
認定番号 施設種別 診療施設名 認定施設所在地１ 指導施設名

3032-03 関連施設 取手北相馬保険医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 取手市野々井1926 日本大学医学部附属板橋病院

3038-00 認定施設 水戸赤十字病院 水戸市三の丸 3-12-48

3046-00 認定施設 水戸医療センター 東茨城郡茨城町桜の郷 280

3055-01 関連施設 山王台病院 石岡市東石岡 4-1-38 横浜旭中央総合病院

3071-00 認定施設 筑波大学附属病院 つくば市天久保 2-1-1

3071-01 関連施設 ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町 20-1 筑波大学附属病院

3071-02 関連施設 水戸協同病院 水戸市宮町 3-2-7 筑波大学附属病院

3071-03 関連施設 筑波学園病院 つくば市上横場 2573-1 筑波大学附属病院

3071-04 関連施設 牛尾病院 龍ヶ崎市馴柴町 1-15-1 筑波大学附属病院

3071-05 関連施設 総合守谷第一病院 守谷市松前台1-17 筑波大学附属病院

3071-06 関連施設 筑波メディカルセンター病院 つくば市天久保 1-3-1 筑波大学附属病院

3071-07 関連施設 つくばセントラル病院 牛久市柏田町 1589-3 筑波大学附属病院

3071-08 関連施設 筑波記念病院 つくば市要1187-299 筑波大学附属病院

3071-09 関連施設 国立病院機構　霞ヶ浦医療センター 土浦市下高津 2-7-14 筑波大学附属病院

3072-01 関連施設 牛久愛和総合病院 牛久市猪子町 896 東京女子医科大学病院

3089-02 関連施設 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台 3-3-10 獨協医科大学病院

