携拠点病院

　　 ① 広島二次保健医療圏
　　　　　広島大学病院

　　　　　県立広島病院

　　　　　広島市立広島市民病院

　　　　　広島赤十字・原爆病院

　　 ② 広島西二次保健医療圏
　　　　　広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院

　　 ③ 呉三次二次保健医療圏
　　　　　独立行政法人国立病院機構呉医療センター

　　 ④ 広島中央三次二次保健医療圏
　　　　　独立行政法人国立病院機構東広島医療センター

　　 ⑤ 尾三二次保健医療圏
　　　　　広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院

　　 ⑥ 福山・府中二次保健医療圏
　　　　　福山市民病院

　　 ⑦ 備北二次保健医療圏
　　　　　市立三次中央病院

図１　広島県内のがん診療連携拠点病院配置図
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るが，広島県の値は最も小さい部類に属している。

拠点病院の数が適切か否かは，拠点病院の活動の内

容と，結果としてがん医療の水準の向上が図られた

かを評価して判断されることであり，その意味で，

広島県の 10医療機関の今後の活動に注目したい。

Ⅳ．　お　わ　り　に

　地対協活動としての本委員会の役割は今後，指定

を受けたがん診療連携拠点病院がその役割を確実に

果たしているかを検証していくことにあると思われ

る。

　一方，平成 19年 4月の“がん対策基本法”の施行

に伴って，国レベルでがん対策推進協議会が作られ，

がん対策推進基本計画が策定されようとしている。

これを受けて広島県においても，県としてのがん対

策推進計画を平成 19年度に策定するために，平成

18年 10月，がん対策推進協議会が発足した。ここ

には県医師会等とともに，がん診療連携病院協議会

代表，患者代表等が加わっている。ここで緩和ケア

の推進，がん登録の運営，がん診療の推進などを含

めた総合的な県のがん対策の計画がたてられること

になるが，本委員会としても，県内におけるがん医

療の向上という本来の目的を果たすために何をすべ

きかを考え，地対協としての特色を生かした活動を

行っていく必要があろう。

表３　がん診療連携拠点病院の役割

１．診療機能：

　　　　① 集学的治療、標準的治療及び応用治療の実施
　　　　② セカンドオピニオンの実施
　　　　③ 緩和医療の提供
　　　　④ 地域の医療機関との連携
　　　　⑤ 禁煙対策の推進
　

２．研修機能：

　　　　① かかりつけ医等を対象とした研修の実施
　　　　② 公開カンファレンスの開催
　

３．情報提供機能：

　　　　① 相談支援センターの設置
　　　　② 臨床研究及び治験の広報
　　　　③ 院内がん登録の実施
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表４　がん診療連携拠点病院指定一覧表
（平成１９年１月３１日現在）

 【都道府県がん診療連携拠点病院】

指定年月日所　在　地医療機関名都道府県名

平成１８年８月２４日宮城県名取市愛島塩手字野田山４７－１宮城県立がんセンター宮城県１

平成１８年８月２４日宮城県仙台市青葉区星陵町１番１号国立大学法人東北大学医学部附属病院宮城県２

平成１９年１月３１日秋田県秋田市広面字蓮沼４４番２国立大学法人秋田大学医学部附属病院秋田県３

平成１９年１月３１日福島県福島市光が丘１番地公立大学法人福島県立医科大学附属病院福島県４

平成１９年１月３１日栃木県宇都宮市陽南４－９－１３栃木県立がんセンタ－栃木県５

平成１８年８月２４日群馬県前橋市昭和町３丁目３９番１５号国立大学法人群馬大学医学部附属病院群馬県６

平成１８年８月２４日千葉県千葉市中央区仁戸名町６６６－２千葉県がんセンター千葉県７

平成１９年１月３１日神奈川県横浜市旭区中尾１－１－２神奈川県立がんセンター神奈川県８

平成１９年１月３１日新潟県新潟市川岸町２丁目１５番地３新潟県立がんセンター新潟病院新潟県９

平成１８年８月２４日富山県富山市西長江２－２－７８富山県立中央病院富山県１０

平成１９年１月３１日石川県金沢市宝町１３番１号金沢大学医学部附属病院石川県１１

平成１９年１月３１日福井県福井市四ツ井２丁目８番１号福井県立病院福井県１２

平成１８年８月２４日山梨県甲府市富士見１丁目１番１号山梨県立中央病院山梨県１３

平成１８年８月２４日長野県松本市旭３丁目１番１号国立大学法人信州大学医学部附属病院長野県１４

平成１８年８月２４日岐阜県岐阜市柳戸１番１国立大学法人岐阜大学医学部附属病院岐阜県１５

平成１８年８月２４日静岡県駿東郡長泉町下長窪１００７静岡県立静岡がんセンター静岡県１６

平成１９年１月３１日愛知県名古屋市千種区鹿子殿１－１愛知県がんセンター中央病院愛知県１７

平成１９年１月３１日三重県津市江戸橋２丁目１７４番地国立大学法人三重大学医学部附属病院三重県１８

平成１８年８月２４日京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５京都府立医科大学附属病院京都府１９

