■院内学級のあるがん診療連携拠点病院等一覧
※2016年10月に厚生労働省に提出された「がん診療連携拠点病院等の新規指定・指定更新推薦書または現況報告書」、
および「小児がん拠点病院の指定更新推薦書」、2015年9月現在の「全国特別支援学校実態調査」（全国特別支援学校長会・
全国特別支援学校病弱教育校長会）をもとに作成しています。
※現在、院内学級が開設されているかについては各病院にお問い合わせください。
都道府県

病院名

北海道

北見赤十字病院
函館五稜郭病院
札幌医科大学附属病院
国立大学法人 北海道大学病院
旭川医科大学病院
青森県立中央病院
八戸市立市民病院
三沢市立三沢病院
弘前大学医学部附属病院
一部事務組合下北医療センターむつ総合病院
十和田市立中央病院
岩手県立中部病院
岩手医科大学附属病院
東北大学病院
国立大学法人 秋田大学医学部附属病院
秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院
山形県立中央病院
国立大学法人 山形大学医学部附属病院
竹田綜合病院
太田西ノ内病院
福島県立医科大学附属病院
茨城県立中央病院
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

青森県

岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県

住所
北海道北見市北6条東2-1
北海道函館市五稜郭町38-3
北海道札幌市中央区南1条西16-291
北海道札幌市北区北14条西5
北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
青森県青森市東造道2-1-1
青森県八戸市大字田向字毘沙門平1
青森県三沢市大字三沢字堀口164-65
青森県弘前市本町53
青森県むつ市小川町1-2-8
青森県十和田市西十二番町14-8
岩手県北上市村崎野17地割10
岩手県盛岡市内丸19-1
宮城県仙台市青葉区星陵町1-1
秋田県秋田市広面字蓮沼44-2
秋田県由利本荘市川口字家後38
山形県山形市大字青柳1800
山形県山形市飯田西2-2-2
福島県会津若松市山鹿町3-27
福島県郡山市西ノ内2-5-20
福島県福島市光が丘1
茨城県笠間市鯉淵6528

0157-24-3115
0138-51-2295
011-611-2111
011-716-1161
0166-65-2111
017-726-8111
0178-72-5111
0176-53-2161
0172-33-5111
0175-22-2111
0176-23-5121
0197-71-1511
019-651-5111
022-717-7000
018-834-1111
0184-27-1200
023-685-2626
023-633-1122
0242-27-5511
024-925-1188
024-547-1111
0296-77-1121

茨城県土浦市おおつ野4-1-1

029-830-3711

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 茨城県日立市城南町2-1-1

国立大学法人 筑波大学附属病院
栃木県 獨協医科大学病院
自治医科大学附属病院
群馬県 伊勢崎市民病院
桐生厚生総合病院
公立藤岡総合病院
前橋赤十字病院
公立富岡総合病院
埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター
埼玉県立小児医療センター
千葉県 君津中央病院
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
国保松戸市立病院
千葉大学医学部附属病院
日本医科大学千葉北総病院
東京都 武蔵野赤十字病院
日本大学医学部附属板橋病院
国立大学法人 東京大学医学部附属病院
聖路加国際病院
昭和大学病院
慶應義塾大学病院
東邦大学医療センター大森病院
東京女子医科大学東医療センター
国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
東京都立小児総合医療センター
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
東京女子医科大学病院
神奈川県 北里大学病院
東海大学医学部付属病院
聖マリアンナ医科大学病院
公立大学法人 横浜市立大学附属病院
横浜市立みなと赤十字病院
大和市立病院
横浜市立大学附属市民総合医療センター
神奈川県立こども医療センター