3107-03 関連施設 総合病院 土浦協同病院 土浦市おおつ野4-1-1 東京医科歯科大学医学部附属病院

3116-01 関連施設 城西病院 結城市結城10745番地24 獨協医科大学埼玉医療センター

3121-00 認定施設 東京医科大学茨城医療センター 稲敷郡阿見町中央 3-20-1

3127-02 関連施設 白十字総合病院 神栖市賀2148 関東中央病院

3140-00 認定施設 日立総合病院 日立市城南町 2-1-1

3164-00 認定施設 友愛記念病院 古河市東牛谷707

3190-00 認定施設 小山記念病院 鹿嶋市厨 5-1-2

3214-00 認定施設 守谷慶友病院 守谷市立沢980-1

認定番号 施設種別 診療施設名 認定施設所在地１ 指導施設名

3018-02 関連施設 国際医療福祉大学塩谷病院 矢板市冨田77番地 船橋市立医療センター

3051-02 関連施設 今井病院 足利市田中町 100 群馬大学医学部附属病院

3057-00 認定施設 栃木県立がんセンター 宇都宮市陽南 4-9-13

3057-01 関連施設 栃木県済生会宇都宮病院 宇都宮市竹林911-1 栃木県立がんセンター

3057-02 関連施設 栃木医療センター 宇都宮市中戸祭 1-10-37 栃木県立がんセンター

3057-03 関連施設 佐野厚生総合病院 佐野市堀米町 1728 栃木県立がんセンター

3057-04 関連施設 宇都宮セントラルクリニック 宇都宮市矢板町561-3 栃木県立がんセンター

3070-00 認定施設 自治医科大学附属病院 河内郡南河内町薬師寺

3070-01 関連施設 芳賀赤十字病院 真岡市台町 2461 自治医科大学附属病院

3070-02 関連施設 新小山市民病院 小山市神鳥谷2251-1 自治医科大学附属病院

3070-03 関連施設 とちぎメディカルセンターしもつが 大平町川連420-1 自治医科大学附属病院

3085-00 認定施設 足利赤十字病院 足利市五十部町 284-1

3089-00 認定施設 獨協医科大学病院 下都賀郡壬生町大字北小林 880

3097-00 認定施設 那須赤十字病院 大田原市中田原 1081-4

3097-01 関連施設 菅間記念病院 那須塩原市大黒町2-5 那須赤十字病院

3150-00 認定施設 国際医療福祉大学病院 那須塩原市井口 537-3

認定番号 施設種別 診療施設名 認定施設所在地１ 指導施設名

3012-00 認定施設 高崎総合医療ｾﾝﾀｰ 高崎市高松町 36

3021-00 認定施設 前橋赤十字病院 前橋市朝倉町389-1

3024-00 認定施設 国立病院機構 渋川医療センター 渋川市白井383

3029-00 認定施設 群馬県立がんセンター 太田市高林西町 617-1

3029-01 関連施設 公立藤岡総合病院 藤岡市中栗須813-1 群馬県立がんセンター

3051-00 認定施設 群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町 3-39-22

3051-01 関連施設 桐生厚生総合病院 桐生市織姫町 6-3 群馬大学医学部附属病院

3051-03 関連施設 日高病院 高崎市中尾町886 群馬大学医学部附属病院

3171-00 認定施設 伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取本町 12-1

認定番号 施設種別 診療施設名 認定施設所在地１ 指導施設名

3002-00 認定施設 埼玉メディカルセンター さいたま市浦和区北浦和 4-9-3

3010-00 認定施設 さいたま赤十字病院 さいたま市中央区新都心1-5

3010-01 関連施設 新都心むさしのクリニック さいたま市大宮区北袋町2-389-1 さいたま赤十字病院

3020-01 関連施設 すぎうら乳腺消化器クリニック 所沢市緑町2-13-15 三井記念病院

3030-03 関連施設 彩の国東大宮メディカルセンター さいたま市北区土呂町1522 東京女子医科大学東医療センター

3030-04 関連施設 歌田乳腺・胃腸クリニック 戸田市新曽2235 東京女子医科大学東医療センター

3030-05 関連施設 川口誠和病院 川口市江戸 3-35-46 東京女子医科大学東医療センター

3030-08 関連施設 西部総合病院 さいたま市桜区上大久保 884 東京女子医科大学東医療センター

3032-01 関連施設 本庄総合病院 本庄市北堀1780 日本大学医学部附属板橋病院

3049-02 関連施設 埼玉協同病院 川口市木曽呂1317 がん研究会有明病院

3049-04 関連施設 新久喜総合病院 久喜市上早見418-1 がん研究会有明病院

3070-04 関連施設 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区天沼町 自治医科大学附属病院

3072-03 関連施設 TMGあさか医療センター 朝霞市溝沼1340-1 東京女子医科大学病院

3089-01 関連施設 熊谷総合病院 熊谷市中西 4-5-1 獨協医科大学病院

3101-00 認定施設 三井病院 川越市連雀町 19-3

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県



3102-00 認定施設 小川赤十字病院 比企郡小川町大字小川1525

3107-01 関連施設 草加市立病院 草加市草加２－２１－１ 東京医科歯科大学医学部附属病院

3116-00 認定施設 獨協医科大学埼玉医療センター 越谷市南越谷 2-1-50

3119-00 認定施設 上尾中央総合病院 上尾市柏座 1-10-10

3119-01 関連施設 北里大学メディカルセンター 北本市荒井 6-100 上尾中央総合病院

3119-03 関連施設 八潮中央総合病院 八潮市南川崎845 上尾中央総合病院

3130-01 関連施設 瀬戸病院 所沢市金山町 8-6 東京西徳洲会病院

3136-00 認定施設 埼玉医科大学国際医療センター 日高市山根 1397-1

3136-01 関連施設 丸山記念総合病院 さいたま市岩槻区本町37534 埼玉医科大学国際医療センター

3136-02 関連施設 埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 埼玉医科大学国際医療センター