平成１９年１月３１日大阪府大阪市東成区中道１－３－３地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立成人病センター大阪府２０

平成１９年１月３１日兵庫県明石市北王子町１３番７０号兵庫県立成人病センター兵庫県２１

平成１９年１月３１日和歌山県和歌山市紀三井寺８１１－１和歌山県立医科大学附属病院和歌山県２２

平成１８年８月２４日岡山県岡山市鹿田町２丁目５番１号岡山大学病院岡山県２３

平成１８年８月２４日広島県広島市南区霞１丁目２番３号国立大学法人広島大学病院広島県２４

平成１９年１月３１日山口県宇部市南小串一丁目１番１号国立大学法人　山口大学医学部附属病院山口県２５

平成１８年８月２４日徳島県徳島市蔵本町１丁目１０－３徳島県立中央病院徳島県２６

平成１９年１月３１日愛媛県松山市南梅本町甲１６０番独立行政法人国立病院機構
四国がんセンター愛媛県２７

平成１８年８月２４日高知県南国市岡豊町小蓮１８５番地１国立大学法人高知大学医学部附属病院高知県２８

平成１９年１月３１日佐賀県佐賀市水ヶ江一丁目１２番９号佐賀県立病院好生館佐賀県２９

平成１９年１月３１日長崎県長崎市坂本１丁目７番１号長崎大学医学部・歯学部附属病院長崎県３０

平成１８年８月２４日熊本県熊本市本荘１丁目１番１号国立大学法人熊本大学医学部附属病院熊本県３１

平成１８年８月２４日鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１国立大学法人鹿児島大学病院鹿児島県３２

　　　　　　３２病院計
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 【地域がん診療連携拠点病院】

指定年月日所　在　地医療機関名都道府県名

平成１９年１月３１日北海道函館市港町１丁目１０番１号市立函館病院北海道１

平成１７年１月１７日北海道札幌市白石区菊水４条２丁目３番５４号独立行政法人　国立病院機構
北海道がんセンター北海道２

平成１７年１月１７日北海道札幌市中央区北１１条西１３丁目１番１号市立札幌病院北海道３

平成１７年１月１７日北海道砂川市西４条北２丁目１番１号砂川市立病院北海道４

平成１９年１月３１日北海道室蘭市新富町１丁目５番１３号日鋼記念病院北海道５

平成１７年１月１７日北海道苫小牧市若草町３丁目４番８号王子総合病院北海道６

平成１７年１月１７日北海道北見市北６条東２丁目１番地総合病院北見赤十字病院北海道７

平成１７年１月１７日北海道帯広市西６条南８丁目１番地ＪＡ北海道厚生連  帯広厚生病院北海道８

平成１７年１月１７日北海道旭川市１条通２４丁目１１１番地３ＪＡ北海道厚生連　旭川厚生病院北海道９

平成１７年１月１７日北海道釧路市春湖台１番１２号市立釧路総合病院北海道１０

平成１７年１月１７日青森県青森市東造道２丁目１－１青森県立中央病院青森県１１

平成１９年１月３１日青森県弘前市大字本町５３番地弘前大学医学部附属病院青森県１２

平成１７年１月１７日青森県八戸市大字田向字毘沙門平１番地八戸市立市民病院青森県１３

平成１９年１月３１日青森県三沢市中央町四丁目１番１０号三沢市立三沢病院青森県１４

平成１５年１２月１６日岩手県盛岡市上田一丁目４番１号岩手県立中央病院岩手県１５

平成１９年１月３１日岩手県二戸市堀野字大川原毛３８番地２岩手県立二戸病院岩手県１６

平成１５年８月２６日宮城県仙台市青葉区台原４－３－２１独立行政法人労働者健康福祉機構
東北労災病院宮城県１７

平成１５年８月２６日宮城県大崎市古川千手寺町２－３－１０大崎市民病院（旧古川市立病院）宮城県１８

平成１５年８月２６日宮城県石巻市蛇田字西道下７１石巻赤十字病院宮城県１９

平成１５年１２月１６日宮城県白石市福岡蔵本字下原沖３６公立刈田綜合病院宮城県２０

平成１８年８月２４日宮城県仙台市宮城野区宮城野２丁目８－８独立行政法人国立病院機構
仙台医療センター宮城県２１

平成１９年１月３１日秋田県由利本荘市川口字家後３８番地秋田県厚生農業協同組合連合会
由利組合総合病院秋田県２２

平成１９年１月３１日秋田県大仙市大曲通町１番３０号秋田県厚生農業協同組合連合会
仙北組合総合病院秋田県２３

平成１９年１月３１日秋田県横手市駅前町１番３０号秋田県厚生農業協同組合連合会
平鹿総合病院秋田県２４

平成１５年８月２６日山形県山形市大字青柳１８００番地山形県立中央病院山形県２５

平成１８年８月２４日山形県山形市七日町１丁目３番２６号山形市立病院済生館山形県２６

平成１８年８月２４日山形県山形市飯田西２丁目２番２号国立大学法人山形大学医学部附属病院山形県２７

平成１９年１月３１日山形県新庄市若葉町１２番５５号山形県立新庄病院山形県２８

平成１９年１月３１日山形県東置賜郡川西町大字西大塚２０００番地置賜広域病院組合立公立置賜総合病院山形県２９

平成１８年８月２４日山形県酒田市あきほ町３０番地山形県立日本海病院山形県３０

平成１５年８月２６日福島県福島市大町６番１１号財団法人　大原綜合病院福島県３１

平成１５年８月２６日福島県郡山市安積町長久保１丁目１０番１３号財団法人　慈山会医学研究所付属坪井病院福島県３２

平成１９年１月３１日福島県郡山市西ノ内二丁目５番２０号財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院福島県３３