茨城県つくば市天久保2-1-1
栃木県下都賀郡壬生町北小林880
栃木県下野市薬師寺3311-1
群馬県伊勢崎市連取本町12-1
群馬県桐生市織姫町6-3
群馬県藤岡市藤岡942-1
群馬県前橋市朝日町3-21-36
群馬県富岡市富岡2073-1
埼玉県日高市山根1397-1
埼玉県さいたま市中央区新都心1-2
千葉県木更津市桜井1010
千葉県旭市イの1326
千葉県鴨川市東町929
千葉県松戸市上本郷4005
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
千葉県印西市鎌苅1715
東京都武蔵野市境南町1-26-1
東京都板橋区大谷口上町30-1
東京都文京区本郷7-3-1
東京都中央区明石町9-1
東京都品川区旗の台1-5-8
東京都新宿区信濃町35
東京都大田区大森西6-11-1
東京都荒川区西尾久2-1-10
東京都中央区築地5-1-1
東京都府中市武蔵台2-8-29
東京都世田谷区大蔵2-10-1
東京都新宿区河田町8-1
神奈川県相模原市南区北里1-15-1
神奈川県伊勢原市下糟屋143
神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
神奈川県横浜市金沢区福浦3-9
神奈川県横浜市中区新山下3-12-1
神奈川県大和市深見西8-3-6
神奈川県横浜市南区浦舟町4-57
神奈川県横浜市南区六ッ川2-138-4
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電話番号
（病院代表）

0294-23-1111
029-853-3900
0282-86-1111
0285-44-2111
0270-25-5022
0277-44-7171
0274-22-3311
027-224-4585
0274-64-2193
042-984-4111
048-601-2200
0438-36-1071
0479-63-8111
04-7092-2211
047-363-2171
043-222-7171
0476-99-1111
0422-32-3111
03-3972-8111
03-3815-5411
03-3541-5151
03-3784-8000
03-3353-1211
03-3762-4151
03-3810-1111
03-3542-2511
042-300-5111
03-3416-0181
03-3353-8111
042-778-8111
0463-93-1121
044-977-8111
045-787-2800
045-628-6100
046-260-0111
045-261-5656
045-711-2351

都道府県
新潟県

富山県
石川県
福井県
山梨県

長野県

岐阜県

静岡県
愛知県

三重県
滋賀県

京都府

病院名

住所

新潟県立がんセンター新潟病院
新潟市民病院
長岡赤十字病院
新潟大学医歯学総合病院
富山県立中央病院
高岡市民病院
国立大学法人 富山大学附属病院
国立大学法人 金沢大学附属病院
小松市民病院
福井県立病院
福井赤十字病院
福井大学医学部附属病院
市立甲府病院
山梨県立中央病院
国立大学法人 山梨大学医学部附属病院
国民健康保険 富士吉田市立病院
国立大学法人 信州大学医学部附属病院
飯田市立病院
伊那中央病院
長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院
岐阜県総合医療センター
高山赤十字病院
岐阜市民病院
国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院
浜松医科大学医学部附属病院
富士市立中央病院
独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター
愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
豊橋市民病院
愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
名古屋大学医学部附属病院
愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
名古屋第一赤十字病院
名古屋第二赤十字病院
名古屋市立大学病院
藤田保健衛生大学病院
国立大学法人 三重大学医学部附属病院
大津赤十字病院
市立長浜病院
公立甲賀病院
滋賀医科大学医学部附属病院
高島市民病院
京都府立医科大学附属病院
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
京都市立病院
京都第二赤十字病院

大阪府

兵庫県

国立大学法人 京都大学医学部附属病院
独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院
市立豊中病院
市立岸和田市民病院
大阪赤十字病院 ※病弱教育は小中のみ
地方独立行政法人市立東大阪医療センター
地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療
センター
大阪大学医学部附属病院
大阪医科大学附属病院
近畿大学医学部附属病院
大阪市立大学医学部附属病院
大阪医療センター ※訪問、病弱教育は小中のみ
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
地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療センター
八尾市立病院

