
災害拠点病院

2010年1月現在

都道府県 基幹災害医療センター

北海道 札幌医科大学医学部附属病院 国立病院機構北海道がんセンター 市立函館病院 市立札幌病院

市立小樽病院 岩見沢市立総合病院 砂川市立病院

日鋼記念病院 総合病院旭川赤十字病院 北見赤十字病院

市立釧路総合病院 JA北海道厚生連帯広厚生病院 北海道立江差病院

八雲総合病院 深川市立総合病院 医療法人王子総合病院

総合病院浦河赤十字病院 名寄市立総合病院 北海道社会事業協会富良野病院

留萌市立病院 市立稚内病院 北海道立紋別病院

市立根室病院 北海道大学医学部附属病院 市立室蘭総合病院

青森 青森県立中央病院 青森市民病院 弘前市立病院 黒石市国保黒石病院

八戸市立病院 五所川原市立西北中央病院 十和田市立中央病院

下北医療センターむつ総合病院

岩手 盛岡赤十字病院 岩手県立中央病院 岩手県立花巻厚生病院 岩手県立胆沢病院

岩手医科大学附属病院 岩手県立磐井病院 岩手県立大船渡病院 岩手県立釜石病院

岩手県立宮古病院 岩手県立久慈病院 岩手県立二戸病院

岩手県立中部病院

宮城 国立病院機構仙台医療センター 公立刈田綜合病院 仙台市立病院 東北大学医学部附属病院

仙台赤十字病院 東北労災病院 東北厚生年金病院

古川市立病院 登米市立佐沼病院 石巻赤十字病院

公立気仙沼総合病院 栗原中央病院 みやぎ県南中核病院

秋田 秋田大学医学部附属病院 鹿角組合総合病院 大館市立総合病院 北秋中央病院

山本組合総合病院 秋田組合総合病院 秋田赤十字病院

由利組合総合病院 仙北組合総合病院 公立角館病院

平鹿総合病院 雄勝中央病院

山形 山形県立中央病院 山形市立病院済生館 山形県立新庄病院 山形県立日本海病院

山形済生病院 鶴岡市立庄内病院 公立置賜総合病院

福島 福島県立医科大学医学部附属病院 福島赤十字病院 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 白河厚生総合病院