平成１９年１月３１日福島県会津若松市山鹿町３番２７号財団法人竹田綜合病院福島県３４

平成１５年８月２６日福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地独立行政法人労働者健康福祉機構
福島労災病院福島県３５

平成１５年８月２６日茨城県笠間市鯉渕６５２８茨城県立中央病院
・茨城県地域がんセンター茨城県３６

平成１７年１月１７日茨城県日立市城南町２丁目１番１号株式会社日立製作所　日立総合病院
・茨城県地域がんセンター茨城県３７

平成１５年８月２６日茨城県土浦市真鍋新町１１－７茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院
土浦協同病院・茨城県地域がんセンター茨城県３８
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平成１５年８月２６日茨城県つくば市天久保１－３－１筑波メディカルセンター病院
・茨城県地域がんセンター茨城県３９

平成１９年１月３１日茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１東京医科大学霞ヶ浦病院茨城県４０

平成１９年１月３１日茨城県古河市東牛谷７０７友愛記念病院茨城県４１

平成１９年１月３１日茨城県猿島郡境町２１９０茨城県厚生農業協同組合連合会
茨城西南医療センター病院茨城県４２

平成１９年１月３１日栃木県下野市薬師寺３３１１－１自治医科大学附属病院栃木県４３

平成１９年１月３１日栃木県宇都宮市竹林町９１１－１社会福祉法人恩賜財団済生会支部
栃木県済生会宇都宮病院栃木県４４

平成１９年１月３１日栃木県下都賀郡壬生町北小林８８０番地獨協医科大学病院栃木県４５

平成１９年１月３１日栃木県大田原市住吉町２丁目７番３号日本赤十字社栃木県支部
大田原赤十字病院栃木県４６

平成１９年１月３１日栃木県佐野市堀米町１７２８番地佐野厚生農業協同組合連合会
佐野厚生総合病院栃木県４７

平成１９年１月３１日群馬県高崎市高松町３６独立行政法人国立病院機構高崎病院群馬県４８

平成１５年８月２６日群馬県渋川市金井２８５４独立行政法人国立病院機構　西群馬病院群馬県４９

平成１９年１月３１日群馬県藤岡市藤岡９４２番地１公立藤岡総合病院群馬県５０

平成１９年１月３１日群馬県富岡市富岡２０７３番地１公立富岡総合病院群馬県５１

平成１８年８月２４日群馬県沼田市上原町１５５１番地４独立行政法人国立病院機構　沼田病院群馬県５２

平成１８年８月２４日群馬県沼田市東原新町１８５５番地１利根保健生活協同組合　利根中央病院群馬県５３

平成１８年８月２４日群馬県伊勢崎市連取本町１２番地１号伊勢崎市民病院群馬県５４

平成１９年１月３１日群馬県桐生市織姫町６番３号桐生厚生総合病院群馬県５５

平成１４年１２月９日群馬県太田市高林西町６１７番地１群馬県立がんセンター群馬県５６

平成１９年１月３１日埼玉県春日部市中央七丁目２番地１春日部市立病院埼玉県５７

平成１７年１月１７日埼玉県さいたま市中央区上落合８－３－３３さいたま赤十字病院埼玉県５８

平成１５年８月２６日埼玉県北足立郡伊奈町小室８１８埼玉県立がんセンター埼玉県５９

平成１９年１月３１日埼玉県さいたま市緑区三室２４６０番地さいたま市立病院埼玉県６０

平成１９年１月３１日埼玉県川越市大字鴨田字辻道町１９８１埼玉医科大学総合医療センター埼玉県６１

平成１７年１月１７日埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８埼玉医科大学病院埼玉県６２

平成１８年８月２４日埼玉県深谷市上柴町西５－８－１深谷赤十字病院埼玉県６３

平成１９年１月３１日埼玉県行田市持田３７６番地医療法人壮幸会行田総合病院埼玉県６４

平成１９年１月３１日千葉県船橋市金杉１丁目２１番１号船橋市立医療センター千葉県６５

平成１５年１２月１６日千葉県成田市飯田町９０－１成田赤十字病院千葉県６６

平成１５年１２月１６日千葉県旭市イ１３２６総合病院国保旭中央病院千葉県６７

平成１５年１２月１６日千葉県鴨川市東町９２９医療法人　鉄蕉会　亀田総合病院千葉県６８

平成１４年８月１３日千葉県木更津市桜井１０１０君津中央病院千葉県６９

平成１５年１２月１６日千葉県市原市辰巳台東２－１６独立行政法人労働者健康福祉機構
千葉労災病院千葉県７０

平成１４年３月１５日東京都文京区本駒込３－１８－２２東京都立駒込病院東京都７１

平成１４年３月１５日東京都江東区有明３－１０－６財団法人癌研究会　有明病院
（旧　財団法人　癌研究会附属病院）東京都７２

平成１４年１２月９日東京都渋谷区広尾４－１－２２　日本赤十字社医療センター東京都７３

平成１４年１２月９日東京都武蔵野市境南町１－２６－１日本赤十字社東京都支部
武蔵野赤十字病院東京都７４