新潟県新潟市中央区川岸町2-15-3
新潟県新潟市中央区鐘木463-7
新潟県長岡市千秋2-297-1
新潟県新潟市中央区旭町通1番町754
富山県富山市西長江2-2-78
富山県高岡市宝町4-1
富山県富山市杉谷2630
石川県金沢市宝町13-1
石川県小松市向本折町ホ60
福井県福井市四ツ井2-8-1
福井県福井市月見2-4-1
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
山梨県甲府市増坪町366
山梨県甲府市富士見1-1-1
山梨県中央市下河東1110
山梨県富士吉田市上吉田6530
長野県松本市旭3-1-1
長野県飯田市八幡町438
長野県伊那市小四郎久保1313-1
長野県中野市西1-5-63
岐阜県岐阜市野一色4-6-1
岐阜県高山市天満町3-11
岐阜県岐阜市鹿島町7-1
岐阜県岐阜市柳戸1-1
静岡県浜松市東区半田山1-20-1
静岡県富士市高島町50
愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1
愛知県安城市安城町東広畔28
愛知県豊橋市青竹町字八間西50
愛知県弥富市前ヶ須町南本田396
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65
愛知県豊田市浄水町伊保原500-1
愛知県名古屋市南区三条1-1-10
愛知県名古屋市中村区道下町3-35
愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
三重県津市江戸橋2-174
滋賀県大津市長等1-1-35
滋賀県長浜市大戌亥町313
滋賀県甲賀市水口町松尾1256
滋賀県大津市瀬田月輪町
滋賀県高島市勝野1667
京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井
町465
京都府京都市伏見区深草向畑町1-1
京都府京都市中京区壬生東高田町1-2
京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町
355-5
京都府京都市左京区聖護院川原町54
大阪府堺市北区長曽根町1179-3
大阪府豊中市柴原町4-14-1
大阪府岸和田市額原町1001
大阪府大阪市天王寺筆ヶ崎町5-30
大阪府東大阪市西岩田3-4-5

025-266-5111
025-281-5151
0258-28-3600
025-223-6161
076-424-1531
0766-23-0204
076-434-2281
076-265-2000
0761-22-7111
0776-54-5151
0776-36-3630
0776-61-3111
055-244-1111
055-253-7111
055-273-1111
0555-22-4111
0263-35-4600
0265-21-1255
0265-72-3121
0269-22-2151
058-246-1111
0577-32-1111
058-251-1101
058-230-6000
053-435-2111
0545-52-1131
052-951-1111
0566-75-2111
0532-33-6111
0567-65-2511
052-741-2111
0565-43-5000
052-691-7151
052-481-5111
052-832-1121
052-851-5511
0562-93-2111
059-232-1111
077-522-4131
0749-68-2300
0748-62-0234
077-548-2111
0740-36-0220
075-251-5111
075-641-9161
075-311-5311
075-231-5171
075-751-3111
072-252-3561
06-6843-0101
072-445-1000
06-6774-5111
06-6781-5101

大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

06-6929-1221

大阪府吹田市山田丘2-15
大阪府高槻市大学町2-7
大阪府大阪狭山市大野東377-2
大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7
大阪府大阪市中央区法円坂2-1-14

06-6879-5111
072-683-1221
072-366-0221
06-6645-2121
06-6942-1331

大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56

大阪府堺市西区家原寺町1丁1-1
大阪府八尾市龍華町1-3-1
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 大阪府和泉市室堂町840
神戸大学医学部附属病院
兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2
神戸市立医療センター中央市民病院
兵庫県神戸市中央区港島南町2-1-1
姫路赤十字病院
兵庫県姫路市下手野1-12-1
兵庫医科大学病院
兵庫県西宮市武庫川町1-1
兵庫県立こども病院
兵庫県神戸市中央区港島南町1-6-7
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電話番号
（病院代表）

06-6692-1201
072-272-1199
072-922-0881
0725-56-1220
078-382-5111
078-302-4321
079-294-2251
0798-45-6111
078-945-7300

都道府県
奈良県

病院名

住所

奈良県立医科大学附属病院
公益財団法人 天理よろづ相談所病院
近畿大学医学部奈良病院
和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター
和歌山県立医科大学附属病院
鳥取県 鳥取県立厚生病院
鳥取県立中央病院
米子医療センター
国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院
島根県 松江市立病院
国立大学法人 島根大学医学部附属病院
島根県立中央病院
岡山県

広島県

電話番号
（病院代表）

奈良県橿原市四条町840
奈良県天理市三島町200
奈良県生駒市乙田町1248-1
和歌山県和歌山市小松原通4-20
和歌山県和歌山市紀三井寺811-1
鳥取県倉吉市東昭和町150
鳥取県鳥取市江津730
鳥取県米子市車尾4-17-1
鳥取県米子市西町36-1
島根県松江市乃白町32-1
島根県出雲市塩冶町89-1
島根県出雲市姫原4-1-1
岡山県岡山市北区国体町2-25（※岡山済生会
岡山済生会総合病院
総合病院附属外来センター：〒700-0013 岡山
県岡山市北区伊福町1-17-18）
岡山赤十字病院
岡山県岡山市北区青江2-1-1
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
津山中央病院
岡山県津山市川崎1756
岡山大学病院
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
川崎医科大学附属病院
岡山県倉敷市松島577
独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
広島県呉市青山町3-1
広島大学病院
広島県広島市南区霞1-2-3