3139-00 認定施設 埼玉医科大学総合医療センター 川越市鴨田 1981

3143-00 認定施設 戸田中央総合病院 戸田市本町 1-19-3

3154-00 認定施設 埼玉県済生会川口総合病院 川口市西川口5-11-5

3159-00 認定施設 埼玉石心会病院 狭山市入間川2-37-20

3160-00 認定施設 防衛医科大学校病院 所沢市並木 3-2

3160-01 関連施設 並木病院 所沢市東狭山ケ丘5-2753 防衛医科大学校病院

3176-00 認定施設 埼玉病院 和光市諏訪 2-1

3184-00 認定施設 赤心堂病院 川越市脇田本町 25-19

3184-01 関連施設 松澤クリニック ふじみ野市ふじみ野3-9-20 赤心堂病院

3185-00 認定施設 東埼玉総合病院 幸手市吉野 517-5

3217-00 認定施設 深谷赤十字病院 深谷市上柴町西 5-8-1

認定番号 施設種別 診療施設名 認定施設所在地１ 指導施設名

3013-00 認定施設 千葉県がんセンタ－ 千葉市中央区仁戸名町 666-2

3013-01 関連施設 いとう新検見川クリニック 千葉市花見川区花園 1-9-18 千葉県がんセンタ－

3018-00 認定施設 船橋市立医療センター 船橋市金杉 1-21-1

3018-01 関連施設 船橋二和病院 船橋市二和東 5-1-1 船橋市立医療センター

3018-03 関連施設 最成病院 千葉市花見川区柏井町 800-1 船橋市立医療センター

3047-00 認定施設 千葉大学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻 1-8-1

3047-01 関連施設 成田赤十字病院 成田市飯田町 90-1 千葉大学医学部附属病院

3047-02 関連施設 君津中央病院 木更津市桜井 1010 千葉大学医学部附属病院

3047-03 関連施設 松戸市立総合医療センター 松戸市千駄堀993番地の1 千葉大学医学部附属病院

3052-00 認定施設 順天堂大学医学部附属浦安病院 浦安市富岡 2-1-1

3055-02 関連施設 行徳総合病院 千葉市市川5525-2 横浜旭中央総合病院

3060-00 認定施設 東京慈恵会医科大学附属柏病院 柏市柏下 163-1

3077-00 認定施設 亀田総合病院 鴨川市東町 929

3077-03 関連施設 亀田総合病院附属幕張クリニック 千葉市美浜区中瀬 1-3 CD-2 亀田総合病院

3077-04 関連施設 木更津乳腺クリニック・さか本 木更津市築地1-4 亀田総合病院

3077-05 関連施設 亀田クリニック 鴨川市東町1344 亀田総合病院

3079-00 認定施設 東京歯科大学市川総合病院 市川市菅野 5-11-13

3082-02 関連施設 鎌ヶ谷総合病院 鎌ケ谷市初富929-6 東邦大学医療センター大森病院

3083-04 関連施設 谷津保健病院 習志野市谷津 4-6-16 日本医科大学付属病院

3090-00 認定施設 国立がん研究センター東病院 柏市柏の葉 6-5-1

3090-01 関連施設 おおたかの森病院 柏市豊四季113 国立がん研究センター東病院

3090-02 関連施設 新東京病院 松戸市和名ヶ谷1271 国立がん研究センター東病院

3090-03 関連施設 キッコーマン総合病院 野田市宮崎100 国立がん研究センター東病院

3093-01 関連施設 小張総合病院 野田市横内 29-1 日本大学病院

3105-01 関連施設 メディカルスクエア　奏の杜クリニック 習志野市奏の杜2-1-1 東京医療センター

3115-00 認定施設 帝京大学ちば総合医療センター 市原市姉崎 3426-3

3119-02 関連施設 千葉愛友会記念病院 流山市鰭ケ崎１－１ 上尾中央総合病院

3153-00 認定施設 東京女子医科大学八千代医療センター 八千代市大和田新田