平成１５年１月９日東京都板橋区大谷口上町３０－１日本大学医学部附属板橋病院東京都７５

平成１５年１月９日東京都多摩市永山１－７－１日本医科大学多摩永山病院東京都７６

平成１５年８月２６日東京都品川区東五反田５－９－２２ＮＴＴ東日本関東病院東京都７７
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平成１５年８月２６日東京都青梅市東青梅４－１６－５青梅市立総合病院東京都７８

平成１７年１月１７日東京都新宿区津久戸町５－１東京厚生年金病院東京都７９

平成１７年１月１７日東京都東大和市南街１－１３－１２東大和病院東京都８０

平成１８年８月２４日神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町５６横浜市立市民病院神奈川県８１

平成１９年１月３１日神奈川県横浜市金沢区福浦３丁目９番地公立大学法人横浜市立大学附属病院神奈川県８２

平成１９年１月３１日神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目１６番１号聖マリアンナ医科大学病院神奈川県８３

平成１８年８月２４日神奈川県川崎市中原区井田２丁目２７番１号川崎市立井田病院神奈川県８４

平成１８年８月２４日神奈川県横須賀市米が浜通１丁目１６番地国家公務員共済組合連合会
横須賀共済病院神奈川県８５

平成１９年１月３１日神奈川県藤沢市藤沢２丁目６番１号藤沢市民病院神奈川県８６

平成１９年１月３１日神奈川県伊勢原市下糟屋１４３東海大学医学部付属病院神奈川県８７

平成１８年８月２４日神奈川県相模原市橋本２－８－１８神奈川県厚生農業協同組合連合会
相模原協同病院神奈川県８８

平成１９年１月３１日神奈川県相模原市北里一丁目１５番１号北里大学病院神奈川県８９

平成１８年８月２４日神奈川県小田原市久野４６番地小田原市立病院神奈川県９０

平成１８年８月２４日新潟県新潟市紫竹山２丁目６番１号新潟市民病院新潟県９１

平成１９年１月３１日新潟県新潟市旭町通１番町７５４番地新潟大学医歯学総合病院新潟県９２

平成１８年８月２４日新潟県長岡市川崎町２０４１番地新潟県厚生農業協同組合連合会　
長岡中央綜合病院新潟県９３

平成１８年８月２４日新潟県長岡市寺島町２９７番地１長岡赤十字病院新潟県９４

平成１８年８月２４日新潟県上越市新南町２０５番地新潟県立中央病院新潟県９５

平成１９年１月３１日富山県黒部市三日市１１０８番地の１黒部市民病院富山県９６

平成１９年１月３１日富山県魚津市六郎丸９９２番地独立行政法人労働者健康福祉機構
富山労災病院富山県９７

平成１９年１月３１日富山県富山市今泉北部町２番地１富山市立富山市民病院富山県９８

平成１９年１月３１日富山県富山市杉谷２６３０国立大学法人富山大学附属病院富山県９９

平成１９年１月３１日富山県高岡市永楽町５－１０厚生連高岡病院富山県１００

平成１９年１月３１日富山県高岡市宝町４－１高岡市民病院富山県１０１

平成１９年１月３１日富山県砺波市新富町１－６１市立砺波総合病院富山県１０２

平成１９年１月３１日石川県金沢市下石引町１番１号独立行政法人国立病院機構
金沢医療センター石川県１０３

平成１９年１月３１日石川県金沢市鞍月東２丁目１番地石川県立中央病院石川県１０４

平成１９年１月３１日石川県河北郡内灘町字大学１丁目１番地金沢医科大学病院石川県１０５

平成１９年１月３１日石川県小松市向本折町ホ６０番地国民健康保険小松市民病院石川県１０６

平成１９年１月３１日福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３号３番地国立大学法人　福井大学医学部附属病院福井県１０７

平成１９年１月３１日福井県福井市月見２丁目４番１号福井赤十字病院福井県１０８

平成１９年１月３１日福井県福井市和田中町舟橋７－１社会福祉法人・恩賜財団
福井県済生会病院福井県１０９

平成１９年１月３１日福井県敦賀市桜ヶ丘町３３番１号独立行政法人国立病院機構福井病院福井県１１０

平成１９年１月３１日山梨県中央市下河東１１１０番地山梨大学医学部附属病院山梨県１１１

平成１９年１月３１日山梨県山梨市落合８６０番地財団法人山梨厚生会山梨厚生病院山梨県１１２

平成１９年１月３１日山梨県富士吉田市上吉田６５３０番地国民健康保険富士吉田市立病院山梨県１１３

平成１８年８月２４日長野県佐久市臼田１９７番地長野県厚生農業共同組合連合会　
佐久総合病院長野県１１４

平成１８年８月２４日長野県諏訪市湖岸通り５丁目１１番５０号諏訪赤十字病院長野県１１５

平成１９年１月３１日長野県飯田市八幡町４３８番地飯田市立病院長野県１１６
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平成１９年１月３１日長野県長野市若里５丁目２２番１号長野赤十字病院長野県１１７

