日本緩和医療学会

認定研修施設
合計

575件

北海道 29件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

旭川医科大学病院

078-8510 旭川市緑ヶ丘東2条1丁目1番1号

阿部 泰之

2009/04/01

旭川厚生病院

078-8211 旭川市1条通24丁目111番地

菅原 かおり

2011/04/01

小樽市立病院

047-8550 小樽市若松1丁目1-1-1

和智 純子

2022/04/01

勤医協中央病院

007-8505 札幌市東区東苗穂5条1丁目9番1号

川畑 恵

2011/04/01

釧路労災病院

085-8533 釧路市中園町13-23

小田 浩之

2022/04/01

KKR札幌医療センター

062-0931 札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40

瀧川 千鶴子

2009/04/01

恵佑会札幌病院

003-0026 北海道札幌市白石区本通9丁目1番1号

鈴木

茂貴

2022/04/01

こだま在宅内科緩和ケアクリニック

065-0023 札幌市東区北23条東6丁目3番18-2号

児玉 佳之

2016/10/01

札幌医科大学附属病院

060-8543 札幌市中央区南1条⻄16丁目

高橋

和伸

2021/10/01

札幌共立五輪橋病院

005-0802 札幌市南区川沿2条1丁目2-54

古川 勝久

2022/04/01

札幌清田病院

004-0831 札幌市清田区真栄1条1丁目1-1

小池 和彦

2010/04/01

札幌厚生病院

060-0033 札幌市中央区北3条東8丁目5番地

中野渡

2020/04/01

札幌ひばりが丘病院

004-0053 札幌市厚別区厚別中央三条2丁目12-1

堀内 伊織

2021/04/01

札幌北楡病院

003-0006 札幌市白石区東札幌6-6-5-1

沼澤 理絵

2021/04/01

札幌南徳洲会病院

004-0801 札幌市清田区里塚1条2-20-1

四十坊 克也

2009/04/01

市立釧路総合病院

085-0822 釧路市春湖台1番12号

岡澤

林太郎

2019/10/01

市立札幌病院

067-8585 江別市若草町6番地

原田

紘子

2020/04/01

市立函館病院

041-8680 函館市港町1丁目10番1号

山崎 裕

2016/04/01

市立室蘭総合病院

051-8512 室蘭市山手町3-8-1

永縄 由美子

2020/10/01

洞爺温泉病院

049-5892 虻田郡洞爺湖町洞爺町54−41

鈴木 洋祐

2009/04/01

函館おしま病院

040-0021 函館市的場町19-6

福徳 雅章

2009/04/01

函館五稜郭病院

040-8611 函館市五稜郭町38-3

⻄本 武史

2020/04/01

東札幌病院

003-8585 札幌市白石区東札幌3条3丁目7-35

中村 健児

2022/04/01

ホームケアクリニック札幌

004-0875 札幌市清田区平岡5条1丁目5番10号

藤原 葉子

2009/04/01

北海道医療センター

001-0908 札幌市⻄区山の手5条7丁目1-1

内田 亜紀子

2022/04/01

北海道がんセンター

003-0804 札幌市白石区菊水四条2丁目3番54号

鈴木

2019/10/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

正行

誉也

日本緩和医療学会

認定研修施設

北海道大学病院

060-8648 札幌市北区北14条⻄5丁目

三浦

基嗣

2020/04/01

森病院

041-0801 函館市桔梗町557番地

鈴木

晶子

2011/04/01

よつば家庭医療クリニック

065-0012 札幌市東区北十二条東4丁目1-1

小⻄ 徹夫

2017/04/01

⻘森県 2件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

ときわ会病院

038-1216 南津軽郡藤崎町大字榊字⻲田2-1

蝦名 正子

2011/04/01

弘前大学医学部附属病院

036-8563 弘前市大字本町53

木村

太

2010/04/01

書類提出責任者

認定日

岩手県 4件
施設

郵便番号

住所

岩手医科大学附属病院

028-3695 紫波郡矢巾町医大通2-1-1

鴻巣 正史

2009/04/01

岩手県立磐井病院

029-0192 一関市狐禅寺字大平17

平野

2011/04/01

岩手県立中部病院

024-8507 北上市村崎野17-10

星野 彰

2010/04/01

岩手県立宮古病院

027-0096 宮古市崎鍬ケ崎1-11-26

藤社 勉

2019/04/01

拓司

宮城県 8件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

岡部医院仙台

981-0933 宮城県仙台市⻘葉区柏木2-4-76-106

河原 正典

2016/04/01

仙台医療センター

983-8520 仙台市宮城野区宮城野2-8-8

高橋 通規

2009/04/01

仙台オープン病院

983-0824 仙台市宮城野区鶴ケ谷5丁目22-1

進藤 百合子

2020/04/01

東北医科薬科大学病院

983-8512 仙台市宮城野区福室1-12-1

児山 香

2018/10/01

東北大学病院

980-8574 仙台市⻘葉区星陵町1-1

田上 恵太

2009/04/01

東北労災病院

981-8563 仙台市⻘葉区台原4-3-21

小笠原 鉄郎

2009/04/01

光ヶ丘スペルマン病院

983-0833 仙台市宮城野区東仙台6-7-1

⻲岡 祐一

2009/04/01

宮城県立がんセンター

981-1293 名取市愛島塩手字野田山47-1

武田 郁央

2015/10/01

秋田県 4件
施設

郵便番号

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

住所

書類提出責任者

認定日

日本緩和医療学会

認定研修施設

秋田厚生医療センター

011-0948 秋田市飯島⻄袋1-1-1

作左部 大

2011/04/01

秋田大学医学部附属病院

010-8543 秋田市広面字蓮沼44-2

杉本 侑孝

2020/10/01

大曲厚生医療センター

014-0027 大仙市大曲通町8-65

秋山 博実

2022/04/01

外旭川病院

010-0802 秋田市外旭川字三後田142

松尾 直樹

2009/04/01

山形県 4件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

三友堂病院

992-0045 米沢市中央6丁目1-219

川村 博司

2017/10/01

鶴岡市立荘内病院

997-8515 鶴岡市泉町4-20

和泉 典子

2009/04/01

訪問診療クリニックやまがた

990-0051 山形市銅町2丁目13-11

奥山 慎一郎

2021/04/01

山形県立河北病院

999-3511 ⻄村山郡河北町谷地字月山堂111

小坂 太祐

2022/04/01

福島県 2件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

福島県立医科大学附属病院

960-1295 福島市光が丘1

佐藤

薫

ふくしま在宅緩和ケアクリニック

960-8161 福島市郷野目字宝来町21-3

橋本 孝太郎

認定日
2009/04/01
2009/04/01

茨城県 10件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

志村大宮病院

319-2261 常陸大宮市上町313

新堀 耕基

2019/04/01

つくばセントラル病院

300-1211 牛久市柏田町1589-3

⻑田 明

2011/04/01 *

筑波大学附属病院

305-8576 つくば市天久保2-1-1

⻑岡 広香

2009/04/01

筑波メディカルセンター病院

305-8558 つくば市天久保1-3-1

久永 貴之

2009/04/01

日立総合病院

317-0077 日立市城南町2-1-1

阿部 克哉

2018/10/01

ひたちなか総合病院

312-0057 ひたちなか市石川町20-1

真船 太一

2012/10/01

ホームクリニックなぎの木

300-0871 土浦市荒川沖東2-3-18 グレース荒川沖101号

阪口 志帆

2020/10/01

水⼾済生会総合病院

311-4198 水⼾市双葉台3-3-10

高久 秀哉

2022/04/01

水⼾⾚十字病院

310-0011 水⼾市三の丸3-12-48

内田 智夫

2020/04/01

友愛記念病院

306-0232 古河市東牛谷707

萩原 信悟

2019/10/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

日本緩和医療学会

認定研修施設

栃木県 9件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

足利⾚十字病院

326-0843 足利市五十部町284-1

岡本 猛

2019/04/01

済生会宇都宮病院

321-0974 宇都宮市竹林町911-1

粕田 晴之

2014/10/01

在宅ほすぴす

329-1233 塩谷郡高根沢町宝積寺1105-3 花舎L棟

渡辺 邦彦

2018/10/01

佐野厚生総合病院

327-8511 佐野市堀米町1728

井上 卓

2011/04/01

自治医科大学附属病院

329-0498 下野市薬師寺3311-1

丹波 嘉一郎

2009/04/01

栃木県立がんセンター

320-0834 宇都宮市陽南4-9-13

杉山 智英

2022/04/01

とちぎメディカルセンターとちのき

328-0071 栃木市大町39-5

石川 和由

2019/04/01

獨協医科大学病院

321-0293 下都賀郡壬生町北小林880

山口 重樹

2009/04/01

那須⾚十字病院

324-8686 大田原市中田原1081番地4

新井 由季

2022/04/01

群馬県 8件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者
正法

認定日

伊勢崎市⺠病院

372-0817 伊勢崎市連取本町12番地1

廣野

2021/04/01

桐生厚生総合病院

376-0024 桐生市織姫町6-3

森下 亜希子

2020/10/01

群馬県済生会前橋病院

371-0821 前橋市上新田町564-1

中島 邦枝

2010/04/01

公立富岡総合病院

370-2393 富岡市富岡2073番地1

塩野 昭彦

2022/04/01

公立藤岡総合病院

375-8503 藤岡市中栗須813-1

武井 智幸

2011/04/01

渋川医療センター

377-0280 渋川市白井383番地

小林

剛

2009/04/01

高崎総合医療センター

370-0829 高崎市高松町36

田中

俊行

2012/10/01

前橋⾚十字病院

371-0811 前橋市朝倉町389-1

⿊崎 亮

2022/04/01

埼玉県 20件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

上尾中央総合病院

362-8588 上尾市柏座1-10-10

上野 聡一郎

2009/04/01

春日部市立医療センター

344-8588 春日部市中央6丁目7番地1

蜂矢

隆彦

2011/10/01

川口市立医療センター

333-0833 川口市⻄新井宿180

大塚 正彦

2019/04/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

日本緩和医療学会

認定研修施設

北坂⼾ファミリークリニック

350-0229 坂⼾市薬師町3-2

野口 哲

2020/04/01

埼玉医科大学国際医療センター

350-1298 日高市山根1397-1

高橋 孝郎

2009/04/01

埼玉協同病院

333-0831 川口市木曽呂1317

佐野 広美

2021/10/01

埼玉県立がんセンター

362-0806 北足立郡伊奈町小室780番地

余宮

2009/04/01

さいたま市立病院

336-8522 さいたま市緑区三室2460番地

関根 克敏

2022/04/01

さいたま⾚十字病院

330-8553 さいたま市中央区新都心1-5

原 敬

2011/04/01

埼玉石心会病院

350-1305 狭山市入間川2-37-20

奈良林 至

2009/04/01

埼玉病院

351-0102 和光市諏訪2-1

春日 真由美

2016/04/01

彩の国東大宮メディカルセンター

331-8577 さいたま市北区土呂町1522

馬場 祐康

2016/10/01

自治医科大学附属さいたま医療センター

330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847

瀧澤 裕

2019/04/01

シャローム病院

355-0005 東松山市松山1496

加藤 修一

2015/10/01

TMGあさか医療センター

351-0023 朝霞市溝沼1340-1