3167-00 認定施設 千葉メディカルセンター 千葉市中央区南町1丁目７番１号

3168-00 認定施設 聖隷佐倉市民病院 佐倉市江原台 2-36-2

3174-00 認定施設 三和病院 松戸市日暮3-379

3180-00 認定施設 日本医科大学千葉北総病院 印西市鎌苅 1715

3183-00 認定施設 総合病院国保旭中央病院 旭市イの１３２６番地

3192-00 認定施設 千葉市立海浜病院 千葉市美浜区磯辺 3-31-1

3197-00 認定施設 千葉県済生会習志野病院 習志野市泉町1-1-1

3209-00 認定施設 千葉中央メディカルセンター 千葉市若葉区加曽利町1835-1

3213-00 認定施設 井上記念病院 千葉市中央区新田町1-16

3219-00 認定施設 東邦大学医療センター佐倉病院 佐倉市下志津 564-1

認定番号 施設種別 診療施設名 認定施設所在地１ 指導施設名

2022-01 関連施設 江東病院 江東区大島 6-8-5 国立病院機構 仙台医療センター

3008-00 認定施設 東京共済病院 目黒区中目黒 2-3-8

3008-01 関連施設 東京山手メディカルセンター 新宿区百人町 3-22-1 東京共済病院

3008-02 関連施設 品川ブレストクリニック 港区高輪3-11-5イマス高輪ビル1階 東京共済病院

3009-00 認定施設 東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛江市和泉本町 4-11-1

3009-01 関連施設 飯野病院 調布市布田4-3-2 東京慈恵会医科大学附属第三病院

3014-00 認定施設 慶應義塾大学病院 新宿区信濃町 35

3014-01 関連施設 山王病院 港区赤坂 8-10-16 慶應義塾大学病院

3015-00 認定施設 東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋 3-19-18

3015-01 関連施設 町田市民病院 町田市旭町 2-15-41 東京慈恵会医科大学附属病院

3017-00 認定施設 東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町 1163

3020-00 認定施設 三井記念病院 千代田区神田和泉町 1

3027-00 認定施設 東京都立墨東病院 墨田区江東橋 4-23-15

千葉県

東京都



3028-00 認定施設 東京大学医学部附属病院 文京区本郷 7-3-1

3028-01 関連施設 東都文京病院 文京区湯島 3-5-7 東京大学医学部附属病院

3028-03 関連施設 公立昭和病院 小平市花小金井８丁目１番１号 東京大学医学部附属病院

3030-00 認定施設 東京女子医科大学東医療センター 荒川区西尾久 2-1-10

3030-02 関連施設 東京北医療センター 北区赤羽台 4-17-56 東京女子医科大学東医療センター

3032-00 認定施設 日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町 30-1

3032-02 関連施設 板橋区医師会病院 板橋区高島平 3-12-6 日本大学医学部附属板橋病院

3032-04 関連施設 公立阿伎留医療センター あきる野市引田 78-1 日本大学医学部附属板橋病院

3036-00 認定施設 国立国際医療研究センター病院 新宿区戸山 1-21-1

3036-01 関連施設 立川相互病院 立川市錦町 4-1 国立国際医療研究センター病院

3040-00 認定施設 東京都立駒込病院 文京区本駒込 3-18-22

3049-00 認定施設 がん研究会有明病院 江東区有明 3-8-31

3049-01 関連施設 ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝﾌﾞﾚｽﾄｹｱｸﾘﾆｯｸ表参道 神宮前4-3-13 がん研究会有明病院