平成１９年１月３１日長野県長野市大字富竹１,３３３番地１長野市民病院長野県１１８

平成１７年１月１７日岐阜県岐阜市野一色４－６－１岐阜県総合医療センター岐阜県１１９

平成１７年１月１７日岐阜県大垣市南頬町４－８６大垣市民病院岐阜県１２０

平成１７年１月１７日岐阜県多治見市前畑町５－１６１岐阜県立多治見病院岐阜県１２１

平成１７年１月１７日岐阜県高山市天満町３－１１綜合病院高山赤十字病院岐阜県１２２

平成１７年１月１７日岐阜県岐阜市鹿島町７－１岐阜市民病院岐阜県１２３

平成１７年１月１７日岐阜県美濃加茂市古井町下古井５９０木沢記念病院岐阜県１２４

平成１９年１月３１日静岡県伊豆の国市長岡１１２９順天堂大学医学部附属静岡病院静岡県１２５

平成１９年１月３１日静岡県沼津市東椎路字春ノ木５５０沼津市立病院静岡県１２６

平成１５年８月２６日静岡県静岡市葵区北安東４－２７－１静岡県立総合病院静岡県１２７

平成１９年１月３１日静岡県静岡市葵区追手町１０－９３静岡市立静岡病院静岡県１２８

平成１９年１月３１日静岡県藤枝市駿河台４－１－１１藤枝市立総合病院静岡県１２９

平成１７年１月１７日静岡県浜松市三方原町３４５３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１３０

平成１７年１月１７日静岡県浜松市住吉２－１２－１２社会福祉法人　聖隷福祉事業団　
総合病院　聖隷浜松病院静岡県１３１

平成１９年１月３１日静岡県浜松市富塚町３２８県西部浜松医療センター静岡県１３２

平成１９年１月３１日静岡県浜松市半田山１－２０－１浜松医科大学医学部附属病院静岡県１３３

平成１５年８月２６日愛知県名古屋市中区三の丸４－１－１独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター愛知県１３４

平成１９年１月３１日愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院愛知県１３５

平成１９年１月３１日愛知県名古屋市南区三条一丁目１番１０号社会保険中京病院愛知県１３６

平成１７年１月１７日愛知県弥富市前ヶ須町南本田３９６愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院愛知県１３７

平成１９年１月３１日愛知県瀬戸市西追分町１６０番地公立陶生病院愛知県１３８

平成１９年１月３１日愛知県一宮市文京２丁目２番２２号一宮市立市民病院愛知県１３９

平成１７年１月１７日愛知県小牧市常普請１－２０小牧市民病院愛知県１４０

平成１９年１月３１日愛知県豊田市元城町３丁目１７番地愛知県厚生農業協同組合連合会　加茂病院愛知県１４１

平成１５年８月２６日愛知県安城市安城町東広畔２８愛知県厚生農業協同組合連合会
安城更生病院愛知県１４２

平成１５年８月２６日愛知県豊橋市青竹町字八間西５０豊橋市民病院愛知県１４３

平成１４年８月１３日三重県四日市市大字日永５４５０－１３２三重県立総合医療センター三重県１４４

平成１４年８月１３日三重県津市久居明神町２１５８－５独立行政法人国立病院機構
三重中央医療センター三重県１４５

平成１４年８月１３日三重県伊勢市御薗町高向８１０山田赤十字病院三重県１４６

平成１７年１月１７日三重県松阪市川井町字小望１０２三重県厚生農業協同組合連合会　
松阪中央総合病院三重県１４７

平成１５年８月２６日滋賀県大津市長等一丁目１番３５号大津赤十字病院滋賀県１４８

平成１４年８月１３日滋賀県守山市守山五丁目４番３０号滋賀県立成人病センター滋賀県１４９

平成１７年１月１７日滋賀県長浜市大戌亥町３１３番地市立長浜病院滋賀県１５０

平成１９年１月３１日京都府舞鶴市字行永２４１０番地独立行政法人国立病院機構
舞鶴医療センター京都府１５１

平成１９年１月３１日京都府福知山市厚中町２３１番地市立福知山市民病院京都府１５２

平成１９年１月３１日京都府京都市西京区山田平尾町１７社会福祉法人　京都社会事業財団
京都桂病院京都府１５３

平成１９年１月３１日京都府京都市中京区壬生東高田町１－２京都市立病院京都府１５４

平成１９年１月３１日京都府京都市東山区本町１５丁目７４９番地京都第一赤十字病院京都府１５５
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平成１９年１月３１日京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町３５５–５京都第二赤十字病院京都府１５６