金井 良晃

2018/10/01

⼾田中央総合病院

335-0023 ⼾田市本町1-19-3

小林 千佳

2019/04/01

深谷⾚十字病院

366-0052 深谷市上柴町⻄5-8-1

浦川 雅己

2022/04/01

防衛医科大学校病院

359-8513 所沢市並木3-2

吉川 智之

2022/04/01

三浦病院

354-0004 富士見市下南畑3166

菊岡 修一

2019/04/01

八潮中央総合病院

340-0814 八潮市南川崎845番地

藤城

2018/10/01

きのみ

儀幸

千葉県 29件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

あおぞら診療所新松⼾

270-0034 松⼾市新松⼾3-15

前田 浩利

2011/10/01 *

医療法人社団 花の谷クリニック

295-0003 安房郡千倉町白子2446

伊藤 真美

2021/04/01

柏たなか病院

277-0803 柏市小⻘田1-3-2

野本 靖史

2021/04/01

⻲田総合病院

296-8602 鴨川市東町929

関根 龍一

2009/04/01

君津中央病院

292-8535 木更津市桜井1010

下山 直人

2017/04/01

国立がん研究センター東病院

277-8577 柏市柏の葉6-5-1

三浦 智史

2009/04/01

さんむ医療センター

289-1326 山武市成東167番地

吉田

2019/04/01

順天堂大学医学部附属浦安病院

279-0021 浦安市富岡2-1-1

吉川 征一郎

2010/04/01

聖隷佐倉市⺠病院

285-8765 佐倉市江原台2-36-2

村上 敏史

2009/04/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

祐一

日本緩和医療学会

認定研修施設

セコメディック病院

274-0053 船橋市豊富町696-1

三浦 剛史

2019/04/01

タムス浦安病院

279-0023 浦安市高洲7-2-32 タムス浦安病院内

下山 恵美

2020/10/01

千葉医療センター

260-8606 千葉市中央区椿森4-1-2

豊田 康義

2011/10/01

千葉県がんセンター

260-8717 千葉市中央区仁⼾名町666-2

坂下 美彦

2009/04/01

千葉市立海浜病院

261-0012 千葉市美浜区磯辺3-31-1

塩原 正之

2012/10/01

千葉大学医学部附属病院

260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1

田口 奈津子

2009/04/01

千葉徳洲会病院

274-0065 船橋市高根台2-11-1

尾下 陽大

2015/10/01

千葉⻄総合病院

277-2251 松⼾市金ヶ作107-1

清水 瑠衣

2020/04/01

辻仲病院 柏の葉

277-0871 柏市若柴178番地2 柏の葉キャンパス148街区6

関谷 雄一

2016/04/01

つばさ在宅クリニック

273-0862 船橋市駿河台1丁目33-8-201

永島 徳人

2021/04/01

東葛病院

270-0153 流山市中102-1

東 健二郎

2021/04/01

東京⻭科大学市川総合病院

272-8513 市川市菅野5-11-13

小板橋 俊哉

2010/04/01

東京慈恵会医科大学附属柏病院

277-8567 柏市柏下163-1

濱口 明彦

2019/04/01

東京ベイ・浦安市川医療センター

135-0061 浦安市当代島3-4-32

坂井 正弘

2019/04/01

成田⾚十字病院

286-8523 成田市飯田町90-1

石井 隆之

2011/04/01

日本医科大学千葉北総病院

270-1694 印⻄市鎌苅1715

金 徹

2022/04/01

向日葵クリニック

276-0042 八千代市ゆりのき台5-1-2

中村 明澄

2022/04/01

ふたば訪問クリニック

260-0842 千葉市中央区南町2-22-3

鈴木 賢次郎

2021/04/01

船橋市立医療センター

273-8588 船橋市金杉1丁目21番1号

髙橋 秀和

2022/04/01

やまぶき訪問クリニック

263-0051 千葉市稲毛区園生町143-1

三枝 正彦

2022/04/01

東京都 68件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

⾚羽在宅クリニック

115-0045 北区⾚羽2-69-6 ベティロロマ1階

森 尚子

2019/04/01

あすかホームケアクリニック

114-0034 北区上十条4-15-1

⻘木 裕章

2018/10/01

永寿総合病院

110-8645 台東区東上野2-23-16

市川 欧子

2018/04/01

NTT東日本関東病院

141-8625 品川区東五反田5-9-22

鈴木 正寛

2009/04/01

荏原病院

145-0065 大田区東雪谷4丁目5番10号

塩入 貞明

2019/10/01

荏原ホームケアクリニック

142-0041 品川区⼾越5-14-24ITOビル5階

川口 豊

2018/10/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

日本緩和医療学会

認定研修施設

王子生協病院

114-0003 北区豊島3-4-15

大澤 岳史

2020/04/01

⻘梅市立総合病院

198-0042 ⻘梅市東⻘梅4-16-5

松井 孝至

2022/04/01

大森山王病院

143-0023 東京都大田区山王３丁目９−６

小川

2022/04/01

岡田医院

177-0051 練馬区関町北1-8-9

岡田 徹也

2018/10/01

要町病院

171-0043 豊島区要町1-11-13

池田 博⻫

2021/04/01

がん・感染症センター都立駒込病院

113-8677 文京区本駒込3-18-22

田中 桂子

2009/04/01

がん研究会有明病院

135-8550 江東区有明三丁目8番31号

川原

2009/04/01

杏林大学医学部付属病院

181-8611 三鷹市新川 6-20-2

鎮⻄ 美栄子

2018/10/01

錦糸町クリニック

130-0012 墨田区太平3-10-12

清水 淳

2020/04/01

ケアタウン小平クリニック

187-0012 小平市御幸町131-5

石巻 静代

2010/04/01

慶應義塾大学病院

160-8582 新宿区信濃町35

竹内

2009/04/01

公立阿伎留医療センター

197-0834 あきる野市引田78-1

小林 薫

2019/10/01

公立昭和病院

187-8510 小平市花小金井8-1-1

勝田 友絵

2019/04/01

国立がん研究センター中央病院

104-0045 中央区築地5-1-1

里見 絵理子

2009/04/01

国立国際医療研究センター病院

165-8655 新宿区⼾山1-21-1

徳原 真

2019/04/01

国立成育医療研究センター

157-8535 世田谷区大蔵2-10-1

余谷 暢之

2017/10/01

越川病院

167-0042 杉並区⻄荻北2丁目5-3

越川 貴史

2010/04/01

災害医療センター

190-0014 立川市緑町3256

白澤 円

2015/04/01

賛育会病院

130-0012 墨田区太平3-20-2

駒場 誠弥

2020/04/01

順天堂大学医学部附属順天堂医院

113-8431 文京区本郷3-1-3

水嶋 章郞

2009/04/01

順天堂大学医学部附属練馬病院

177-8521 練馬区高野台3-1-10

田邉 豊

2010/04/01

順天堂東京江東高齢者医療センター

136-0075 江東区新砂3丁目3番20号

菅野

康二

2019/10/01

昭和大学江東豊洲病院

135-8577 江東区豊洲5丁目1-38

小城原 傑

2021/10/01

昭和大学病院

142-8666 品川区旗の台1-5-8

横山 和彦

2009/04/01

信愛病院

204-0024 清瀬市梅園2-5-9

岡本 信也

2022/04/01

巣鴨ホームクリニック

170-0002 豊島区巣鴨1-12-1 冠城園ビル6階

清水 健一郎

2020/04/01

聖路加国際病院

104-8560 中央区明石町9-1

林 章敏

2009/04/01

立川病院

190-8531 立川市錦町4-2-22

秋山 芳伸

2019/04/01

多摩南部地域病院

206-0036 多摩市中沢2-1-2

奥山 隆二

2018/10/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

裕

玲子

麻理

日本緩和医療学会

認定研修施設

帝京大学医学部附属病院

173-8606 板橋区加賀2-11-1

有賀 悦子

2009/04/01

東京医科⻭科大学病院

113-8519 文京区湯島1-5-45

野里 洵子

2012/10/01

東京医科大学病院

160-0023 新宿区⻄新宿6-7-1

齊藤 理

2011/04/01

東京医療センター

152-8902 目⿊区東が丘2-5-1

宮田 知恵子

2009/04/01

東京衛生病院

167-8507 杉並区天沼3丁目17番3号

福田 陽子

2014/10/01

東京慈恵会医科大学附属第三病院

201-0003 狛江市和泉本町4-11-1

村瀬 樹太郎

2018/04/01

東京慈恵会医科大学附属病院

105-0003 港区⻄新橋 3-19-18

塩田 祐子

2022/04/01

東京女子医科大学東医療センター

116-8567 荒川区⻄尾久2-1-10

小髙 桂子

2021/04/01

東京女子医科大学病院

162-8666 新宿区河田町8-1

高山 敬子

2009/04/01

JCHO東京新宿メディカルセンター

162-8543 新宿区津久⼾町5-1

金石 圭祐

2009/04/01

東京大学医科学研究所附属病院

108-8639 港区白金台4-6-1

伊藤 哲也

2022/04/01

東京大学医学部附属病院

113-8655 文京区本郷7-3-1

住谷 昌彦

2009/04/01

東京都健康⻑寿医療センター

173-0015 板橋区栄町35-2

齊藤 英一

2014/10/01

東京都済生会中央病院

108-0073 港区三田1-4-17

星野 奈月

2021/04/01

東京都立大塚病院

170-8476 豊島区南大塚2-8-1

吉村 哲規

2020/10/01

東京都立多摩総合医療センター

183-8524 府中市武蔵台2-8-29

杉原 有希

2021/04/01

東京臨海病院

134-0086 江⼾川区臨海町1-4-2

佐藤 千代

2009/04/01 *

東邦大学医療センター大橋病院

153-8515 目⿊区大橋2-22-36

⻑尾 さやか

2009/04/01

東邦大学医療センター大森病院

143-8541 大田区大森⻄6-11-1

中村 陽一

2010/04/01

豊島病院

173-0015 板橋区栄町33-1

山田 陽介

2010/04/01

⻁の門病院

105-8470 港区⻁ノ門2-2-2

櫻井 宏樹

2011/04/01

中島医院

204-0021 清瀬市元町1-3-45

中島 美知子

2018/10/01

日本⾚十字社医療センター

150-8935 渋谷区広尾4-1-22

髙橋 尚子

2011/04/01 *

日の出ヶ丘病院

190-0181 ⻄多摩郡日の出町大久野310

和田 将栄

2011/04/01

ファミリークリニック蒲田

144-0035 大田区南蒲田2-4-19 ANTビル4F

田代 雅紀

2019/10/01

ふくろうクリニック等々力

158-0082 世田谷区等々力3-5-2 ヒューリック等々力ビル3階

千葉 創

2022/04/01

ホームアレークリニック

154-0002 世田谷区下馬6-17-12 セトル学芸大1階

村井 謙允

2022/04/01

ホームクリニックえにし

177-0041 練馬区石神井町2-15-1

竹井

清純

2020/04/01

三井記念病院

101-8643 千代田区神田和泉町1

江川

健一郎

2020/10/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

NMSビル2階

日本緩和医療学会

認定研修施設

みなとホームケアクリニック

104-0052 中央区月島3-24-5 月島NRビル401

首藤 真理子

2019/10/01

武蔵野⾚十字病院

186-8610 武蔵野市境南町1-26-1

林 裕家

2013/04/01 *

やよい在宅クリニック

113-0032 文京区弥生1-5-11 弥生クリニックビル

水口 義昭

2022/04/01

わたクリニック

125-0052 葛飾区柴又1-2-1

渡辺 淳子

2011/04/01

神奈川県 37件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

⻘野診療所

216-0004 川崎市宮前区鷺沼1-11-6 鷺沼第一ビル406

中村 暢宏

2019/04/01

厚木市立病院

243-8588 厚木市水引1-16-36

