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全国がん(成人病)センター協議会　加盟施設一覧表

施設名 役職 代表者 郵便番号 所在地

1 独立行政法人国立病院機構
北海道がんセンター

院長 西尾　正道 003-0804 札幌市白石区菊水4条2-3-54

2 青森県立中央病院 院長 吉田　茂昭 030-8553　 青森市東造道二丁目1-1

3 岩手県立中央病院 院長 佐々木　崇 020-0066　 盛岡市上田1-4-1

4 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

総長 西條　茂 981-1293 名取市愛島塩手字野田山47-1

5 山形県立中央病院
山形県立がん・生活習慣病センター

院長 小田　隆晴 990-2292 山形市青柳1800

6 茨城県立中央病院・
茨城県地域がんセンター

院長 永井　秀雄 309-1793　 笠間市鯉淵6528

7 栃木県立がんセンター 所長 児玉　哲郎 320-0834　 宇都宮市陽南4-9-13

8 群馬県立がんセンター 院長 福田　敬宏 373-8550　 太田市高林西町617-1

9 埼玉県立がんセンター 病院長 田部井　敏夫 362-0806　 北足立郡伊奈町大字小室818

10 千葉県がんセンター センター長 中川原　章 260-8717 千葉市中央区仁戸名町666-2

11 国立がん研究センター　中央病院 理事長 嘉山　孝正 104-0045　 中央区築地5-1-1

12 国立がん研究センター東病院 院長 木下　平 277-8577　　 柏市柏の葉6-5-1

13 公益財団法人がん研究会
有明病院

院長 中川　　健 135-8550 江東区有明三丁目８番３１号

14 東京都立駒込病院 院長 佐々木　常雄 113-8677 文京区本駒込3-18-22

15 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構
神奈川県立がんセンター

総長 小林　理 241-0815　 横浜市旭区中尾一丁目1番2号

16 新潟県立がんセンター新潟病院 院長 横山　晶 951-8566　 新潟市中央区川岸町2-15-3

17 富山県立中央病院 院長 飯田　博行 930-8550　 富山市西長江二丁目2番78号

18 石川県立中央病院 院長 山田　哲司 920-8530 金沢市鞍月東2丁目1番地

19 静岡県立静岡がんセンター　　　　　 総長 山口　　建 411-8777 駿東郡長泉町下長窪1007番地

20 愛知県がんセンター 総長 二村　雄次 464-8681 名古屋市千種区鹿子殿1-1

21 独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター

院長 堀田　知光 460-0001 名古屋市中区三の丸四丁目1番1号

22 福井県立病院 院長 山本　信一郎 910-8526 福井市四ツ井2-8-1

23 滋賀県立成人病センター 総長　兼　病院長 笹田　昌孝 524-8524　 守山市守山5-4-30

24 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

総長 堀　正二 537-8511 大阪市東成区中道1-3-3

25 独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター

院長 楠岡　英雄 540-0006 大阪市中央区法円坂2-1-14

26 兵庫県立がんセンター 院長 西村　隆一郎 673-8558 明石市北王子町13-70

27 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

院長 上池　　渉 737-0023 呉市青山町3-1

28 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

院長 前川　剛志 747-8511 防府市大字大崎77番地

29 独立行政法人国立病院機構
四国がんセンター

院長 新海　哲 791-0280 松山市南梅本町甲160

30 独立行政法人国立病院機構
九州がんセンター

院長 岡村　健 811-1395 福岡市南区野多目3-1-1

31 大分県立病院 院長 田代 英哉 870-8511 大分市大字豊饒476番地
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都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会　施設長 一覧

医療機関名 施設長 郵便番号 所　　在　　地

1 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター 西尾　正道 003-0804 北海道札幌市白石区菊水４条２丁目３番６４号

2 青森県立中央病院 吉田　茂昭 030-8553 青森県青森市東造道２丁目１－１

3 岩手医科大学附属病院 小林　誠一郎 020-0066 岩手県盛岡市内丸１９－１

4 宮城県立がんセンター 西條　茂 981-1293 宮城県名取市愛島塩手字野田山４７－１

5 東北大学病院 里見　進 980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町１番１号

6 国立大学法人　秋田大学医学部附属病院 茆原　順一 010-8543 秋田県秋田市広面字蓮沼４４番２

7 山形県立中央病院 小田　隆晴 990-2292 山形県山形市大字青柳１８００番地

8 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 村川　雅洋 960-1295 福島県福島市光が丘１番地

9 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 永井　秀雄 309-1793　茨城県笠間市鯉渕６５２８