南相馬市立総合病院 （財）温知会会津中央病院 福島県立南会津病院

いわき市立総合磐城共立病院

茨城 水戸赤十字病院 日立製作所日立総合病院 茨城県立中央病院 県西総合病院

JAとりで総合医療センター 茨城メディカルセンター病院 古河赤十字病院

鹿島労災病院 なめがた地域総合病院 総合病院取手協同病院

栃木 済生会宇都宮病院 大田原赤十字病院 上都賀総合病院 自治医科大学附属病院

芳賀赤十字病院 国立病院機構栃木病院 宇都宮社会保険病院

独協医科大学病院 足利赤十字病院

群馬 前橋赤十字病院 群馬県済生会前橋病院 医療法人社団日高会日高病院 桐生厚生総合病院

富士重工健康保険組合総合太田病院 公立藤岡総合病院 公立富岡総合病院

原町赤十字病院 伊勢崎市民病院 伊勢崎左波医師会病院

国立病院機構沼田病院 利根中央病院 渋川総合病院

埼玉 川口市立医療センター 自治医科大学附属大宮医療センター 埼玉医科大学総合医療センター 北里研究所メディカルセンター病院

埼玉県済生会栗橋病院 深谷赤十字病院 川口市立医療センター＊

さいたま赤十字病院 独協医科大学越谷病院

千葉 総合病院国保旭中央病院 千葉大学医学部付属病院 千葉県救急医療センター 千葉市立海浜病院

日本医科大学付属千葉北総病院 船橋市立医療センター 東京歯科大学市川総合病院 松戸市立病院

千葉県循環器病センター 東京慈恵会医科大学付属柏病院 成田赤十字病院 千葉県立東金病院

千葉県立佐原病院 帝京大学ちば総合医療センター 国保君津中央病院

鉄焦会亀田総合病院 安房医師会病院 東京女子医科大学八千代医療センター

順天堂大学医学部附属浦安病院

東京 国立病院機構災害医療センター 駿河台日本大学病院 聖路加国際病院 東京慈恵会医科大学付属病院

東京都立広尾病院 東京都済生会中央病院 日本医科大学付属病院 順天堂大学医学部付属順天堂医院

地域災害医療センター
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災害拠点病院

都道府県 基幹災害医療センター 地域災害医療センター

東京都立駒込病院 昭和大学病院 東邦大学医療センター大森病院

東京都立荏原病院 日本赤十字社医療センター 至誠会第二病院

国立病院機構東京医療センター 東京医科大学病院 東京女子医科大学病院

慶応義塾大学病院 国立国際医療研究センター （財）東京都保健医療公社大久保病院

中野総合病院 立正佼成会付属佼成病院 荻窪病院

帝京大学医学部付属病院 日本大学医学部付属板橋病院 東京都立大塚病院

博慈会記念総合病院 日本大学医学部付属練馬光が丘病院 西新井病院

東京慈恵会医科大学付属青戸病院 （財）東部地域病院 東京女子医科大学東医療センター

順天堂東京江東高齢者医療センター 江東病院 あそか会あそか病院

東京都立墨東病院 青梅市立総合病院 東京医科大学八王子医療センター

日本医科大学付属多摩永山病院 （財）多摩南部地域病院 武蔵野赤十字病院

東京都立多摩総合医療センター 杏林大学医学部付属病院 東京慈恵会医科大学付属第三病院

公立昭和病院 北里研究所病院 ＮＴＴ東日本関東病院

東京大学医学部付属病院 東京医科歯科大学医学部付属病院 東京警察病院

東京都立松沢病院 公立学校共済組合関東中央病院 社会保険中央総合病院

白鬚橋病院 公立阿伎留医療センター 稲城市立病院

町田市民病院 都立清瀬小児病院 東京都多摩北部医療センター

佐々病院総合 （財）永寿総合病院 東海大学八王子病院

東京臨海病院 江戸川病院 順天堂大学医学部附属練馬病院

（財）東京都保健医療公社豊島病院 東京北社会保険病院 東大和病院

癌研有明病院

神奈川 昭和大学藤が丘病院 横浜労災病院 聖マリアンナ医科大学病院

けいゆう病院 横浜市立市民病院 小田原市立病院

横浜市立みなと赤十字病院 済生会横浜市南部病院 横浜南共済病院

横浜市立大学医学部付属病院 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 帝京大学医学部付属溝口病院

川崎市立川崎病院 関東労災病院 横須賀共済病院

横須賀市立市民病院 藤沢市民病院 茅ヶ崎市立病院

東海大学病院 平塚市民病院 秦野赤十字病院

厚木市立病院 大和市立病院 北里大学病院

相模原協同病院 津久井赤十字病院 神奈川県立足柄上病院

横浜市立大学医学部付属市民総合医療センター 昭和大学横浜市北部病院 国立病院機構横浜医療センター

日本医科大学武蔵小杉病院 済生会横浜東部病院

新潟 長岡赤十字病院 厚生連村上総合病院 新潟県立新発田病院 新潟勤労者医療協会下越病院

新潟市民病院 済生会新潟第二病院 済生会三条病院

長岡赤十字病院＊ 新潟県立小出病院 新潟県立六日町病院

新潟県立十日町病院 厚生連刈羽郡総合病院 新潟県立中央病院

厚生連糸魚川総合病院 佐渡厚生連佐渡総合病院

富山 富山県立中央病院 黒部市民病院 富山市立富山市民病院 高岡市民病院

市立砺波総合病院 富山大学附属病院

石川 石川県立中央病院 国民健康保険小松市民病院 国立病院機構金沢医療センター 金沢市立病院

金沢赤十字病院 公立能登総合病院 市立輪島病院

珠洲市総合病院

福井 福井県立病院 福井赤十字病院 福井県済生会病院 福井医科大学医学部付属病院

福井社会保険病院 市立敦賀病院 公立小浜病院

公立舟南病院

山梨 山梨県立中央病院 市立甲府病院 山梨厚生病院 医療法人康麗会山梨峡東病院

社会保険鰍沢病院 巨摩共立病院 韮崎市立病院

国民健康保険富士吉田市立病院 大月市立中央病院

長野 長野赤十字病院 長野県厚生連佐久総合病院 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 諏訪赤十字病院