生田目 英樹

2018/10/01

伊勢原協同病院

259-1187 伊勢原市田中345

松井 理

2018/10/01

小田原市立病院

250-8558 小田原市久野46

吉野

2018/10/01

かがみ在宅クリニック

247-0072 鎌倉市岡本2-21-26 山一ビル3階

佐久間 康徳

2021/04/01

神奈川県立がんセンター

241-8515 横浜市旭区中尾2-3-2

太田 周平

2009/04/01

川崎市立井田病院

211-0035 川崎市中原区井田2-27-1

佐藤 恭子

2009/04/01

北里大学病院

252-0375 相模原市北里1-15-1

金井 昭文

2020/04/01

衣笠病院

238-8588 横須賀市小矢部2丁目23番地1号

小栁 史恵

2018/10/01

くげぬま緩和ケア内科

251-0031 藤沢市鵠沼藤が谷1-9-22

小川 賢一

2022/04/01

けいゆう病院

220-8521 横浜市⻄区みなとみらい3-7-3

磯野 永依

2014/04/01

国際親善総合病院

245-0006 横浜市泉区⻄が岡1-28-1

村井 哲夫

2018/10/01

済生会神奈川県病院

221-8601 横浜市神奈川区富家町6番地6

⼾田

陽子

2018/10/01

相模原協同病院

252-5188 相模原市緑区橋本2丁目8番18号

橋爪 正明

2019/04/01

相模原病院

252-0315 相模原市南区桜台18-1

仁木 有理子

2020/04/01

湘南中央病院

251-0056 藤沢市羽鳥1-3-43

片町 守男

2011/04/01

昭和大学横浜市北部病院

224-8503 横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1

⻄木⼾ 修

2011/04/01

新百合ヶ丘総合病院

215-0026 川崎市麻生区古沢字都古255

田辺 義明

2018/10/01

聖マリアンナ医科大学病院

216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1

橋口 さおり

2018/10/01

聖マリアンナ医科大学横浜市⻄部病院

241-0811 横浜市旭区矢指町1197-1

佐野 文明

2011/04/01 *

聖隷横浜病院

240-0023 横浜市保土ケ谷区岩井町215

木下 真弓

2021/04/01

つながるクリニック

234-0056 横浜市港南区野庭町665

小尾 芳郎

2021/10/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

和穂

日本緩和医療学会

認定研修施設

東海大学医学部付属病院

259-1193 伊勢原市下糟屋143

徳原 真

2009/04/01

日野原記念 ピースハウス病院

259-0151 足柄上郡中井町井ノ口1000-1

岩崎 誠

2016/10/01

藤沢湘南台病院

252-0802 藤沢市高倉2345

松浦 哲也

2021/10/01

平和病院

230-0017 横浜市鶴見区東寺尾中台29-1

髙橋 修

2011/04/01

みらい在宅クリニック

232-0024 横浜市南区浦舟町2-22 ベイシティコート横浜102

佐藤 将之

2012/10/01

めぐみ在宅クリニック

246-0037 横浜市瀬谷区橋⼾2-4-3

小澤 竹俊

2010/04/01

ゆう在宅クリニック

240-0035 横浜市保土ケ谷区今井町827-3

川田 和弘

2021/10/01

ゆう在宅クリニック旭

241-0821 横浜市旭区二俣川1-67-4 YAMAKI二俣川1階

原田 紳介

2021/04/01

横須賀共済病院

238-8558 横須賀市米が浜通1-16

森田 真理

2019/04/01

横浜市南部病院

234-8503 横浜市港南区港南台3-2-10

土井 千春

2020/04/01

横浜市立市⺠病院

240-8555 横浜市保土ヶ谷区岡沢町56

斎藤

真理

2009/04/01

横浜市立大学附属市⺠総合医療センター

232-0024 横浜市南区浦舟町4-57

柳泉 亮太

2011/10/01

横浜市立大学附属病院

236-0004 横浜市金沢区福浦3-9

日下部 明彦

2009/04/01

横浜南共済病院

236-0037 横浜市金沢区六浦東1-21-1

馬渡 弘典

2020/04/01

横浜労災病院

222-0036 横浜市港北区小机町3211

有岡 仁

2011/04/01

新潟県 10件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

在宅ケアクリニック川岸町

951-8133 新潟市中央区川岸町2丁目11-14

塚田 裕子

2019/04/01

白根大通病院

950-1203 新潟市南区大通⻩金4-14-2

丸山 洋一

2019/04/01 *

⻑岡⾚十字病院

940-2084 ⻑岡市千秋2-297-1

佐藤 直子

2020/04/01

⻑岡中央綜合病院

940-8653 ⻑岡市川崎町2041番地

外池 祐子

2022/04/01

⻑岡⻄病院

940-2081 ⻑岡市三ツ郷屋町371-1

板野 武司

2022/04/01

新潟県済生会三条病院

955-8511 三条市大野畑6番18号

野田

2019/10/01

新潟県立加茂病院

959-1397 加茂市⻘海町1-9-1

堀 正樹

2011/04/01

新潟県立がんセンター新潟病院

951-8566 新潟市中央区川岸町2丁目15番地3

本間

英之

2010/04/01

新潟市⺠病院

950-1197 新潟市中央区鐘木463-7

野本 優二

2009/04/01

新潟大学医⻭学総合病院

951-8520 新潟市中央区旭町通1番町754番地

松本

2011/04/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

誠子

吉史

日本緩和医療学会

認定研修施設

山梨県 2件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

⻑田在宅クリニック

400-0054 甲府市⻄下条町13

⻑田

忠大

2018/10/01

山梨大学医学部附属病院

409-3898 中央市下河東1110

熊倉 康友

2009/04/01

⻑野県 14件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

相澤病院

390-8510 松本市本庄2-5-1

野池 輝匡

2009/04/01

愛和病院

380-0904 ⻑野市鶴賀七瀬中町1044-2

山田 祐司

2010/04/01

飯田市立病院

395-8502 飯田市八幡町438

山田 武志

2022/04/01

飯山⾚十字病院

389-2295 飯山市大字飯山226-1

大道 雅英

2011/04/01

伊那中央病院

396-8555 伊那市小四郎久保1313-1

寺田 立人

2021/04/01

岡谷市⺠病院

394-8512 岡谷市本町4-11-33

金子 和彦

2011/10/01 *

佐久医療センター

385-0051 佐久市中込3400-28

山本 亮

2014/04/01

信州上田医療センター

386-8610 上田市緑が丘1-27-21

村上 真基

2018/10/01

信州大学医学部附属病院

390-8621 松本市旭3-1-1

間宮 敬子

2015/04/01

新生病院

381-0295 上高井郡小布施町851

森広 雅人

2009/04/01

諏訪⾚十字病院

392-8510 諏訪市湖岸通り5-11-50

武川 建二

2019/04/01

⻑野市⺠病院

381-8551 ⻑野市大字富竹1333番地1

鴻池 紗耶

2021/04/01

⻑野⾚十字病院

380-8582 ⻑野市若里5-22-1

市川 直明

2021/04/01

丸の内病院

390-8601 松本市渚1丁目7番45号

栗崎 功己

2021/10/01

富山県 6件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

厚生連高岡病院

933-8555 高岡市永楽町5番10号

村上

高岡市⺠病院

933-8550 高岡市宝町4-1

飯田 優理香

2022/04/01

富山県立中央病院

930-8550 富山市⻄⻑江2-2-78

峠 正義

2020/04/01

富山市立富山市⺠病院

939-8511 富山市今泉北部町2番地1

舩木

康二郎

2014/04/01

富山⾚十字病院

930-0859 富山市牛島本町2-1-58

小林 孝一郎

2009/04/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

望

認定日
2015/10/01

日本緩和医療学会
富山大学附属病院

認定研修施設

930-0194 富山市杉谷2630

梶浦 新也

2019/04/01

石川県 4件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

石川県済生会 金沢病院

920-0353 金沢市⾚土町ニ13-6

龍澤 泰彦

2009/04/01

石川県立中央病院

920-8530 金沢市鞍月東2-1

高橋 麗子

2009/04/01

金沢医療センター

920-8650 金沢市下石引町1-1

小室 龍太郎

2020/04/01

やまと＠ホームクリニック

921-8043 金沢市⻄泉2丁目1番地

大和

2022/04/01

太郎

福井県 3件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

福井県済生会病院

918-8503 福井市和田中町舟橋7-1

加藤 泰史

2009/04/01

福井⾚十字病院

918-8501 福井市月見2丁目4の1

野口

正人

2022/04/01

福井大学医学部附属病院

910-1193 吉田郡永平寺町松岡下合月23

児玉

麻衣子

2011/10/01

岐阜県 11件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

大垣市⺠病院

503-8502 大垣市南頬町4-86

中島 治典

2011/04/01

北方在宅クリニック

501-0444 本巣郡北方町柱本白坪2丁目3番地

山田

2020/04/01

岐阜県総合医療センター

500-8717 岐阜市野一色4-6-1

國枝 克行

2020/04/01

岐阜県立多治見病院

507-8522 多治見市前畑町5-161

伊藤 浩明

2019/10/01

岐阜市⺠病院

500-8513 岐阜市鹿島町7-1

杉山 保幸

2010/04/01

岐阜大学医学部附属病院

501-1194 岐阜市柳⼾1-1

山口 忍

2018/10/01

岐北厚生病院

501-1811 山県市高富1187-3

⻄村 幸祐

2016/10/01

高山⾚十字病院

506-0022 高山市天満町3丁目11番地

今井

2020/04/01

中濃厚生病院

501-3802 関市若草通5-1

勝村 直樹

2018/10/01

東海中央病院

504-8601 各務原市蘇原東島町4-6-2

大沼 紗希子

2019/04/01

⾶騨市⺠病院

506-1111 ⾶騨市神岡町東町725番地

⿊木

2011/10/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

豪

奨

嘉人

日本緩和医療学会

認定研修施設

静岡県 12件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

あおぞら診療所しずおか

422-8006 静岡市駿河区曲金6丁目10-14 東静岡サウスクリニックモ
天野

磐田在宅医療クリニック

438-0002 磐田市大久保374-1 パレロワイヤル101

福本 和彦

2017/04/01

磐田市立総合病院

438-8550 磐田市大久保512-3

中澤 秀雄

2010/04/01

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター

436-8555 掛川市菖蒲ヶ池1-1

内山 智浩

2020/10/01

川村病院

416-0907 富士市中島327

川村 雅彦

2022/04/01

坂の上ファミリークリニック

433-8113 浜松市中区小豆餅4丁目４-20

佐々木 一義

2021/04/01

さくら医院

413-0021 熱海市清水町17-11

安達 昌子

2018/10/01 *

静岡県立静岡がんセンター

411-8777 駿東郡⻑泉町下⻑窪1007

佐藤 哲観

2009/04/01

聖隷浜松病院

430-8558 浜松市中区住吉2-12-12

山田 博英

2009/04/01

総合病院 聖隷三方原病院

433-8558 浜松市北区三方原町3453

今井 堅吾

2010/04/01

浜松医療センター

432-8580 浜松市中区富塚町328

宮﨑 真一郎

2022/04/01

藤枝市立総合病院

426-8677 藤枝市駿河台4-1-11

吉野 吾朗

2009/04/01

功二

2021/10/01 *