10 栃木県立がんセンタ－ 児玉　哲郎 320-0834　 栃木県宇都宮市陽南４－９－１３

11 国立大学法人　群馬大学医学部附属病院 野島　美久 371-8511 群馬県前橋市昭和町３丁目３９番１５号

12 埼玉県立がんセンター 田部井　敏夫 362-0806　 埼玉県北足立郡伊奈町小室８１８

13 千葉県がんセンター 中川原　章 260-8717 千葉県千葉市中央区仁戸名町６６６－２

14 東京都立駒込病院 佐々木　常雄 113-8677 東京都文京区本駒込３－１８－２２

15 公益財団法人　がん研究会有明病院 　 中川　健 135-8550　 東京都江東区有明３－８－３１

16 神奈川県立がんセンター 小林　理 241-0815　 神奈川県横浜市旭区中尾１－１－２

17 新潟県立がんセンター新潟病院 横山　晶 951-8566　 新潟県新潟市中央区川岸町２丁目１５番地３

18 富山県立中央病院 飯田　博行 930-8550 富山県富山市西長江２－２－７８

19 国立大学法人　金沢大学附属病院 富田　勝郎 920-8641 石川県金沢市宝町１３番１号

20 福井県立病院 山本　信一郎 910-8526 福井県福井市四ツ井２丁目８番１号

21 山梨県立中央病院 山下　晴夫 400-8506 山梨県甲府市富士見１丁目１番１号

22 国立大学法人　信州大学医学部附属病院 天野　直二 390-8621  長野県松本市旭３丁目１番１号

23 国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院 岩間　亨 501-1194　 岐阜県岐阜市柳戸１番１

24 静岡県立静岡がんセンター 玉井　直 411-8777 静岡県駿東郡長泉町下長窪１００７

25 愛知県がんセンター中央病院 篠田　雅幸 464-8681 愛知県名古屋市千種区鹿子殿１－１

26 国立大学法人　三重大学医学部附属病院 中瀬　一則 514-8507 三重県津市江戸橋２丁目１７４番地

27 滋賀県立成人病センター 笹田　昌孝 524-8524　 滋賀県守山市守山五丁目４番３０号

28 京都府立医科大学附属病院 三木　恒治 602-8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５

29 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 三嶋　理晃 606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町５４

30 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堀　正二 537-8511 大阪府大阪市東成区中道１－３－３

31 兵庫県立がんセンター 西村　隆一郎 673-8558 兵庫県明石市北王子町１３番７０号

32 奈良県立医科大学附属病院 榊　壽右 634-8522　 奈良県橿原市四条町８４０番地

33 和歌山県立医科大学附属病院 岡村　吉隆 641-8510　 和歌山県和歌山市紀三井寺８１１－１

34 国立大学法人　鳥取大学医学部附属病院 北野　博也 683-8504 鳥取県米子市西町３６番地の１ 

35 国立大学法人　島根大学医学部附属病院 小林　祥泰 693-8501　 島根県出雲市塩治町８９－１

36 国立大学法人　岡山大学病院 槇野　博史 700-8558　 岡山県岡山市北区鹿田町２丁目５番１号

37 国立大学法人　広島大学病院 茶山　一彰 734-8551 広島県広島市南区霞１丁目２番３号

38 国立大学法人　山口大学医学部附属病院 岡　正朗 755-8505 山口県宇部市南小串一丁目１番１号

39 国立大学法人　徳島大学病院 安井　夏生 770-8503　 徳島県徳島市蔵本町２丁目５０番地の１

40 国立大学法人　香川大学医学部附属病院 千田　彰一 761-0793 香川県木田郡三木町池戸１７５０－１

41 独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター 新海　哲 791-0280 愛媛県松山市南梅本町甲１６０番

42 国立大学法人　高知大学医学部附属病院 杉浦　哲朗 783-8505　 高知県南国市岡豊町小蓮１８５番地１

43 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター 岡村　健 811-1395 福岡県福岡市南区野多目３丁目１番１号

44 国立大学法人　九州大学病院 久保　千春 812-8582 福岡県福岡市東区馬出３－１－１ 

45 国立大学法人　佐賀大学医学部附属病院 木村　晋也 849-8501　 佐賀県佐賀市鍋島五丁目1番１号

46 国立大学法人　長崎大学病院 河野　茂 852-8501 長崎県長崎市坂本１丁目７番１号 

47 国立大学法人　熊本大学医学部附属病院 猪股　裕紀洋 860-8556 熊本県熊本市本荘１丁目１番１号

48 国立大学法人　大分大学医学部附属病院 古林　秀則 879-5593 大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

49 国立大学法人　宮崎大学医学部附属病院 池ノ上　克 889-1692　 宮崎県宮崎郡清武町木原５２００

50 国立大学法人　鹿児島大学病院 熊本　一朗 890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１

51 国立大学法人　琉球大学医学部附属病院 村山　貞之 903-0215　 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７番地

－　6　－