3049-03 関連施設 明理会中央総合病院 北区東十条3丁目2-11 がん研究会有明病院

3058-00 認定施設 昭和大学病院 品川区旗の台 1-5-8

3058-02 関連施設 自由ヶ丘みきブレストクリニック 目黒区自由が丘1-7-16 昭和大学病院

3061-00 認定施設 聖路加国際病院 中央区明石町 9-1

3061-01 関連施設 mammaria tsukiji 中央区築地3-7-2 聖路加国際病院

3061-02 関連施設 関根ウィメンズクリニック 練馬区早宮2-24-10 聖路加国際病院

3062-00 認定施設 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 葛飾区青戸 6-41-2

3063-00 認定施設 杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川 6-20-2

3063-01 関連施設 柳原病院 足立区千住曙町 35-1 杏林大学医学部付属病院

3066-00 認定施設 東京医科大学病院 新宿区西新宿 6-7-1

3066-01 関連施設 厚生中央病院 目黒区三田 1-11-7 東京医科大学病院

3068-00 認定施設 順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷 3-1-3

3068-01 関連施設 おりはた乳腺胃腸パラスクリニック 北区赤羽2-13-3 順天堂大学医学部附属順天堂医院

3069-00 認定施設 ナグモクリニック 千代田区三番町３－１０ 乳房再建センタービル

3072-00 認定施設 東京女子医科大学病院 新宿区河田町 8-1

3072-02 関連施設 至誠会第二病院 世田谷区上祖師谷 5-19-1 東京女子医科大学病院

3072-04 関連施設 東京女子医科大学附属成人医学センター 渋谷区渋谷2-15-1 東京女子医科大学病院

3074-00 認定施設 複十字病院 清瀬市松山 3-1-24

3074-01 関連施設 聖ヶ丘病院 多摩市連光寺2-69-6 複十字病院

3075-00 認定施設 昭和大学江東豊洲病院 江東区豊洲5-1-38

3077-01 関連施設 ｻﾝｸﾘﾆｯｸ ﾌﾞﾚｽﾄｹｱ･ｲﾑﾉｹｱ 墨田区江東橋 5-3-13 亀田総合病院

3081-00 認定施設 国立がん研究センター中央病院 中央区築地 5-1-1

3081-01 関連施設 上野くろもんクリニック 台東区上野1-9-2 国立がん研究センター中央病院

3082-00 認定施設 東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西 6-11-1

3082-01 関連施設 東京蒲田医療センター 大田区南蒲田2-19-2 東邦大学医療センター大森病院

3082-03 関連施設 東邦大学医療センター大橋病院 目黒区大橋 2-22-36 東邦大学医療センター大森病院

3083-00 認定施設 日本医科大学付属病院 文京区千駄木 1-1-5

3083-02 関連施設 日本医科大学病院 多摩永山病院 多摩市永山 1-7-1 日本医科大学付属病院

3083-05 関連施設 南町田病院 町田市鶴間4-4-1 日本医科大学付属病院

3084-00 認定施設 東京都立多摩総合医療センター 府中市武蔵野台 2-8-29

3084-01 関連施設 多摩北部医療センター 東村山青葉町1-7-1 東京都立多摩総合医療センター

3091-00 認定施設 国際医療福祉大学三田病院 港区三田 1-4-3

3091-01 関連施設 社会福祉法人聖母会　聖母病院 新宿区中落合 2-5-1 国際医療福祉大学三田病院

3093-00 認定施設 日本大学病院 千代田区神田駿河台 1-6

3094-00 認定施設 日本赤十字社医療センター 渋谷区広尾 4-1-22

3098-00 認定施設 順天堂大学医学部附属練馬病院 練馬区高野台 3-1-10

3100-00 認定施設 虎の門病院 港区虎ノ門 2-2-2

3100-01 関連施設 八王子乳腺クリニック 八王子市三崎町 4-8 虎の門病院

3105-00 認定施設 東京医療センター 目黒区東が丘 2-5-1

3107-00 認定施設 東京医科歯科大学医学部附属病院 文京区湯島 1-5-45

3107-02 関連施設 新渡戸記念中野総合病院 中野区中央 4-59-16 東京医科歯科大学医学部附属病院

3107-04 関連施設 東京都立大塚病院 豊島区南大塚 2-8-1 東京医科歯科大学医学部附属病院

3110-00 認定施設 帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀 2-11-1

3110-01 関連施設 荻窪病院 杉並区今川 3-1-24 帝京大学医学部附属病院

3110-02 関連施設 稲城市立病院 稲城市大丸1171 帝京大学医学部附属病院

3112-00 認定施設 荏原病院 大田区東雪谷 4-5-10

3114-00 認定施設 公立福生病院 福生市加美平 1-6-1

3118-00 認定施設 堀メディカルクリニック 荒川区町屋 1-1-9

3127-00 認定施設 関東中央病院 世田谷区上用賀 6-25-1

3127-01 関連施設 二子玉川ブレストクリニック 世田谷区玉川3-15-1 関東中央病院