愛知県 27件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

愛知医科大学病院

480-1195 愛知郡⻑久手町岩作雁又1番地1

森

愛知県がんセンター

464-8681 名古屋市千種区鹿子殿1-1

下山 理史

2017/10/01

愛知国際病院

470-0111 日進市米野木町南山987-31

大村 浩之

2011/04/01

一宮市立市⺠病院

491-8558 愛知県一宮市文京2-2-22

草田 典子

2022/04/01

一宮⻄病院

494-0001 一宮市開明字平1番地

伊藤

公人

2022/04/01

岡崎市⺠病院

444-8553 岡崎市高隆寺町字五所合3番地1

橋本

淳

2021/04/01

刈谷豊田総合病院

448-8505 刈谷市住吉町5-15

吉田 憲生

2018/10/01

協立総合病院

456-8611 名古屋市熱田区五番町4-33

飯田 邦夫

2009/04/01

江南厚生病院

483-8704 江南市高屋町大松原137番地

木原

里香

2022/04/01

公立陶生病院

489-8642 瀬⼾市⻄追分町160

澤田 憲朗

2009/04/01

小牧市⺠病院

485-8520 小牧市常普請1-20

小田切 拓也

2012/04/01

485-0044 小牧市常普請1丁目35番地

渡邊

2021/10/01

在宅緩和ケア

あすなろ医院

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

直治

認定日

紘章

2013/04/01

日本緩和医療学会

認定研修施設

すぎもと在宅医療クリニック

464-0850 名古屋市千種区今池二丁目1番16号 八晃ビル206

杉本 由佳

2010/04/01

聖霊病院

466-8633 名古屋市昭和区川名山町56

和田

咲子

2021/04/01

総合上飯田第一病院

462-0802 名古屋市北区上飯田北町2-70

岡島 明子

2011/04/01

豊田厚生病院

470-0396 豊田市浄水町伊保原500-1

村松 雅人

2009/04/01

豊橋医療センター

440-8510 豊橋市飯村町字浜道上50

佐藤

健

2009/04/01

豊橋市⺠病院

411-8570 豊橋市⻘竹町字八間⻄５０番地

稲垣

大輔

2021/04/01

名古屋医療センター

460-0001 名古屋市中区三の丸4-1-1

近藤 建

2011/04/01

名古屋掖済会病院

454-8502 名古屋市中川区松年町4-66

小島 美保

2018/04/01

名古屋市立大学病院

467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

⻑谷川

貴昭

2017/04/01

名古屋大学医学部附属病院

466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65番地

杉下

美保子

2011/10/01

名古屋第二⾚十字病院

466-8650 名古屋市昭和区妙見町2-9

新保 暁子

2010/04/01

名古屋徳洲会総合病院

487-0016 愛知県春日井市高蔵寺町北2丁目52番地

坂本

雅樹

2014/04/01

藤田医科大学病院

470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98

都築 則正

2009/04/01

南生協病院

459-8540 名古屋市緑区南大高二丁目204番地

⻑江

浩幸

2009/04/01

安城更生病院

446-8602 安城市安城町東広畔28番地

足立

康則

2011/04/01

三重県 8件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

伊勢⾚十字病院

516-8512 伊勢市船江1丁目471-2

辻村 恭江

2009/04/01

市立四日市病院

510-8567 四日市市芝田二丁目2番37号

寺邊

政宏

2022/04/01

藤田医科大学 七栗記念病院

514-1295 津市大鳥町424-1

伊藤 彰博

2020/04/01

松阪中央総合病院

515-8566 松阪市川井町小望102

太田 志摩

2019/04/01

三重県立総合医療センター

510-8561 四日市市大字日永5450番地132

児玉 秀治

2014/04/01

三重大学医学部附属病院

514-8507 津市江⼾橋2-174

松原 貴子

2012/10/01

みたき総合病院

512-0911 四日市市生桑町菰池458-1

近藤 潤夫

2018/10/01

もりえい病院

511-0038 桑名市内堀28番地1

増田

亨

2019/04/01

書類提出責任者

認定日

滋賀県 10件
施設

郵便番号

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

住所

日本緩和医療学会

認定研修施設

ヴォーリズ記念病院

523-8523 近江八幡市北之庄町492

奥野 貴史

2019/04/01

草津総合病院

525-8585 草津市矢橋町1660

堀 泰祐

2020/04/01

済生会滋賀県病院

520-3046 滋賀県栗東市大橋二丁目4番1号

権

2018/10/01

滋賀医科大学医学部附属病院

520-2192 大津市瀬田月輪町

森田

滋賀県立総合病院

滋賀医科大学精神科医局

哲
幸代

2018/10/01

524-8524 守山市守山5-4-30

花木 宏治

2009/04/01

市立大津市⺠病院

520-0804 大津市本宮2-9-2

津田 真

2020/04/01

市立⻑浜病院

526-8580 ⻑浜市大戌亥町313

伏木 雅人

2009/04/01

⻑浜⾚十字病院

526-8585 ⻑浜市宮前町14-7

中村 一郎

2022/04/01

ピースホームケアクリニック

520-0064 大津市追分町16-21

平本 秀二

2022/04/01

彦根市立病院

522-8539 彦根市八坂町1882

⿊丸 尊治

2009/04/01

京都府 15件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

あそかビハーラ病院

610-0116 城陽市奈島下ノ畔3-3

大里 真之輔

2019/04/01

稲荷山武田病院

612-0801 京都市伏見区深草正覚町27番地

塙

健

2020/04/01

京都医療センター

612-8555 京都市伏見区深草向畑町1-1

木下 多愛

2020/04/01

京都岡本記念病院

613-0034 久世郡久御山町佐山⻄ノ口58番地

山本

芳樹

2010/04/01

京都桂病院

615-8256 京都市⻄京区山田平尾町17番地

清水

正樹

2010/04/01

JCHO京都鞍馬口医療センター

603-8151 京都市北区小山下総町27

今本 栄子

2019/04/01

京都市立病院

604-8845 京都市中京区壬生東高田町1-2

大⻄ 佳子

2018/10/01

京都第一⾚十字病院

605-0981 京都市東山区本町15-749

上田 和茂

2020/04/01

京都大学医学部附属病院

606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

嶋田

和貴

2014/04/01

京都府立医科大学附属病院

602-8566 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465

谷口

彩乃

2009/04/01

京都⺠医連あすかい病院

606-8226 京都市左京区田中⾶鳥井町89

上林

孝豊

2019/10/01

京都⺠医連中央病院

616-8147 京都市右京区太秦土本町2番1

荻野

行正

2020/04/01

なかつかさ内科・在宅クリニック

603-8162 京都市北区小山東大野町48-1

中務 博信

2020/04/01

日本バプテスト病院

606-8273 京都市左京区北白川山ノ元町47番地

寺林

徹

2020/04/01

洛和会音羽病院

607-8062 京都市山科区音羽珍事町2

山代

亜紀子

2019/10/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

日本緩和医療学会

認定研修施設

大阪府 41件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

和泉市立総合医療センター

594-0073 和泉市和気町四丁目5番1号

⻑谷川

いなだ訪問クリニック

569-0066 高槻市中川町5-3

稲田 陽

2018/10/01

大阪医科薬科大学病院

569-8686 高槻市大学町2番7号

浅石

2014/04/01

大阪医療センター

540-0006 大阪市中央区法円坂2-1-14

相木 佐代

2018/10/01

大阪公立大学医学部附属病院

545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7

中尾 吉孝

2016/10/01

大阪市立総合医療センター

534-0021 大阪市都島区都島本通2丁目13-22

宇野 光昭

2011/04/01

大阪⾚十字病院

543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30

端 裕之

2010/04/01

大阪大学医学部附属病院

565-0871 吹田市山田丘2番15号

松田

陽一

2020/04/01

大阪鉄道病院

545-0053 大阪市阿倍野区松崎町1丁目2-22

清水 啓二

2017/10/01

大阪刀根山医療センター

560-8552 豊中市刀根山5-1-1

金津 正樹

2009/04/01

大阪府済生会吹田病院

564-0013 吹田市川園町1-2

光本 保英

2019/04/01

大阪府済生会富田林病院

584-0082 富田林市向陽台1-3-36

吉川 浩之

2018/10/01

大阪労災病院

590-8025 堺市北区⻑曽根町1179-3

任 幹夫

2018/10/01

関⻄医科大学総合医療センター

570-8507 守口市文園町10-15

増澤 宗洋

2014/10/01

関⻄医科大学附属病院

573-1010 枚方市新町2-3-1

蓮尾 英明

2015/10/01

関⻄電力病院

553-0003 大阪市福島区福島2-1-7

柳原 一広

2013/04/01

北野病院

530-8480 大阪市北区扇町2-4-20

梶山 徹

2020/10/01

近畿大学医学部附属病院

589-8511 大阪狭山市大野東377-2

阪本 亮

2014/04/01

近畿中央呼吸器センター

591-8555 堺市北区⻑曽根町1180

所 昭宏

2009/04/01

小松病院

572-8567 寝屋川市川勝町11-6

村松 美樹子

2011/04/01

彩都友紘会病院

567-0085 茨木市彩都あさぎ7丁目2番18号

木下 浩

2016/10/01

市立池田病院

563-8510 池田市城南3丁目1-18

滝本 佳予

2020/04/01

市立貝塚病院

597-0015 貝塚市堀3丁目10番20号

川上 寛明

2022/04/01

市立柏原病院

582-0005 柏原市法善寺1-7-9

仲田 文造

2022/04/01

市立岸和田市⺠病院

596-8501 岸和田市額原町1001

川島 正裕

2011/04/01

市立吹田市⺠病院

564-8567 吹田市岸部新町5番7号

宮崎

2021/04/01

市立豊中病院

560-8565 豊中市柴原4-14-1

二宮 万理恵

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

喜一

認定日

健

昌樹

2019/04/01

2021/04/01

日本緩和医療学会

認定研修施設

市立東大阪医療センター

578-8588 東大阪市⻄岩田3丁目4番5号

岩城

隆二

2011/04/01

城山病院

583-0872 羽曳野市はびきの2-8-1

新田 敏勝

2021/04/01

吹田徳洲会病院

565-0814 吹田市千里丘⻄21-1

馬場 美華

2017/10/01

住友病院

530-0005 大阪市北区中之島5-3-20

今村 拓也

2011/04/01

千里中央病院

560-0082 豊中市新千里東町1丁目4番3号

前田

一石

2018/10/01

高槻⾚十字病院

569-1096 高槻市阿武野1-1-1

橋本 典夫

2020/04/01

多根総合病院

550-0025 大阪市⻄区九条南1-12-21

岡田 佳也

2019/04/01

PL病院

584-8585 富田林市新堂2204

中尾 照逸

2011/04/01

ベルランド総合病院

599-8247 堺市中区東山500-3

山﨑 圭一

2010/04/01

松下記念病院

570-8540 守口市外島町5番55号

小石

恭士

2018/10/01

松原徳洲会病院

580-0032 松原市天美東7-13-26

平田 裕久

2022/04/01

箕面市立病院

562-0014 箕面市萱野5-7-1

杉本 圭司

2018/10/01

八尾市立病院