平成１９年１月３１日京都府京都市伏見区深草向畑町１－１独立行政法人国立病院機構
京都医療センター京都府１５７

平成１４年１２月９日大阪府堺市長曽根町１１７９－３独立行政法人労働者健康福祉機構
大阪労災病院大阪府１５８

平成１４年１２月９日大阪府豊中市柴原町４－１４－１市立豊中病院大阪府１５９

平成１４年１２月９日大阪府岸和田市額原町１００１市立岸和田市民病院大阪府１６０

平成１４年１２月９日大阪府枚方市星丘４－８－１社団法人全国社会保険協会連合会
星ヶ丘厚生年金病院大阪府１６１

平成１４年１２月９日大阪府河内長野市木戸東町２－１独立行政法人国立病院機構
大阪南医療センター大阪府１６２

平成１４年１２月９日大阪府高槻市阿武野１－１－１高槻赤十字病院大阪府１６３

平成１４年１２月９日大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０大阪赤十字病院大阪府１６４

平成１４年１２月９日大阪府大阪市住吉区万代東３－１－５６地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立急性期・総合医療センター大阪府１６５

平成１５年８月２６日大阪府東大阪市西岩田３－４－５東大阪市立総合病院大阪府１６６

平成１７年１月１７日大阪府大阪市都島区都島本通２丁目１３番２２号大阪市立総合医療センター大阪府１６７

平成１９年１月３１日兵庫県神戸市中央区楠町７丁目５番２号国立大学法人神戸大学医学部附属病院兵庫県１６８

平成１９年１月３１日兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目６番地神戸市立中央市民病院兵庫県１６９

平成１９年１月３１日兵庫県尼崎市稲葉荘３丁目１番６９号独立行政法人労働者健康福祉機構
関西労災病院兵庫県１７０

平成１９年１月３１日兵庫県伊丹市車塚３丁目１番地公立学校共済組合近畿中央病院兵庫県１７１

平成１９年１月３１日兵庫県姫路市下手野１丁目１２番１号姫路赤十字病院兵庫県１７２

平成１９年１月３１日兵庫県姫路市本町６８番地独立行政法人国立病院機構
姫路医療センター兵庫県１７３

平成１９年１月３１日兵庫県赤穂市中広１０９０番地赤穂市民病院兵庫県１７４

平成１９年１月３１日兵庫県豊岡市戸牧１０９４番地公立豊岡病院組合立豊岡病院兵庫県１７５

平成１９年１月３１日兵庫県洲本市下加茂１丁目６番６号兵庫県立淡路病院兵庫県１７６

平成１９年１月３１日奈良県磯城郡田原本町宮古４０４－１国保中央病院奈良県１７７

平成１７年１月１７日奈良県橿原市四条町８４０番地奈良県立医科大学附属病院奈良県１７８

平成１４年１２月９日和歌山県和歌山市小松原通四丁目２０番地日本赤十字社和歌山医療センター和歌山県１７９

平成１９年１月３１日和歌山県橋本市小峰台二丁目八番地の１橋本市民病院和歌山県１８０

平成１８年８月２４日和歌山県田辺市新庄町４６番地の７０社会保険紀南病院和歌山県１８１

平成１８年８月２４日和歌山県田辺市たきない町２７番１号独立行政法人国立病院機構　
南和歌山医療センター和歌山県１８２

平成１９年１月３１日鳥取県鳥取市江津７３０鳥取県立中央病院鳥取県１８３

平成１９年１月３１日鳥取県鳥取市的場１丁目１番地鳥取市立病院鳥取県１８４

平成１５年１２月１６日鳥取県倉吉市東昭和町１５０鳥取県立厚生病院鳥取県１８５

平成１７年１月１７日鳥取県米子市車尾４－１７－１独立行政法人　国立病院機構
米子医療センター鳥取県１８６

平成１４年８月１３日島根県松江市乃白町３２番地１松江市立病院島根県１８７

平成１７年１月１７日島根県松江市母衣町２００番地松江赤十字病院島根県１８８

平成１７年１月１７日島根県出雲市塩治町８９－１国立大学法人　島根大学医学部附属病院島根県１８９

平成１７年１月１７日島根県出雲市姫原４－１－１島根県立中央病院島根県１９０

平成１４年１２月９日島根県浜田市黒川町３７４８独立行政法人国立病院機構
浜田医療センター島根県１９１

平成１７年１月１７日島根県益田市乙吉町イ１０３－１益田赤十字病院島根県１９２

平成１４年１２月９日岡山県岡山市伊福町１－１７－１８岡山済生会総合病院岡山県１９３
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平成１５年１２月１６日岡山県岡山市青江２－１－１総合病院岡山赤十字病院岡山県１９４