086-222-8811
086-422-0210
0868-21-8111
086-223-7151
086-462-1111
0823-22-3111
082-257-5555

県立広島病院

082-254-1818

広島県広島市南区宇品神田1-5-54

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

広島赤十字・原爆病院
広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院
福山市民病院
地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療
山口県
センター
独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター
国立大学法人 山口大学医学部附属病院
徳島県 国立大学法人 徳島大学病院
香川県 香川県立中央病院
国立大学法人 香川大学医学部附属病院
愛媛県 市立宇和島病院
愛媛大学医学部附属病院
愛媛県立中央病院
松山赤十字病院
高知県 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
国立大学法人 高知大学医学部附属病院
福岡県 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
北九州市立医療センター
飯塚病院
久留米大学病院
独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター
国立大学法人 九州大学病院
福岡大学病院
佐賀県 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院
長崎県 長崎医療センター
国立大学法人 長崎大学病院
熊本県 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院
熊本赤十字病院
独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター
大分県 大分県立病院
国立大学法人 大分大学医学部附属病院
中津市立中津市民病院
宮崎県 宮崎県立宮崎病院
国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院
鹿児島県 国立大学法人 鹿児島大学病院
南九州病院
鹿児島市立病院
沖縄県 地方独立行政法人 那覇市立病院
国立大学法人 琉球大学医学部附属病院
沖縄県立八重山病院

3/3

広島県広島市中区千田町1-9-6
広島県尾道市平原1-10-23
広島県福山市蔵王町5-23-1

0744-22-3051
0743-63-5611
0743-77-0880
073-422-4171
073-447-2300
0858-22-8181
0857-26-2271
0859-33-7111
0859-33-1111
0852-60-8000
0853-23-2111
0853-22-5111
086-252-2211

082-221-2291
082-241-3111
0848-22-8111
084-941-5151

山口県防府市大崎77

0835-22-4411

山口県岩国市愛宕町1-1-1
山口県宇部市南小串1-1-1
徳島県徳島市蔵本町2-50-1
香川県高松市朝日町1-2-1
香川県木田郡三木町池戸1750-1
愛媛県宇和島市御殿町1-1
愛媛県東温市志津川
愛媛県松山市春日町83
愛媛県松山市文京町1
高知県高知市池2125-1
高知県南国市岡豊町小蓮185-1
福岡県福岡市南区野多目3-1-1
福岡県北九州市小倉北区馬借2-1-1
福岡県飯塚市芳雄町3-83
福岡県久留米市旭町67
福岡県古賀市千鳥1-1-1
福岡県福岡市東区馬出3-1-1
福岡県福岡市城南区七隈7-45-1
佐賀県佐賀市鍋島5-1-1
長崎県大村市久原2丁目1001-1
長崎県長崎市坂本1-7-1
熊本県熊本市中央区本荘1-1-1
熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1
熊本県熊本市中央区二の丸1-5
大分県大分市大字豊饒476
大分県由布市挾間町医大ヶ丘1-1
大分県中津市大字下池永173
宮崎県宮崎市北高松町5-30
宮崎県宮崎市清武町木原5200
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
鹿児島県姶良市加治木町木田1882
鹿児島県鹿児島市上荒田町37-1
沖縄県那覇市古島2-31-1
沖縄県中頭郡西原町字上原207
沖縄県石垣市大川732

0827-34-1000
0836-22-2111
088-631-3111
087-811-3333
087-898-5111
0895-25-1111
089-964-5111
089-947-1111
089-924-1111
088-837-3000
088-866-5811
092-541-3231
093-541-1831
0948-22-3800
0942-35-3311
092-943-2331
092-641-1151
092-801-1011
0952-31-6511
0957-52-3121
095-819-7200
096-344-2111
096-384-2111
096-353-6501
097-546-7111
097-549-4411
0979-22-2480
0985-24-4181
0985-85-1510
099-275-5111
0995-62-2121
099-230-7000
098-884-5111
098-895-3331
0980-83-2525