581-0069 八尾市龍華町1-3-1

井谷 嘉男

2011/04/01

淀川キリスト教病院

533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目7-50

池永 昌之

2017/10/01

兵庫県 31件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

岩本診療所

651-0054 神⼾市中央区野崎通4丁目2-17

熊野 晶文

2020/04/01

おひさまクリニック⻄宮

662-0866 ⻄宮市柳本町1-23-1F

福田 俊一

2019/04/01

関⻄労災病院

660-8511 尼崎市稲葉荘3丁目1番69号

堀 謙輔

2020/10/01

協和マリナホスピタル

662-0934 ⻄宮市⻄宮浜4丁目15番1号

浦浜 憲永

2017/04/01

甲南病院

658-0064 神⼾市東灘区鴨子ケ原1丁目5-16

山口 崇

2018/10/01

神⼾市立医療センター中央市⺠病院

650-0047 神⼾市中央区港島南町2丁目1ー1

⻄本

哲郎

2019/10/01

神⼾市立⻄神⼾医療センター

651-2273 神⼾市⻄区糀台5-7-1

安藤 俊弘

2016/10/01

神⼾大学医学部附属病院

650-0017 神⼾市中央区楠町7-5-2

木澤 義之

2009/04/01

神⼾中央病院

651-1145 神⼾市北区惣山町2-1-1

三田 礼子

2017/04/01

公立神崎総合病院

679-2493 神崎郡神河町粟賀町385

宮原 誠二

2019/10/01

清水メディカルクリニック

673-0862 明石市松が丘2丁目3-7 松が丘ビル2F

鷹津 英

2022/04/01

市立芦屋病院

659-8502 芦屋市朝日ヶ丘町39番1号

松田

2011/04/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

良信

日本緩和医療学会

認定研修施設

市立伊丹病院

664-8540 伊丹市昆陽池1丁目100番地

堀木 優志

2011/04/01

市立川⻄病院

666-0195 川⻄市東畦野5丁目21番1号

森 一郎

2020/10/01

神鋼記念病院

651-0072 神⼾市中央区脇浜町1-4-47

山川 宣

2018/10/01

第二協立病院

666-0033 川⻄市栄町5番28号

羽多野

裕

2021/10/01

高砂市⺠病院

676-8585 高砂市荒井町紙町33-1

若原 鉄平

2022/04/01

宝塚市立病院

665-0827 宝塚市小浜4丁目5-1

高瀬 直人

2018/10/01

⻄宮市立中央病院

663-8014 ⻄宮市林田町8-24

前田 倫

2010/04/01

⻄脇市立⻄脇病院

677-0043 ⻄脇市下⼾田652-1

木村 祥子

2017/04/01

東神⼾病院

658-0051 神⼾市東灘区住吉本町1丁目24-13

吉川 善人

2021/10/01

姫路医療センター

670-8520 姫路市本町68番地

吉村

純彦

2019/04/01

姫路聖マリア病院

670-0801 姫路市仁豊野650

高橋 正裕

2012/10/01

姫路⾚十字病院

670-8540 姫路市下手野1-12-1

福永 智栄

2009/04/01

兵庫医科大学病院

663-8501 ⻄宮市武庫川町1-1

廣瀬 宗孝

2009/04/01

兵庫県立尼崎総合医療センター

660-8550 尼崎市東難波町2-17-77

齋藤 恵美子

2020/04/01

兵庫県立がんセンター

673-8558 明石市北王子町13-70

木村 好江

2010/04/01

兵庫県立丹波医療センター

669-3495 丹波市氷上町石生2002番地7

板倉 崇泰

2017/04/01

兵庫県立はりま姫路総合医療センター

670-8560 兵庫県姫路市神屋町3丁目264番地

坂下

明大

2021/10/01

ふくやま病院

673-0028 明石市硯町2丁目5-55

譜久山 仁

2019/04/01

六甲病院

657-0022 神⼾市灘区土山町5-1

安保 博文

2009/04/01

奈良県 6件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

市立奈良病院

630-8305 奈良市東紀寺町1丁目50番1号

久保 速三

2017/04/01

天理よろづ相談所病院

632-8552 天理市三島町200番地1

加藤 恭郎

2018/04/01

奈良県総合医療センター

630-8581 奈良市七条⻄町2丁目897番5号

竹澤 祐一

2022/04/01

⻄奈良中央病院

631-0022 奈良市鶴舞⻄町1-15

竹本 好成

2019/04/01

南奈良総合医療センター

638-8551 吉野郡大淀町大字福神8番1

吉村

2019/04/01

吉田病院

631-0818 奈良市⻄大寺⾚田町1-7-1

加納 麻子

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

淳

2022/04/01

日本緩和医療学会

認定研修施設

和歌山県 6件
施設

郵便番号

紀和病院

648-0085 橋本市岸上18-1

たぶせ在宅クリニック

640-8264 和歌山市湊桶屋町10

中江病院

住所

書類提出責任者

認定日

廣岡 慎治

2011/10/01 *

田伏

弘行

2019/04/01

640-8461 和歌山市船所30-1

清水 達也

2019/10/01

南和歌山医療センター

646-8558 田辺市たきない町27-1

平野 勇生

2012/10/01

和歌山医療センター

640-8558 和歌山市小松原通4-20

吉村 聖子

2022/04/01

和歌山県立医科大学附属病院

641-8510 和歌山市紀三井寺811-1

栗山 俊之

2009/04/01

M&MビルA号室

鳥取県 5件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

鳥取市立病院

680-8501 鳥取市的場1-1

足立 誠司

2010/04/01

鳥取生協病院

680-0833 鳥取市末広温泉町458

大呂 昭太郎

2011/04/01

鳥取⾚十字病院

680-8517 鳥取市尚徳町117番地

山口

由美

2011/04/01

鳥取大学医学部附属病院

683-8504 米子市⻄町36-1

大槻 明広

2009/04/01

よだか診療所

683-0064 米子市道笑町1丁目111番地

前角 衣美

2022/04/01

島根県 4件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

島根県立中央病院

693-8555 出雲市姫原4-1-1

今田 敏宏

2019/04/01

島根大学医学部附属病院

693-8501 出雲市塩冶町89-1

中谷 俊彦

2009/04/01

すぎうら医院

693-0002 出雲市今市町北本町2-8-3

花田 梢

2020/10/01

松江市立病院

690-8509 松江市乃白町32-1

安部 睦美

2009/04/01

岡山県 10件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

岡山医療センター

701-1192 岡山市北区田益1711-1

宮武 和代

2018/10/01

岡山協立病院

703-8511 岡山市中区⾚坂本町8-10

福田 展之

2011/04/01

岡山市立市⺠病院

700-8557 岡山県岡山市北区北⻑瀬表町3丁目20-1

濱田 昇

2022/04/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

日本緩和医療学会

認定研修施設

岡山⾚十字病院

700-8607 岡山市北区⻘江2-1-1

喜多嶋 拓士

2009/04/01

岡山大学病院

700-8558 岡山市鹿田町2-5-1

片山 英樹

2009/04/01

かとう内科並木通り診療所

702-8058 岡山市南区並木町2丁目27-5

加藤 薫

2022/04/01

川崎医科大学総合医療センター

700-8505 岡山市北区中山下2-6-1

山根 弘路

2014/04/01

川崎医科大学附属病院

701-0192 倉敷市松島577

岡脇 誠

2009/04/01

倉敷中央病院

710-8602 倉敷市美和1丁目1の1

佐野

2019/04/01

グリーン在宅クリニック

710-0057 倉敷市昭和1丁目2-37

國末 充央

薫

2020/04/01

広島県 11件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

明石内科クリニック

738-0002 廿日市市山陽園8-19

酒井 亮

2018/10/01

県立広島病院

734-8530 広島市南区宇品神田一丁目5番54号

市川

優美

2020/10/01

JR広島病院

732-0057 広島市東区二葉の里3-1-36

沖政 盛治

2022/04/01

シムラ病院

730-0841 広島市中区舟入町3-13

池尻 佑美

2021/04/01

市立三次中央病院

728-8502 三次市東酒屋町10531番地

高広 悠平

2019/04/01

広島市立広島市⺠病院

730-8518 広島市中区基町7-33

岡部 智行

2020/04/01

広島⾚十字・原爆病院

730-8619 広島市中区千田町1-9-6

前田 貴司

2022/04/01

広島大学病院

734-8551 広島市南区霞1-2-3

難波 将史

2021/04/01

福山医療センター

720-8520 福山市沖野上町4-14-17

高橋 健司

2009/04/01

福山市⺠病院

721-8511 福山市蔵王町五丁目23番1号

岡崎

正典

2010/04/01

メリィホスピタル

731-3167 広島市安佐南区大塚⻄3-1-20

内藤 真理

2022/04/01

山口県 5件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

岩国医療センター

740-8510 岩国市愛宕町1丁目1番1号

白木

照夫

2019/04/01

下関市立市⺠病院

750-8520 下関市向洋町1丁目13番1号

牧野 一郎

2018/10/01

下関総合病院

759-6603 下関市安岡町8丁目5番1号

河田

⻯一

2018/10/01

山口宇部医療センター

755-0241 宇部市東岐波685番地

竹内

愛

2021/10/01

山口県立総合医療センター

747-8511 防府市大字大崎10077番地

中村 久美子

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

2020/04/01

日本緩和医療学会

認定研修施設

徳島県 6件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

⻲井病院

770-8070 徳島市八万町寺山231

濱尾 巧

2011/04/01

近藤内科病院

770-8008 徳島市⻄新浜町1-6-25

荒瀬 友子

2020/04/01

田岡病院

770-0941 徳島市万代町4丁目2-2

三木 仁司

2013/04/01

徳島県立三好病院

778-8503 三好市池田町シマ815-2

安藤 勤

2020/04/01

徳島市⺠病院

770-0812 徳島市北常三島町2丁目34番地

片山

和久

2018/10/01

徳島大学病院

770-8503 徳島市蔵本町2丁目50-1

川人 伸次

2019/04/01

香川県 4件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者
敬枝

認定日

香川県立中央病院

760-8557 高松市朝日町1丁目2番1号

仁熊

香川大学医学部附属病院

761-0793 木田郡三木町池⼾1750-1

村上 あきつ

2009/04/01

香川労災病院

763-8502 丸⻲市城東町3-3-1

木下 敏史

2020/10/01

高松⾚十字病院

760-0017 高松市番町4丁目1番3号

林

2019/04/01

章人

2014/10/01

愛媛県 5件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

愛媛大学医学部附属病院

791-0295 東温市志津川

藤井

知美

2010/04/01

四国がんセンター

791-0280 松山市南梅本町甲160

三浦 耕資

2009/04/01

HITO病院

799-0121 四国中央市上分町788-1

大坂 巌

2019/04/01

松山⾚十字病院

790-8524 松山市文京町1番地

白石

2011/04/01

松山ベテル病院

790-0833 松山市祝谷6-1229

坪田 信三

猛

2009/04/01

高知県 4件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

高知医療センター

781-8555 高知市池2125番地1

光岡 妙子

2020/04/01

高知厚生病院

781-8121 高知市葛島1-9-50