平成１５年１２月１６日岡山県倉敷市美和１－１－１財団法人　倉敷中央病院岡山県１９５

平成１７年１月１７日岡山県津山市川崎１７５６財団法人　津山慈風会　津山中央病院岡山県１９６

平成１８年８月２４日広島県広島市南区宇品神田１丁目５番５４号県立広島病院広島県１９７

平成１８年８月２４日広島県広島市中区基町７番３３号広島市立広島市民病院広島県１９８

平成１８年８月２４日広島県広島市中区千田町１丁目９－６広島赤十字・原爆病院広島県１９９

平成１８年８月２４日広島県廿日市市地御前１丁目３番３号広島県厚生農業協同組合連合会　
廣島総合病院広島県２００

平成１８年８月２４日広島県呉市青山町３番１号独立行政法人国立病院機構　
呉医療センター広島県２０１

平成１８年８月２４日広島県東広島市西条町寺家５１３番地独立行政法人国立病院機構　
東広島医療センター広島県２０２

平成１８年８月２４日広島県尾道市古浜町７番１９号広島県厚生農業協同組合連合会　
尾道総合病院広島県２０３

平成１８年８月２４日広島県福山市蔵王町五丁目２３番１号福山市民病院広島県２０４

平成１８年８月２４日広島県三次市東酒屋町５３１番地市立三次中央病院広島県２０５

平成１４年８月１３日山口県岩国市黒磯町２－５－１独立行政法人国立病院機構
岩国医療センター山口県２０６

平成１７年１月１７日山口県柳井市古開作１０００－１山口県厚生農業協同組合連合会　
周東総合病院山口県２０７

平成１５年１２月１６日山口県周南市孝田町１－１綜合病院社会保険徳山中央病院山口県２０８

平成１５年１２月１６日山口県防府市大崎７７山口県立総合医療センター山口県２０９

平成１８年８月２４日山口県下関市向洋町１丁目１３番１号下関市立中央病院山口県２１０

平成１９年１月３１日徳島県徳島市蔵本町２丁目５０番地の１徳島大学病院徳島県２１１

平成１９年１月３１日徳島県小松島市小松島町字井利ノ口１０３番地徳島赤十字病院徳島県２１２

平成１７年１月１７日香川県高松市番町５丁目４番１６号香川県立中央病院香川県２１３

平成１９年１月３１日香川県高松市番町４丁目１番３号高松赤十字病院香川県２１４

平成１８年８月２４日香川県丸亀市城東町３丁目３番１号独立行政法人労働者健康福祉機構
香川労災病院香川県２１５

平成１５年１２月１６日香川県観音寺市豊浜町姫浜７０８番地三豊総合病院香川県２１６

平成１７年１月１７日愛媛県新居浜市王子町３番１号住友別子病院愛媛県２１７

平成１９年１月３１日愛媛県今治市喜田村７丁目１番６号社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院愛媛県２１８

平成１９年１月３１日愛媛県東温市志津川愛媛大学医学部附属病院愛媛県２１９

平成１９年１月３１日愛媛県松山市春日町８３番地愛媛県立中央病院愛媛県２２０

平成１９年１月３１日愛媛県松山市文京町１番地松山赤十字病院愛媛県２２１

平成１７年１月１７日愛媛県宇和島市御殿町１番１号市立宇和島病院愛媛県２２２

平成１４年８月１３日高知県高知市池２１２５番地１ 高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター高知県２２３

平成１４年８月１３日福岡県福岡市南区野多目３丁目１番１号独立行政法人国立病院機構
九州がんセンター福岡県２２４

平成１５年１２月１６日福岡県古賀市千鳥１丁目１番１号独立行政法人国立病院機構
福岡東医療センター福岡県２２５

平成１４年１２月９日福岡県久留米市旭町６７番地久留米大学病院福岡県２２６

平成１７年１月１７日福岡県八女市高塚５４０番地２公立八女総合病院福岡県２２７

平成１５年１２月１６日福岡県大牟田市宝坂町２丁目１９番地１大牟田市立総合病院福岡県２２８

平成１４年８月１３日福岡県飯塚市芳雄町３番８３号飯塚病院福岡県２２９

平成１７年１月１７日福岡県田川市上本町１０番１８号社会保険田川病院福岡県２３０

平成１４年８月１３日福岡県北九州市小倉北区馬借２丁目１番１号北九州市立医療センター福岡県２３１
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平成１９年１月３１日佐賀県佐賀市鍋島五丁目１番１号国立大学法人佐賀大学医学部附属病院佐賀県２３２

平成１９年１月３１日佐賀県唐津市二タ子一丁目５番１号唐津赤十字病院佐賀県２３３

平成１９年１月３１日佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙２４３６独立行政法人国立病院機構
嬉野医療センター佐賀県２３４