3128-00 認定施設 大森赤十字病院 大田区中央 4-30-1

3129-00 認定施設 武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町 1-26-1

3130-00 認定施設 東京西徳洲会病院 昭島市松原町 3-1-1

3130-02 関連施設 井上レディースクリニック 立川市富士見町1丁目26-9 東京西徳洲会病院

3130-04 関連施設 リボーンレディースクリニック 立川市曙町2-10-1ぶどうやビル4階 東京西徳洲会病院

3132-00 認定施設 新宿ブレストセンタークサマクリニック 新宿区西新宿 7-11-9ﾊﾞﾙﾋﾞｿﾞﾝ87 4F

3134-00 認定施設 江戸川病院 江戸川区東小岩 2-24-18

3136-03 関連施設 青梅市立総合病院 青梅市東青梅 4-16-5 埼玉医科大学国際医療センター

3137-00 認定施設 東京警察病院 中野区中野 4-22-1

3141-00 認定施設 桜新町濱岡ブレストクリニック 世田谷区桜新町 2-10-4　ミケア3F

3147-00 認定施設 東京都済生会中央病院 港区三田 1-4-17

3160-02 関連施設 自衛隊中央病院 世田谷区池尻 1-2-24 防衛医科大学校病院

3162-00 認定施設 よしもとブレストクリニック 港区赤坂６－３－２０　HATﾋﾞﾙ３F

3162-01 関連施設 東京高輪病院 港区高輪３－１０－１１ よしもとブレストクリニック

3170-00 認定施設 ＪＲ東京総合病院 渋谷区代々木 2-1-3

3170-01 関連施設 練馬光が丘病院 練馬区光が丘 2-11-1 ＪＲ東京総合病院

3174-01 関連施設 多摩南部地域病院 多摩市中沢2-1-2 三和病院



3178-00 認定施設 東京逓信病院 千代田区富士見 2-14-23

3188-00 認定施設 災害医療センター 立川市緑町 3256

3189-00 認定施設 練馬駅前　内視鏡・乳腺クリニック 練馬区練馬1-4-1ユニティフォーラム9階

3191-00 認定施設 北里大学 北里研究所病院 港区白金 5-9-1

3198-00 認定施設 東大和病院 東大和市南街1-13-12

3198-01 関連施設 武蔵村山病院 村山市榎1-1-5 東大和病院

3199-00 認定施設 豊島病院 板橋区栄町 33-1

3203-00 認定施設 東京臨海病院 江戸川区臨海町 1-4-2

3206-00 認定施設 立川病院 立川市錦町 4-2-22

3208-00 認定施設 杏雲堂病院 千代田区神田駿河台 1-8

3210-00 認定施設 大久保病院 新宿区歌舞伎町 2-44-1

3211-00 認定施設 高島平中央総合病院 板橋区高島平1-73-1

3211-01 関連施設 井上クリニック 足立区竹の塚5-11-8 高島平中央総合病院

3216-00 認定施設 東京衛生病院 杉並区天沼3-17-3

3218-00 認定施設 河北総合病院 杉並区阿佐ヶ谷北1-7-3

認定番号 施設種別 診療施設名 認定施設所在地１ 指導施設名

3003-00 認定施設 大和市立病院 大和市深見西 8-3-6

3005-00 認定施設 横浜市立市民病院 横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1

3009-02 関連施設 厚木市立病院 厚木市水引1丁目16-36 東京慈恵会医科大学附属第三病院

3011-00 認定施設 東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋 143

3011-01 関連施設 伊勢原協同病院 伊勢原市田中345 東海大学医学部付属病院

3011-02 関連施設 寒川病院 高座郡寒川町宮山 193 東海大学医学部付属病院

3011-03 関連施設 聖隷横浜病院 横浜市保土ヶ谷区岩井町215 東海大学医学部付属病院

3014-02 関連施設 川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通 慶應義塾大学病院

3015-02 関連施設 新百合ヶ丘総合病院 川崎市麻生区古沢都古256 東京慈恵会医科大学附属病院

3023-00 認定施設 よこはま乳腺･胃腸クリニック 横浜市北区綱島西1-5-18

3028-02 関連施設 関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町 東京大学医学部附属病院

3031-00 認定施設 平塚共済病院 平塚市追分 9-11

3032-05 関連施設 相模原協同病院 相模原市緑区橋本 2-8-18 日本大学医学部附属板橋病院

3041-00 認定施設 神奈川県立がんセンタ－ 横浜市旭区中尾 2-3-2

3044-00 認定施設 聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1

3044-01 関連施設 川崎市立多摩病院 川崎市多摩区宿河原 聖マリアンナ医科大学病院

3044-02 関連施設 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町 1197-1 聖マリアンナ医科大学病院