小栗 啓義

2009/04/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

日本緩和医療学会

認定研修施設

高知大学医学部附属病院

783-8505 南国市岡豊町小蓮185-1

北岡 智子

2019/04/01

細木病院

780-8535 高知市大膳町37

安藤 徹

2020/04/01

福岡県 34件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

秋本病院

810-0023 福岡市中央区警固1-8-3

眞鍋 治彦

2020/04/01

朝倉医師会病院

838-0069 朝倉市来春 422-1

鈴木 稔

2019/10/01

芦屋中央病院

807-0141 遠賀郡芦屋町大字山鹿283-7

井下 俊一

2020/04/01

飯塚病院

820-8505 飯塚市芳雄町3-83

柏木 秀行

2011/04/01

糸島医師会病院

819-1112 糸島市浦志532-1

半田 啓輔

2019/04/01

栄光病院

811-2232 粕屋郡志免町別府⻄3-8-15

下稲葉 順一

2009/04/01

頴田病院

820-1114 飯塚市口原1061-1

中安 一夫

2022/04/01

北九州市立医療センター

802-0077 北九州市小倉北区馬借2丁目1-1

大場 秀夫

2011/04/01

九州医療センター

810-8563 福岡市中央区地行浜1-8-1

中川 志乃

2020/10/01

九州がんセンター

811-1395 福岡市南区野多目3-1-1

江崎 泰斗

2011/10/01 *

九州大学病院

812-8582 福岡市東区馬出3-1-1

福徳 花菜

2020/04/01

九州病院

806-8501 北九州市八幡⻄区岸の浦1-8-1

山口 健也

2013/10/01

久留米大学病院

830-0011 久留米市旭町67

柴田

2009/04/01

公立八女総合病院

834-0034 八女市高塚540番地2

伊地知 盛夫

2018/10/01

済生会福岡総合病院

810-0001 福岡市中央区天神1丁目3-46

鹿田 康紀

2019/04/01

産業医科大学病院

808-0024 北九州市八幡⻄区医生ヶ丘1番1号

寺田

忠徳

2021/04/01

産業医科大学若松病院

808-0024 北九州市若松区浜町一丁目17番1号

山口

享宏

2018/10/01

嶋田病院

838-0141 小郡市小郡217-1

⻄村 一宣

2018/10/01

社会保険 田川病院

826-8585 田川市上本町10-18

佐野 智美

2019/10/01

製鉄記念八幡病院

805-8508 北九州市八幡東区春の町1-1-1

瀧井 康

2021/10/01

聖マリア病院

830-8543 久留米市津福本町422番地

大谷

2020/10/01

聖ヨハネ病院

806-0012 北九州市八幡⻄区陣山1-4-28

吉村 真一朗

2022/04/01

たたらリハビリテーション病院

813-0031 福岡市東区八田1-4-66

平田 済

2020/04/01

⼾畑リハビリテーション病院

804-0092 北九州市⼾畑区小芝二丁目4-31

衛藤 隆一

2019/04/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

龍宏

弘行

日本緩和医療学会

認定研修施設

那珂川病院

811-1345 福岡市南区向新町2丁目17-17

月江 教昭

2020/04/01

浜の町病院

810-8539 福岡市中央区⻑浜3-3-1

永山 淳

2013/10/01

原土井病院

813-0025 福岡市東区⻘葉6-40-8

山下 和海

2009/04/01

福岡県済生会飯塚嘉穂病院

820-0076 飯塚市太郎丸265

荒木 貢士

2013/10/01

福岡県済生会八幡総合病院

805-0050 北九州市八幡東区春の町5-9-27

舟橋 玲

2019/04/01

福岡大学病院

814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1

柴田 志保

2022/04/01

福岡徳洲会病院

816-0864 春日市須玖北4-5

廣田 一紀

2019/10/01

福岡みなと在宅医療クリニック

810-0062 福岡市中央区荒⼾1-3-20-3階

中堀 亮一

2020/04/01

みどりの杜病院

834-0051 八女市立野３６２番地１

原口

2015/10/01

村上華林堂病院

819-0032 福岡市⻄区⼾切2-14-45

工並 直子

勝

2022/04/01

佐賀県 6件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

嬉野医療センター

843-0393 嬉野市嬉野町大字下宿丙2436

香月 亮

2011/04/01 *

佐賀県医療センター好生館

840-8571 佐賀市嘉瀬町中原400

石川 亜佐子

2010/04/01

佐賀大学医学部附属病院

849-8501 佐賀市鍋島5-1-1

平川 奈緒美

2009/04/01

佐賀病院

849-8577 佐賀市日の出1丁目20-1

濱田 献

2010/04/01

なゆたの森病院

840-0027 佐賀市本庄町本庄269-1

下村 都

2020/04/01

⻄田病院

849-4251 伊万里市山代町楠久 890-2

⻄田 良介

2021/04/01

⻑崎県 5件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

聖フランシスコ病院

852-8125 ⻑崎市小峰町9-20

松添 大助

2009/04/01

千住病院

857-0026 佐世保市宮地町5-5

東 謙一郎

2019/04/01

出島病院

850-0862 ⻑崎市出島町12-23

中村 秀男

2020/04/01

⻑崎原爆病院

852-8511 ⻑崎市茂里町3-15

後藤 慎一

2019/04/01

⻑崎大学病院

852-8501 ⻑崎市坂本1-7-1

石井 浩二

2009/04/01

熊本県 10件

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

日本緩和医療学会
施設

認定研修施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

荒尾市⺠病院

864-0041 荒尾市荒尾2600

濱口 裕光

2011/10/01 *

イエズスの聖心病院

860-0079 熊本市⻄区上熊本2丁目11-24

木村 哲也

2020/04/01

熊本医療センター

860-0008 熊本市中央区二の丸1-5

礒部 博隆

2022/04/01

くまもと在宅クリニック

862-0950 熊本市中央区水前寺6-48-33

阿部 真也

2021/04/01

熊本大学病院

860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1

吉武 淳

2020/10/01

桜十字熊本東病院

862-0922 熊本市東区三郎1丁目12-25

前田 達観

2020/04/01

桜十字病院

861-4173 熊本市南区御幸木部1丁目1-1

白石 文美恵

2022/04/01

大腸肛門病センター高野病院

862-0971 熊本市中央区大江3丁目2番55号

鳥崎

哲平

2022/04/01

ひまわり在宅クリニック

860-0834 熊本市南区江越2丁目14-26

後藤 慶次

2022/04/01

山鹿市⺠医療センター

861-0593 山鹿市山鹿511番地

堀

2022/04/01

和樹

大分県 6件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

臼杵市医師会立コスモス病院

875-0051 臼杵市大字⼾室字⻑谷1131-1

小川 聡

2022/04/01

大分市医師会立アルメイダ病院

870-1195 大分市大字宮崎1509-2

大野 栄治

2017/04/01

大分大学医学部附属病院

879-5593 由布市挾間町医大ヶ丘1-1

奥田 健太郎

2011/04/01 *

大分中村病院

870-0022 大分市大手町3丁目2番43号

麓 祥一

2019/04/01

大分ゆふみ病院

870-0879 大分市金谷迫313-1

一万田 正彦

2010/04/01

やまおか在宅クリニック

870-0823 大分市東大道3丁目62-5

⾚嶺 晋治

2011/04/01

宮崎県 3件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

三州病院

885-0037 都城市花繰町3街区14

横山 晶子

2009/04/01

宮崎医療センター病院

880-0003 宮崎市高松町2-16

高橋 稔之

2018/10/01

宮崎市郡医師会病院

880-2102 宮崎市大字有田1173番地

内藤 明美

2009/04/01

鹿児島県 10件
施設

郵便番号

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

住所

書類提出責任者

認定日

日本緩和医療学会

認定研修施設

いづろ今村病院

892-0824 鹿児島市堀江町17番1号

松下

格司

2017/10/01

いまきいれ総合病院

890-0051 鹿児島市高麗町43番25号

大瀬 克広

2019/10/01

鹿児島医療センター

892-0853 鹿児島市城山町8-1

松崎 勉

2009/04/01

鹿児島県立大島病院

894-0015 奄美市名瀬真名津町18-1

大木 浩

2012/10/01

鹿児島市医師会病院

890-0064 鹿児島市鴨池新町7番1号

高濱

哲也

2021/10/01

鹿児島市立病院

890-8760 鹿児島市上荒田町37番1号

川平

正博

2022/04/01

鹿児島大学病院

890-8520 鹿児島市桜ケ丘8丁目35-1

上野 真一

2018/10/01

霧島市立医師会医療センター

899-5112 霧島市隼人町松永3320番地

柳

2022/04/01

相良病院

892-0833 鹿児島市松原町3-31

金澤 裕信

2011/04/01

南風病院

892-8512 鹿児島市⻑田町14-3

加藤 博美

2014/04/01

正和

沖縄県 7件
施設

郵便番号

住所

書類提出責任者

認定日

浦添総合病院

901-2132 浦添市伊祖4丁目16-1

新里 誠一郎

2017/10/01

沖縄県立中部病院

904-2293 うるま市字宮里281番地

安座間

2021/10/01

沖縄⾚十字病院

902-8588 那覇市与儀1-3-1

豊見山 健

2020/04/01

沖縄病院

901-2214 宜野湾市我如古3-20-14

久志 一朗

2009/04/01

豊見城中央病院

901-0243 豊見城市字上田25

笹良

剛史

2020/04/01

那覇市立病院

902-8511 那覇市古島2-31-1

友利 寛文

2019/10/01

琉球大学病院

903-0215 中頭郡⻄原町字上原207

中島 信久

2011/04/01

* 専門医・指導者資格を有する認定医の届出等と一致しない項目がある施設（2022年4月1日現在）

由美子

＜過去に認定されていた施設と認定期間＞
施設

合計 386件
認定期間

神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院

2009/04/01~2009/03/31

愛知県がんセンター愛知病院

2009/04/01~2009/05/31

北⾥⼤学病院

2009/04/01~2009/06/01

⻑岡⻄病院

2009/04/01~2009/06/30

友愛記念病院

2009/04/01~2009/12/31

⽇鋼記念病院

2009/04/01~2010/01/31

⽻島市⺠病院

2009/04/01~2010/03/31

ガラシア病院

2009/04/01~2010/03/31

聖霊病院

2009/04/01~2010/03/31

徳島県⽴中央病院

2009/04/01~2010/04/01

公⽴みつぎ総合病院

2010/04/01~2010/04/01

中頭病院

2010/04/01~2010/04/30

利根中央病院

2009/04/01~2010/05/31

徳島⼤学病院

2009/04/01~2010/05/31

⾼槻⾚⼗字病院

2009/04/01~2010/06/25

及川病院

2010/04/01~2010/07/31

⽊沢記念病院

2009/04/01~2010/08/31

公⽴刈⽥綜合病院

2009/04/01~2010/09/30

三重⼤学医学部附属病院

2010/04/01~2010/09/30

防府消化器病センター

2009/04/01~2011/03/31

防府胃腸病院

⻑崎医療センター

2009/04/01~2011/03/31

藤沢湘南台病院

2011/04/01~2011/03/31

熊本地域医療センター

2010/04/01~2011/04/30

国⽴国際医療研究センター国府台病院

2011/04/01~2011/04/30

細⽊病院