伊那市営伊那中央総合病院 飯田市立病院 長野県立木曽病院
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都道府県 基幹災害医療センター 地域災害医療センター

信州大学医学部付属病院 市立大町総合病院 長野赤十字病院＊

長野県厚生連北信総合病院

岐阜 岐阜県総合医療センター 岐阜赤十字病院 大垣市民病院 特定医療法人総合病院木沢記念病院

総合病院中津川市民病院 高山赤十字病院

静岡 静岡県立総合病院 総合病院聖隷三方原病院 沼津市立病院 富士市立中央病院

静岡市立清水病院 静岡赤十字病院 静岡済生会総合病院

市立島田市民病院 袋井市立袋井市民病院 浜松医科大学医学部付属病院

県西部浜松医療センター 富士宮市立病院 焼津市立総合病院

藤枝市立総合病院 掛川市立総合病院 磐田市立総合病院

順天堂大学医学部付属静岡病院 三島社会保険病院

愛知 藤田保健衛生大学病院 国立病院機構名古屋医療センター 名古屋第二赤十字病院 愛知医科大学付属病院

社会保険中京病院 名古屋掖済会病院 名古屋第一赤十字病院

岡崎市民病院 小牧市民病院 半田市立半田病院

新城市民病院 愛知県厚生連 豊田厚生病院 豊橋市民病院

江南厚生病院 厚生連海南病院 安城更正病院

名古屋市立大学病院 中部ろうさい病院 名古屋記念病院

名古屋大学医学部附属病院 名古屋市立東部医療センター東市民病院 刈谷豊田総合病院

トヨタ記念病院 津島市民病院 西尾市民病院

豊川市民病院 知多厚生病院 国立病院機構豊橋医療センター

尾西病院 一宮市立市民病院 総合大雄会病院

三重 三重県立総合医療センター 三重県厚生連鈴鹿中央総合病院 三重大学医学部付属病院 伊賀市立上野総合市民病院

山田赤十字病院 尾鷲総合病院 総合病院松坂市民病院

三重県立志摩病院 いなべ総合病院 市立四日市病院

滋賀 大津赤十字病院 大津市民病院 済生会滋賀県病院 近江八幡市立総合医療センター

彦根市立病院 長浜赤十字病院 草津総合病院

京都 京都第一赤十字病院 京都府立与謝の海病院 市立福知山市民病院 公立南舟病院

京都市立病院 関西医科大学付属男山病院 公立山城病院

済生会京都府病院

大阪 大阪府立急性期・総合医療センター 大阪市立総合医療センター 国立病院機構大阪医療センター 大阪赤十字病院

大阪市立大学医学部付属病院 大阪大学医学部付属病院 大阪府立千里救命救急センター

大阪府済生会千里病院 大阪府三島救命救急医療センター 大阪医科大学付属病院

関西医科大学付属滝井病院 東大阪市立総合病院 近畿大学医学部付属病院

市立堺病院 市立泉佐野病院 大阪府立泉州救命救急センター

中河内救命救急センター 関西医科大学付属枚方病院

兵庫 兵庫県災害医療センター 神戸大学医学部付属病院 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫医科大学病院