3047-04 関連施設 小田原市立病院 小田原市久野 46 千葉大学医学部附属病院

3055-00 認定施設 横浜旭中央総合病院 横浜市旭区若葉台 4-20-1

3078-00 認定施設 大船中央病院 鎌倉市大船 6-2-24

3083-01 関連施設 菊名記念病院 横浜市港北区菊名4-4-27 日本医科大学付属病院

3086-00 認定施設 北里大学病院 相模原市南区北里1-15-1

3086-01 関連施設 海老名総合病院 海老名市河原口1320 北里大学病院

3086-02 関連施設 国立病院機構 相模原病院 相模原市南区桜台 18-1 北里大学病院

3088-00 認定施設 けいゆう病院 横浜市西区みなとみらい 3-7-3

3104-00 認定施設 横浜南共済病院 横浜市金沢区六浦東 1-21-1

3106-00 認定施設 横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟町 4-57

3106-01 関連施設 横須賀共済病院 横須賀市米が浜通 1-16 横浜市立大学附属市民総合医療センター

3106-02 関連施設 横須賀市立市民病院 横須賀市長坂 1-3-2 横浜市立大学附属市民総合医療センター

3113-00 認定施設 横浜栄共済病院 横浜市栄区桂町 132

3131-00 認定施設 湘南記念病院 鎌倉市笛田 2-2-60

3135-00 認定施設 聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレスト＆イメージング

先端医療センター附属クリニック

川崎市麻生区万福寺38900

3149-00 認定施設 平塚市民病院 平塚市南原 1-19-1

3158-00 認定施設 横浜労災病院 横浜市港北区小机町 3211

3158-01 関連施設 横浜医療センター 横浜市戸塚区原宿町 3-60-2 横浜労災病院

3161-00 認定施設 相模野病院 相模原市中央区淵野辺

3165-00 認定施設 横浜市立 みなと赤十字病院 横浜市中区新山下3-12-1

3175-00 認定施設 湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本１３７０－１

3177-00 認定施設 横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦 3-9

3177-01 関連施設 横須賀市立うわまち病院 横須賀市上町 2-36 横浜市立大学附属病院

3177-02 関連施設 藤沢湘南台病院 藤沢市高倉2345 横浜市立大学附属病院

3177-03 関連施設 済生会横浜市南部病院 横浜市港南区港南台 3-2-10 横浜市立大学附属病院

3177-04 関連施設 秦野赤十字病院 秦野市立野台 1-1 横浜市立大学附属病院

3179-00 認定施設 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町　1-396

3194-00 認定施設 昭和大学横浜市北部病院 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35-1

3195-00 認定施設 済生会横浜市東部病院 横浜市鶴見区下末吉 3-6-1

3195-01 関連施設 済生会神奈川県病院 横浜市神奈川区富家町 6-6 済生会横浜市東部病院

3196-00 認定施設 藤沢市民病院 藤沢市藤沢 2-6-1

3200-00 認定施設 第二川崎幸クリニック 川崎市幸区都町39-1

3200-01 関連施設 川崎幸病院 川崎市幸区大宮町 31-27 第二川崎幸クリニック

3202-00 認定施設 茅ヶ崎市立病院 茅ヶ崎市本村 5-15-1

3205-00 認定施設 昭和大学藤が丘病院 横浜市青葉区藤が丘1-30

3212-00 認定施設 山近記念総合病院 小田原市小八幡 3-19-14

3215-00 認定施設 戸塚共立第1病院附属サクラス乳腺クリニック 横浜市戸塚区戸塚町4253-1サクラス戸塚ビル6F

4061-01 関連施設 東名厚木病院 厚木市船子 232 射水市民病院

神奈川県