2010/04/01~2011/05/31

中通総合病院

2009/04/01~2011/06/30

船橋市⽴医療センター

2011/04/01~2011/08/31

⼤阪南医療センター

2009/04/01~2011/09/30

富⼭市⽴富⼭市⺠病院

2009/04/01~2011/12/31

横須賀市⽴うわまち病院

2011/10/01~2011/12/31

⾼知⼤学医学部附属病院

2009/04/01~2012/01/31

明和病院

2011/04/01~2012/01/31

東海⼤学医学部付属⼤磯病院

2009/04/01~2012/03/31

市⽴池⽥病院

2009/04/01~2012/03/31

岩⼿県⽴千厩病院

2009/04/01~2012/03/31

⽇野病院

2009/04/01~2012/03/31

横浜市⽴みなと⾚⼗字病院

2010/04/01~2012/03/31

彩都友紘会病院

2010/04/01~2012/03/31

千葉市⽴⻘葉病院

2011/04/01~2012/03/31

熊本再春荘病院

2011/04/01~2012/03/31

三重県⽴志摩病院

2011/04/01~2012/03/31

三⽥病院

2011/04/01~2012/03/31

⼤⽥病院附属⼤森東診療所

2011/04/01~2012/03/31

和泉市⽴病院

2011/04/01~2012/03/31

あそか第2診療所

2011/10/01~2012/03/31

洛和会⾳⽻記念病院

2009/04/01~2012/05/31

⿊⽊記念病院

2011/10/01~2012/05/31

横浜甦⽣病院

2009/04/01~2012/06/30

⽇本バプテスト病院

2010/04/01~2012/07/01

救世軍ブース記念病院

2011/10/01~2012/07/31

栃⽊県済⽣会宇都宮病院

2011/04/01~2012/08/31

草津総合病院

2011/10/01~2012/08/31

新座志⽊中央総合病院

2010/04/01~2012/09/30

永寿総合病院

2011/04/01~2012/09/30

緩和ケアクリニック仙台

2009/04/01~2012/10/31

京都⼤学医学部附属病院

2009/04/01~2012/11/01

淀川キリスト教病院

2009/04/01~2012/11/01

名古屋第⼀⾚⼗字病院

2009/04/01~2012/11/01

川崎社会保険病院

2009/04/01~2012/11/30

名古屋市⽴⼤学病院

2009/04/01~2012/12/31

医学研究所付属

2009/04/01~2012/12/31

坪井病院

市⽴奈良病院

2011/10/01~2012/12/31

⼗和⽥市⽴中央病院

2009/04/01~2013/01/05

⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院

2010/04/01~2013/02/28

国保中央病院

2009/04/01~2013/03/01

藤井政雄記念病院

2009/04/01~2013/03/20

綜合病院⼭⼝⾚⼗字病院

2009/04/01~2013/03/31

ピースハウス病院

2009/04/01~2013/03/31

社会保険神⼾中央病院

2009/04/01~2013/03/31

近畿⼤学医学部附属病院

2009/04/01~2013/03/31

埼⽟県済⽣会栗橋病院

2011/04/01~2013/03/31

ピースクリニック中井

2011/04/01~2013/03/31

関⻄医科⼤学附属滝井病院

2011/04/01~2013/03/31

名古屋市⽴東部医療センター守⼭市⺠病院

2011/10/01~2013/03/31

済⽣会松阪総合病院

2012/10/01~2013/06/30

彩都友紘会病院

2013/04/01~2013/06/30

⾜利⾚⼗字病院

2010/04/01~2013/07/31

みさと健和病院

2010/04/01~2013/08/01

川内市医師会⽴市⺠病院

2009/04/01~2013/08/31

救世軍清瀬病院

2009/04/01~2013/08/31

⼩川⾚⼗字病院

2011/04/01~2013/08/31

岐⾩中央病院

2009/04/01~2013/09/14

湘南鎌倉総合病院

2013/04/01~2013/09/30

沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター

2010/04/01~2013/12/01

⾚磐医師会病院

2012/10/01~2013/12/31

⻑崎市⽴市⺠病院

2009/04/01~2014/01/31

佐久総合病院

2009/04/01~2014/02/28

総合病院 ⾐笠病院

2011/10/01~2014/02/28

⾼岡病院

2009/04/01~2014/03/31

⼤阪⼤学医学部附属病院

2009/04/01~2014/03/31

市⽴伊勢総合病院

2009/04/01~2014/03/31

兵庫県⽴加古川医療センター

2009/04/01~2014/03/31

国保松⼾市⽴病院

2009/04/01~2014/03/31

⼤阪医療センター

2009/04/01~2014/03/31

聖ヶ丘病院

2009/04/01~2014/03/31

丸⼭記念総合病院

2009/04/01~2014/03/31

⽯巻⾚⼗字病院

2009/04/01~2014/03/31

市⽴堺病院

2010/04/01~2014/03/31

信州⼤学医学部附属病院

2010/04/01~2014/03/31

横浜医療センター

2011/10/01~2014/03/31

箕⾯市⽴病院

2012/10/01~2014/03/31

京都⺠医連中央病院

2009/04/01~2014/04/30

栃⽊県⽴がんセンター

2009/04/01~2014/04/30

⼤分市医師会⽴アルメイダ病院

2012/04/01~2014/04/30

国⽴国際医療研究センター病院

2011/04/01~2014/05/01

関⻄医科⼤学附属枚⽅病院

2011/04/01~2014/05/31

君津中央病院

2009/04/01~2014/06/30

星ヶ丘医療センター

2010/04/01~2014/09/01

製鉄記念⼋幡病院

2013/10/01~2014/09/30

岐⾩⼤学医学部附属病院

2009/04/01~2014/12/31

⾦沢医科⼤学氷⾒市⺠病院

2014/10/01~2015/01/01

東札幌病院

2009/04/01~2015/02/28

南部郷厚⽣病院

2009/04/01~2015/03/31

⽇本⽣命済⽣会付属 ⽇⽣病院

2009/04/01~2015/03/31

札幌医科⼤学附属病院

2009/04/01~2015/03/31

ふじもと在宅緩和ケアクリニック

2009/04/01~2015/03/31

北⾥⼤学北⾥研究所病院

2009/04/01~2015/03/31

群⾺県⽴がんセンター

2010/04/01~2015/03/31

済⽣会熊本病院

2010/04/01~2015/03/31

徳島県⽴中央病院

2012/10/01~2015/03/31

⽷島医師会病院

2012/10/01~2015/03/31

千⾥ペインクリニック

2014/04/01~2015/03/31

宮城県⽴がんセンター

2009/04/01~2015/04/01

熊本市⺠病院

2010/04/01~2015/04/01

⼤阪府⽴呼吸器・アレルギー医療センター

2011/10/01~2015/04/01

ピースハウス病院

2014/04/01~2015/05/01

⻘森県⽴中央病院

2014/10/01~2015/05/15

浦添総合病院

2011/04/01~2015/06/01

⼩笠原内科

2015/04/01~2015/06/30

埼⽟県済⽣会川⼝総合病院

2011/04/01~2015/07/01

クリニックこまつ

2011/04/01~2015/07/20

三友堂病院

2011/10/01~2015/09/01

住友別⼦病院

2009/04/01~2015/09/30

敦賀医療センター

2009/04/01~2015/10/01

松阪中央総合病院

2009/04/01~2015/12/31

東葛病院

2011/04/01~2015/12/31

協和マリナホスピタル

2012/10/01~2015/12/31

北⾒⾚⼗字病院

2013/04/01~2016/01/17

愛知県がんセンター中央病院

2009/04/01~2016/03/31

北海道⼤学病院

2009/04/01~2016/03/31

⼾⽥中央総合病院

2010/04/01~2016/03/31

川崎市⽴川崎病院

2010/04/01~2016/03/31

国保⽔俣市⽴総合医療センター

2011/04/01~2016/03/31

東京⻄徳洲会病院

2011/04/01~2016/03/31

杏林⼤学医学部付属病院

2011/04/01~2016/03/31

筑波⼤学附属病院 ⽔⼾地域医療教育センター⽔⼾協同病院

2011/10/01~2016/03/31

新板橋クリニック

2011/10/01~2016/03/31

静岡⾚⼗字病院

2011/10/01~2016/03/31

洛和会⾳⽻病院

2012/10/01~2016/03/31

北⾥⼤学病院

2013/04/01~2016/03/31

市⽴池⽥病院

2015/04/01~2016/03/31

古賀総合病院

2015/04/01~2016/03/31

市⽴室蘭総合病院

2011/04/01~2016/06/30

在宅ホスピスとちの⽊

2009/04/01~2016/07/31

聖マリアンナ医科⼤学病院

2009/04/01~2016/08/31

⼋⼾市⽴市⺠病院

2009/04/01~2016/10/01

函館病院

2015/04/01~2016/11/01

名古屋掖済会病院

2009/04/01~2016/12/31

船橋中央病院

2015/04/01~2016/12/31

仙台往診クリニック

2011/10/01~2017/02/01

淀川キリスト教病院

ホスピス・こどもホスピス病院

2013/04/01~2017/03/01

富⼭県⽴中央病院

2010/04/01~2017/03/31

静岡済⽣会総合病院

2010/04/01~2017/03/31

京都医療センター

2011/10/01~2017/03/31

市⽴吹⽥市⺠病院

2011/10/01~2017/03/31

⻄⽥病院

2012/04/01~2017/03/31

兵庫あおの病院

2012/10/01~2017/03/31

三井記念病院

2014/10/01~2017/03/31

徳島県⽴三好病院

2015/04/01~2017/03/31

⼩笠原内科

2016/10/01~2017/03/31

宮崎⼤学医学部附属病院

2017/04/01~2017/03/31

⼤分県⽴病院

2011/04/01~2017/04/01

ほうせんか病院

2016/10/01~2017/04/28

近畿⼤学医学部堺病院

2009/04/01~2017/05/31

⿅児島⼤学病院

2011/10/01~2017/06/30

宝塚市⽴病院

2009/04/01~2017/07/31

薬師⼭病院

2011/04/01~2017/08/01

東京⼥⼦医科⼤学附属⼋千代医療センター

2009/04/01~2017/09/30

東京⼤学医科学研究所附属病院

2013/04/01~2017/09/30

愛成クリニック

2015/10/01~2017/09/30

⼭⼿医院

2014/04/01~2017/10/31

祐ホームクリニック⽯巻

2014/10/01~2017/10/31

ヴォーリズ記念病院

2010/04/01~2017/12/31

⽶⼦医療センター

2009/04/01~2018/03/31

⽇本⼤学医学部附属板橋病院

2009/04/01~2018/03/31

和⽥病院

2013/04/01~2018/03/31

神⼾医療センター

2014/04/01~2018/03/31

救世軍清瀬病院

2015/04/01~2018/03/31

秋本病院

2015/10/01~2018/03/31

松⼾市⽴福祉医療センター東松⼾病院

2017/10/01~2018/03/31

⾼知医療センター

2011/10/01~2018/06/30

県⽴広島病院

2009/04/01~2018/08/31

上尾甦⽣病院

2011/10/01~2018/09/30

星ヶ丘医療センター

2015/04/01~2018/09/30

賛育会病院

2017/10/01~2018/10/31

⽥主丸中央病院

2017/10/01~2018/12/31

東⼤阪病院

2015/04/01~2019/01/31

⽇本橋かきがら町クリニック

2018/04/01~2019/02/14

⼤⽥病院

2012/10/01~2019/02/15

東京北医療センター

2009/04/01~2019/03/31

呉医療センター

2009/04/01~2019/03/31

⼭科病院

2009/04/01~2019/03/31

⼤阪国際がんセンター

2009/04/01~2019/03/31

国保旭中央病院