神戸赤十字病院 兵庫県立加古川病院 西脇市立西脇病院 兵庫県立姫路循環器病センター

姫路赤十字病院 赤穂市民病院 公立豊岡病院

公立八鹿病院 兵庫県立柏原病院 兵庫県立淡路病院

宝塚市立病院

奈良 奈良県立医科大学付属病院 奈良県立奈良病院 大和高田市立病院 奈良県立五條病院

近畿大学医学部奈良病院 済生会中和病院

和歌山 和歌山県立医科大学付属病院 日本赤十字社和歌山医療センター 公立那賀病院 国保橋本市民病院

有田市立病院 国保日高総合病院 社会保険紀南綜合病院

新宮市立医療センター

鳥取 鳥取県立中央病院 鳥取赤十字病院 鳥取県立厚生病院 鳥取大学医学部付属病院

島根 島根県立中央病院 松江赤十字病院 公立雲南総合病院 島根県済生会江津総合病院

益田赤十字病院 隠岐広域連合立隠岐病院 大田市立病院

松江市立病院

岡山 総合病院岡山赤十字病院 岡山済生会総合病院 川崎医科大学付属病院 財団法人倉敷中央病院

大杉病院 総合病院落合病院 津山中央病院
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災害拠点病院

都道府県 基幹災害医療センター 地域災害医療センター

広島 広島県立広島病院 国立病院機構呉医療センター 社会保険広島市民病院 広島赤十字・原爆病院

広島市立安佐市民病院 厚生連廣島総合病院 中国労災病院

里仁会興生総合病院 三原赤十字病院 厚生連尾道総合病院

日本鋼管福山病院 福山市民病院 公立三次中央病院

総合病院庄原赤十字病院

山口 山口県立総合医療センター 岩国市医療センター医師会病院 周東総合病院 総合病院社会保険徳山中央病院

医療法人神徳会三田尻病院 綜合病院山口赤十字病院 労働福祉事業団山口労災病院

下関市立中央病院 長門総合病院 都志見病院

徳島 徳島県立中央病院 健康保険鳴門病院 阿南医師会中央病院 徳島赤十字病院

徳島県立海部病院 徳島県立三好病院 つるぎ町立半田病院

海陽町国民健康保険海南病院

香川 香川県立中央病院 国立病院機構善通寺病院 さぬき市民病院 内海病院

高松赤十字病院 三豊総合病院

愛媛 愛媛県立中央病院 愛媛県立新居浜病院 愛媛県立三島病院 愛媛県立今治病院

松山赤十字病院 市立八幡浜総合病院 市立宇和島病院

愛媛大学医学部付属病院

高知 高知県立安芸病院 高知赤十字病院 須崎くろしお病院

高知県立幡多けんみん病院

福岡 国立病院機構九州医療センター 済生会福岡総合病院 久留米大学病院 福岡大学病院

北九州総合病院 飯塚病院 九州大学病院

産業医科大学病院 北九州市立八幡病院 福岡赤十字病院

北九州市立医療センター 健和会大手町病院 聖マリア病院

大牟田市立総合病院 田川市立病院 福岡青洲会病院

国立病院機構　福岡東医療センター 九州厚生年金病院 福岡和白病院

佐賀 佐賀県立病院好生館 多久市立病院 やよいがおか鹿毛病院 唐津赤十字病院

佐賀大学医学部付属病院 有田共立病院 白石共立病院

長崎 国立病院機構長崎医療センター 長崎市立市民病院 佐世保市立総合病院 全社連健康保険諌早総合病院

長崎大学医学部・歯学部付属病院 長崎県立島原病院 北松中央病院 長崎県離島医療圏組合五島中央病院

長崎県離島医療圏組合対馬いづはら病院 壱岐市民病院 長崎県離島医療圏組合上五島病院

熊本 熊本赤十字病院 済生会熊本病院 公立玉名中央病院 山鹿市立病院

阿蘇町国民健康保険阿蘇中央病院 矢部広域病院 熊本労災病院

水俣市立総合医療センター 国民健康保険龍ヶ岳町立上天草総合病院 健康保険天草中央総合病院

黎明会宇賀岳病院 健康保険人吉総合病院 川口病院

国立病院機構　熊本医療センター

大分 大分県立病院 国東市民病院 国共済新別府病院 大分市医師会立アルメイダ病院

大分赤十字病院 白杵市医師会立コスモス病院 健康保険南海病院

大分県立三重病院 竹田医師会病院 大分県済生会日田病院

宇佐高田医師会病院 中津市立中津市民病院

宮崎 宮崎県立宮崎病院 宮崎県立延岡病院 宮崎県済生会日向病院 医療法人泉和会千代田病院

宮崎大学医学部付属病院 医療法人誠和会和田病院 西都医師会病院 宮崎市郡医師会病院

小林市立市民病院 都城市郡医師会病院 県立日南病院

鹿児島 鹿児島市立病院 鹿児島市医師会病院 鹿児島赤十字病院 鹿児島県立薩南病院

済生会川内病院 出水総合医療センター 鹿児島県立北薩病院

曽於郡医師会立病院 県民健康プラザ鹿屋医療センター 田上病院

鹿児島県立大島病院

沖縄 沖縄県立中部病院 沖縄県立北部病院 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県立南部病院

沖縄県立宮古病院 沖縄県立八重山病院 沖縄県立中部病院＊

合計 54

高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター

538（基幹との重複＊印の４病院を含む）
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