平成１４年１２月９日長崎県長崎市新地町６番３９号長崎市立市民病院長崎県２３５

平成１４年１２月９日長崎県長崎市茂里町３－１５日本赤十字社長崎原爆病院長崎県２３６

平成１４年８月１３日長崎県佐世保市平瀬町９番地３佐世保市立総合病院長崎県２３７

平成１７年１月１７日長崎県大村市久原２丁目１００１番地１独立行政法人　国立病院機構
長崎医療センター長崎県２３８

平成１９年１月３１日長崎県島原市下川尻町７８９５番地長崎県立島原病院長崎県２３９

平成１７年１月１７日熊本市湖東１－１－６０熊本市立熊本市民病院熊本県２４０

平成１９年１月３１日熊本県八代市竹原町１６７０番地独立行政法人労働者健康福祉機構
熊本労災病院熊本県２４１

平成１９年１月３１日熊本県人吉市老神町３５番地健康保険人吉総合病院熊本県２４２

平成１４年１２月９日大分県大分市千代町３丁目２番３７号大分赤十字病院大分県２４３

平成１４年１２月９日大分県大分市大字豊饒４７６番地大分県立病院大分県２４４

平成１５年８月２６日宮崎県宮崎市北高松町５－３０宮崎県立宮崎病院宮崎県２４５

平成１７年１月１７日宮崎県都城市祝吉町５０３３－１独立行政法人　国立病院機構　都城病院宮崎県２４６

平成１７年１月１７日宮崎県延岡市新小路２－１－１０宮崎県立延岡病院宮崎県２４７

平成１５年８月２６日宮崎県日南市木山１－９－５宮崎県立日南病院宮崎県２４８

平成１８年８月２４日鹿児島県鹿児島市城山町８番１号独立行政法人国立病院機構　
鹿児島医療センター鹿児島県２４９

平成１９年１月３１日鹿児島県南さつま市加世田高橋１９６８－４鹿児島県立薩南病院鹿児島県２５０

平成１９年１月３１日鹿児島県奄美市名瀬真名津町１８－１鹿児島県立大島病院鹿児島県２５１

平成１７年１月１７日沖縄県名護市字宇茂佐１７１２－３北部地区医師会病院沖縄県２５２

平成１９年１月３１日沖縄県うるま市字宮里２８１番地沖縄県立中部病院沖縄県２５３

平成１７年１月１７日沖縄県那覇市古島２丁目３１番地の１那覇市立病院沖縄県２５４

　　　　　　２５４病院計

　　　　　　２８６病院合計

平成１４年３月１５日　　　　 ５ 箇所指定

平成１４年８月１３日　　　　１５ 箇所指定

平成１４年１２月１９日　　　　２４ 箇所指定

平成１５年１月９日　　　　 ２ 箇所指定

平成１５年８月２６日　　　　２６ 箇所指定

※２平成１５年１２月１６日　　　　１５ 箇所指定

平成１７年１月１７日　　　　４８ 箇所指定

平成１８年８月２４日　　　　４４ 箇所指定

平成１９年１月３１日　　　 １０８ 箇所指定

※１　平成１８年８月２４日，平成１９年１月３１日の指定箇所数は新規指定病院数のみである。（地域→都道府県等更新の指定数は除

く。）

※２　平成１５年１２月１６日指定の１病院について，平成１９年１月３１日に指定解除されている。
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表５　がん診療連携拠点病院の指定状況

人口 /指定病院数都道府県人口都道府県がん診療 
連携拠点病院数指定病院数二次医療圏数都道府県

703,4285,627,424821北 海 道

718,3141,436,62826青 森 県

1,385,0371,385,03719岩 手 県

337,1422,359,9912710宮 城 県

－1,145,47108秋 田 県

304,0291,216,11644山 形 県

697,0742,091,22337福 島 県

743,7562,975,02349茨 城 県

2,016,4522,016,45215栃 木 県

337,3412,024,0441610群 馬 県

1,763,4227,053,68949埼 玉 県

1,009,3606,056,159169千 葉 県

1,257,09012,570,9041013東 京 都

1,255,8438,790,900711神 奈 川 県

486,2792,431,396513新 潟 県

1,111,6021,111,602114富 山 県

1,173,9941,173,99414石 川 県

273,863821,58934福 井 県

884,531884,531118山 梨 県

732,0042,196,0121310長 野 県

301,0422,107,293175岐 阜 県

948,1143,792,457149静 岡 県

1,209,0727,254,432611愛 知 県

466,7921,867,16644三 重 県

460,1141,380,34337滋 賀 県

2,647,5232,647,523116京 都 府

801,5468,817,010118大 阪 府

－5,590,381010兵 庫 県

1,421,3671,421,36715奈 良 県

345,3541,036,06137和 歌 山 県

303,474606,94723鳥 取 県

123,689742,13567島 根 県

391,4111,957,056155岡 山 県

287,6762,876,7621107広 島 県

298,5151,492,57558山 口 県

809,974809,974116徳 島 県

337,4201,012,26135香 川 県

489,2751,467,82436愛 媛 県

398,106796,211124高 知 県

631,1415,049,126813福 岡 県

866,402866,40215佐 賀 県

369,6581,478,63049長 崎 県

921,0701,842,1401211熊 本 県

604,7941,209,587210大 分 県

288,2481,152,99347宮 崎 県

876,5721,753,1441212鹿 児 島 県

680,4151,360,83025沖 縄 県

16179369計
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委員長　井内　康輝　広島大学大学院医歯薬学総合研究科

委　員　有田　健一　広島県医師会

　　　　碓井　　亞　広島大学大学院医歯薬学総合研究科

　　　　大年　博隆　広島県福祉保健部保健医療局医療対策室

　　　　河良　俊昭　広島県福祉保健部保健医療局

　　　　岸本　昭憲　広島市社会局保健部

　　　　河野　修興　広島大学大学院医歯薬学総合研究科

　　　　高杉　敬久　広島県医師会