2009/04/01~2019/03/31

館林厚⽣病院

2009/04/01~2019/03/31

埼⽟医科⼤学総合医療センター

2009/04/01~2019/03/31

村上総合病院

2009/04/01~2019/03/31

要町ホームケアクリニック

2009/04/01~2019/03/31

熊本⼤学医学部附属病院

2009/04/01~2019/03/31

サザン･リージョン病院

2009/04/01~2019/03/31

三豊総合病院

2009/04/01~2019/03/31

浜松医療センター

2009/04/01~2019/03/31

⻑野⾚⼗字病院

2009/04/01~2019/03/31

中京病院

2009/04/01~2019/03/31

たたらリハビリテーション病院

2009/04/01~2019/03/31

東芝病院

2009/04/01~2019/03/31

奈良県⽴医科⼤学附属病院

2009/04/01~2019/03/31

岡⼭中央奉還町病院

2009/04/01~2019/03/31

岡⼭済⽣会総合病院

2009/04/01~2019/03/31

東⼤和病院

2009/04/01~2019/03/31

藤⽥保健衛⽣⼤学

七栗サナトリウム

2009/04/01~2019/03/31

横浜南共済病院

2009/04/01~2019/03/31

神⼾アドベンチスト病院

2009/04/01~2019/03/31

岐⾩県総合医療センター

2009/04/01~2019/03/31

要町病院

2009/04/01~2019/03/31

⻑浜⾚⼗字病院

2009/04/01~2019/03/31

⼤阪北ホームケアクリニック

2009/04/01~2019/03/31

原町⾚⼗字病院

2009/04/01~2019/03/31

順天堂⼤学医学部附属静岡病院

2009/04/01~2019/03/31

北海道がんセンター

2009/04/01~2019/03/31

兵庫県⽴淡路医療センター

2009/04/01~2019/03/31

⼭⼝宇部医療センター

2009/04/01~2019/03/31

海南病院

2009/04/01~2019/03/31

⻑野市⺠病院

2009/04/01~2019/03/31

南部病院

2009/04/01~2019/03/31

宮崎⼤学医学部附属病院

2009/04/01~2019/03/31

九州⼤学病院

2009/04/01~2019/03/31

市⽴横⼿病院

2009/04/01~2019/03/31

福岡⼤学病院

2010/04/01~2019/03/31

出島病院

2010/04/01~2019/03/31

桜町病院

2010/04/01~2019/03/31

⽇本医科⼤学千葉北総病院

2010/04/01~2019/03/31

佐世保中央病院

2011/04/01~2019/03/31

徳島県⽴海部病院

2011/04/01~2019/03/31

みやぎ県南中核病院

2011/10/01~2019/03/31

⾦沢医科⼤学病院

2011/10/01~2019/03/31

⻑崎県島原病院

2011/10/01~2019/03/31

豊⾒城中央病院

2011/10/01~2019/03/31

⻑岡⻄病院

2012/04/01~2019/03/31

恵佑会札幌病院

2012/10/01~2019/03/31

⾼槻⾚⼗字病院

2012/10/01~2019/03/31

⽵⽥綜合病院

2013/04/01~2019/03/31

県⽴安芸津病院

2013/10/01~2019/03/31

緩和ケアクリニック・恵庭

2014/04/01~2019/03/31

⾏⽥総合病院

2014/04/01~2019/03/31

すえなが内科在宅診療所

2014/04/01~2019/03/31

岩⼿県⽴中央病院

2014/10/01~2019/03/31

坂の上ファミリークリニック

2014/10/01~2019/03/31

防衛医科⼤学校病院

2015/04/01~2019/03/31

横浜医療センター

2015/10/01~2019/03/31

潤和会記念病院

2015/10/01~2019/03/31

荏原病院

2016/04/01~2019/03/31

千葉⻄総合病院

2016/10/01~2019/03/31

宇治徳洲会病院

2016/10/01~2019/03/31

くまもと森都総合病院

2016/10/01~2019/03/31

市⽴四⽇市病院

2017/04/01~2019/03/31

仙台オープン病院

2017/10/01~2019/03/31

舞鶴医療センター

2018/10/01~2019/03/31

堺市⽴総合医療センター

2018/10/01~2019/03/31

⼭形県⽴新庄病院

2009/04/01~2019/04/01

横浜市南部病院

2009/04/01~2019/04/01

近藤内科病院

2009/04/01~2019/04/01

安芸市⺠病院

2009/04/01~2019/04/01

⼤津市⺠病院

2009/04/01~2019/04/01

東京都⽴多摩総合医療センター

2009/04/01~2019/04/01

野村病院

2010/04/01~2019/04/01

京都第⼀⾚⼗字病院

2010/04/01~2019/04/01

ホーム・ホスピス中尾クリニック

2011/04/01~2019/04/01

群⾺⼤学医学部附属病院

2011/04/01~2019/04/01

市⽴甲府病院

2012/04/01~2019/04/01

⾹川労災病院

2015/10/01~2019/04/01

⿅児島市医師会病院

2015/10/01~2019/04/01

市⽴川⻄病院

2011/10/01~2019/05/31

那珂川病院

2009/04/01~2019/06/30

徳島県⽴中央病院

2017/10/01~2019/07/01

札幌在宅クリニックそよ⾵

2018/10/01~2019/07/01

市⽴札幌病院

2010/04/01~2019/07/31

⼭陰労災病院

2010/04/01~2019/07/31

済⽣会松⼭病院

2018/10/01~2019/08/01

⽴正佼成会附属佼成病院

2011/04/01~2019/08/10

関⻄労災病院

2009/04/01~2019/09/30

ガラシア病院

2018/04/01~2019/09/30

近畿⼤学奈良病院

2016/04/01~2019/10/01

⽯巻市⽴病院

2018/04/01~2019/10/31

東京慈恵会医科⼤学附属病院

2009/04/01~2020/02/01

在宅⽀援クリニック

2010/04/01~2020/02/01

むげん

前橋⾚⼗字病院

2009/04/01~2020/03/31

シムラ病院

2009/04/01~2020/03/31

広島⼤学病院

2009/04/01~2020/03/31

河北家庭医療学センター河北ファミリークリニック南阿佐ヶ⾕

2009/04/01~2020/03/31

⽴川在宅ケアクリニック

2010/04/01~2020/03/31

⾦沢⼤学附属病院

2010/04/01~2020/03/31

信愛病院

2010/04/01~2020/03/31

東京都済⽣会中央病院

2010/04/01~2020/03/31

呉⽻総合病院

2010/04/01~2020/03/31

市⽴福知⼭市⺠病院

2010/04/01~2020/03/31

伊勢崎市⺠病院

2010/04/01~2020/03/31

⽔⼾済⽣会総合病院

2010/04/01~2020/03/31

⼩松市⺠病院

2010/04/01~2020/03/31

⾼岡市⺠病院

2010/04/01~2020/03/31

沼津市⽴病院

2010/04/01~2020/03/31

村⼭⼤和診療所

2010/04/01~2020/03/31

飯⽥市⽴病院

2010/04/01~2020/03/31

東名厚⽊病院

2010/04/01~2020/03/31

コンフォガーデンクリニック

2010/04/01~2020/03/31

梶原診療所

2010/04/01~2020/03/31

熊本ホームケアクリニック

2010/04/01~2020/03/31

中津胃腸病院

2010/04/01~2020/03/31

⽇本医科⼤学付属病院

2010/04/01~2020/03/31

あおぞら診療所

2010/04/01~2020/03/31

国⽴⻑寿医療研究センター

2010/04/01~2020/03/31

聖ヨハネ病院

2011/04/01~2020/03/31

秋⽥⼤学医学部附属病院

2011/04/01~2020/03/31

東邦⼤学医療センター佐倉病院

2011/10/01~2020/03/31

花の⾕クリニック

2011/10/01~2020/03/31

まるやまホームクリニック

2011/10/01~2020/03/31

市⽴豊中病院

2012/10/01~2020/03/31

静岡県⽴総合病院

2014/10/01~2020/03/31

がんこクリニック

2015/04/01~2020/03/31

熊本医療センター

2015/04/01~2020/03/31

照井在宅緩和クリニック

2015/10/01~2020/03/31

近畿中央病院

2015/10/01~2020/03/31

兵庫県⽴加古川医療センター

2015/10/01~2020/03/31

あおもり協⽴病院

2018/10/01~2020/03/31

栃⽊県⽴がんセンター

2018/10/01~2020/03/31

松阪厚⽣病院

2009/04/01~2020/04/01

江東病院

2009/04/01~2020/04/01

⼤阪府⽴急性期・総合医療センター

2011/04/01~2020/04/01

ドクターゴン鎌倉診療所

2016/04/01~2020/04/01

我孫⼦聖仁会病院

2012/10/01~2020/04/30

聖ヶ丘病院

2018/10/01~2020/09/30

⼭形県⽴中央病院

2011/10/01~2020/10/02

岡崎市⽴愛知病院

2011/04/01~2020/10/15

岡部医院

2009/04/01~2020/11/01

佐世保市総合医療センター

2009/04/01~2020/12/31

鶴⾒病院

2013/10/01~2020/12/31

⼭⼝宇部医療センター

2020/04/01~2021/01/30

天陽会中央病院

2010/04/01~2021/01/31

三菱京都病院

2017/04/01~2021/01/31

名古屋記念病院

2009/04/01~2021/03/31

岩⼿県⽴久慈病院

2009/04/01~2021/03/31

堂園メディカルハウス

2011/04/01~2021/03/31

ひまわり在宅クリニック

2011/04/01~2021/03/31

中部在宅ターミナルクリニック・愛知

2011/04/01~2021/03/31

諏訪中央病院

2011/04/01~2021/03/31

時計台記念病院

2011/04/01~2021/03/31

さいたま市⽴病院

2011/04/01~2021/03/31

岩⼿県⽴⼤船渡病院

2011/10/01~2021/03/31

茨城県⽴中央病院・茨城県地域がんセンター

2011/10/01~2021/03/31

鈴⽊内科医院

2011/10/01~2021/03/31

のぞみの花クリニック

2013/10/01~2021/03/31

新都⼼ホームケアクリニック

2016/04/01~2021/03/31

新宿ヒロクリニック

2016/04/01~2021/03/31

綜合病院

2018/04/01~2021/03/31

⼭⼝⾚⼗字病院

つばさ在宅クリニック⻄船橋

2018/10/01~2021/03/31

霧島市⽴医師会医療センター

2018/10/01~2021/03/31

埼⽟メディカルセンター

2019/04/01~2021/03/31

いまいホームケアクリニック

2019/10/01~2021/03/31

済⽣会横浜市東部病院

2020/04/01~2021/03/31

横浜市⽴みなと⾚⼗字病院

2020/04/01~2021/03/31

⼤阪はびきの医療センター

2018/10/01~2021/04/01

沖縄協同病院

2018/10/01~2021/05/31

クリニック川越

2011/04/01~2021/07/31

東京さくら病院

2018/10/01~2021/09/01

⼭梨県⽴中央病院

2009/04/01~2021/09/30

鈴⿅中央総合病院

2020/10/01~2022/01/31

⽿原総合病院

2021/04/01~2022/01/31

おきしろ在宅クリニック

2017/10/01~2022/02/28

津⼭中央病院

2009/04/01~2022/03/31

⼭形⼤学医学部附属病院

2010/04/01~2022/03/31

⿓ヶ崎済⽣会病院

2011/04/01~2022/03/31

札幌共⽴五輪橋病院

2014/10/01~2022/03/31

京都第⼆⾚⼗字病院

2017/04/01~2022/03/31

三楽病院

2017/10/01~2022/03/31

東京逓信病院

2017/10/01~2022/03/31

やまと診療所

2016/10/01~2022/04/09

