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旭川医科大学 血液･腫瘍内科 北海道 生田克哉 進藤基博 鳥本悦宏 血液腫瘍および消化器癌 入院・外来

恵佑会札幌病院 腫瘍内科 北海道 奥田博介 消化器がん 外来・入院

札幌医科大学付属病院第4内科腫瘍診療ｾﾝﾀｰ 化学療法管理室(外来化学療法部門) 北海道 瀧本理修 加藤淳二
消化器癌（固形がん）・造血器腫瘍（移植を
含む）

外来・入院

札幌厚生病院 外科 北海道 田中浩一 乳癌・肺癌 外来・入院 他のがん腫は応相談

市立札幌病院 消化器内科 北海道 中村路夫 消化器癌 その他癌腫応相談

斗南病院 腫瘍内科 北海道 辻靖 固形がん全般 入院・外来 PCUなし，症状緩和の入院も可

北海道大学病院 腫瘍内科･第三内科 北海道 結城敏志 清水康 竹内啓 全てのがん腫 外来・入院

岩手医科大学附属病院 血液・腫瘍内科 岩手県 石田陽治 血液悪性腫瘍疾患 外来

岩手県立中央病院 がん化学療法科(固形腫瘍全般) 岩手県 加藤誠之 血液内科（血液腫瘍）和野雅治 入院・外来

秋田大学医学部附属病院 血液内科／腫瘍内科 秋田県 柴田浩行 澤田賢一 大塚和令 全がん腫 入院・外来 地域医療連携室を介さず，柴田医師に直接相談。

公立置賜総合病院 血液内科 山形県 山本雅一 血液腫瘍 外来 入院応相談

茨城県立中央病院 血液内科・腫瘍内科 茨城県 小島寛 全がん腫 外来 入院は応相談

自治医科大学 臨床腫瘍科 栃木県 長瀬通隆 消化器癌 その他も対応

栃木県立がんｾﾝﾀｰ 腫瘍内科 栃木県 浜本康夫 全がん腫 入院・外来 受入後の診療の継続については状況による

群馬県立がんｾﾝﾀｰ 呼吸器内科 群馬県 湊浩一 肺癌 外来・入院 他の癌腫も応相談

群馬大学医学部附属病院 腫瘍ｾﾝﾀｰ 群馬県 塚本憲史 外来化学療法 外来

高崎総合医療ｾﾝﾀｰ 消化器内科 群馬県 長沼篤 消化器 他の癌腫も応相談

埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ 腫瘍内科 埼玉県 佐治重衡 三輪啓介 固形がん 外来

埼玉県立がんｾﾝﾀｰ 埼玉県 門脇重憲 山口研成 酒井洋 久保田靖子 消化器がん/呼吸器がん/造血器腫瘍 外来 入院は応相談。相談支援センターに予め相談

国立がん研究ｾﾝﾀｰ東病院 呼吸器腫瘍科 千葉県 葉清隆 肺癌 外来 計画停電などのため少数の受入可

千葉県がんｾﾝﾀｰ 外来化学療法科 千葉県 辻村秀樹 全がん腫 外来 入院は応相談

千葉大学附属病院 臨床腫瘍部 千葉県 滝口裕一 全がん種 外来 場合によっては入院も検討

NTT東日本関東病院 呼吸器科 東京都 棚井千春 肺癌・婦人科癌 外来・入院

がん･感染症ｾﾝﾀｰ 都立駒込病院 化学療法科 東京都 岡元るみ子 固形がん，悪性リンパ腫 外来 入院応相談

癌研有明病院 化学療法科/血液腫瘍科 東京都 畠清彦
全がん腫
但し，医師を介した紹介に限る

滞在先から1時間で通院可能な患者，FAXorメールによる主治
医からの紹介に限る。後日適切な病院へ転院する。

東京臨海病院 消化器内科 東京都 櫻井則男 市川欧子 消化器がん 外来･入院 緩和ケア・放射線治療ともに可

杏雲堂病院(お茶の水) 腫瘍内科 東京都 河野勤 固形がん化学療法 入院・外来 緩和ケア

慶應義塾大学病院 腫瘍ｾﾝﾀｰ 東京都 猶木克彦 高石官均
呼吸器腫瘍および消化器腫瘍，その他応相
談

外来 入院は応相談

虎の門病院 臨床腫瘍科･消化器外科 東京都 高野利実 三浦裕司 松田正道 全がん腫 入院・外来

江戸川病院 腫瘍血液内科 東京都 大澤浩 全がん腫 入院・外来 緩和ケア可。婦人科・耳鼻科は除く。

国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病院 東京都 田村研治 全がん腫 外来
放射線治療，待機患者に対する手術も可。
入院は応相談。

国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ病院 東京都 平野聡 固形腫瘍全般・血液疾患 入院・外来

順天堂大学 乳腺内分泌外科 東京都 三浦弘善 薬物療法 入院・外来

昭和大学 東京都 佐藤温 固形がん 外来
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帝京大学医学部附属病院 腫瘍内科 東京都 江口研二 関順彦
全がん腫
（小児がん，一部の血液疾患を除く）

入院・外来 まずはご相談ください

日赤医療ｾﾝﾀｰ 化学療法科 東京都 宮本信吾 中川靖章 固形がん･血液疾患 入院・外来

武蔵野赤十字病院 血液腫瘍内科 東京都 中根実 御子柴路朗 成人固形がん・リンパ腫 外来・入院
DPC，PCUなし
医療連携センター山内看護師長に連絡のこと

横浜市立大学附属病院 臨床腫瘍科･乳腺外科 神奈川県 市川靖史 固形がん（消火器・乳がんなど）

横浜労災病院 腫瘍内科 神奈川県 有岡仁 固形腫瘍 外来 入院および緩和ケアは要相談

茅ヶ崎徳洲会総合病院 腫瘍内科 神奈川県 引野幸司 固形がん・緩和 入院・外来

昭和大学横浜市北部病院 内科 神奈川県 伊東友弘 消化器癌/乳がん 入院・外来

神奈川県立がんｾﾝﾀｰ 神奈川県 本村茂樹 上野誠 全がん腫(小児がんを除く） 外来 医療相談支援室で受入。入院は応相談。

神奈川県立循環器呼吸器病ｾﾝﾀｰ 呼吸器内科 神奈川県 加藤晃史 肺癌 入院・外来

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 臨床腫瘍学 神奈川県 中島貴子 固形がん

東海大学医学部附属病院 血液･腫瘍内科 神奈川県 安藤潔 齋藤雄紀 がん薬物療法、造血幹細胞移植 乳癌は外来

藤沢市民病院 呼吸器科 神奈川県 西川正憲 草野暢子 肺癌 外来・入院 他癌腫も相談いただければ可

北里大学病院 呼吸器内科 神奈川県 井川聡 肺癌 入院・外来 可能な限り対応

新潟県立がんｾﾝﾀｰ新潟病院 内科(血液腫瘍担当)，小児科 新潟県 張高明 小川淳 造血幹細胞移植，小児造血器/固形腫瘍 入院・外来
小児がん可能な限り対応。
受入不可時は他学会を通じ受入先検索可。

長岡赤十字病院 呼吸器内科 新潟県 佐藤和弘 肺癌ほか固形腫瘍中心 放射線医常勤

厚生連高岡病院 腫瘍内科 富山県 柴田和彦 固形腫瘍・血液腫瘍 外来・入院

富山県立中央病院 外来化学療法科/内科(消化器) 富山県 堀田洋介 奥村廣和 平井聡 固形がん・血液化学療法 入院・外来

富山市民病院 呼吸器･腫瘍内科 富山県 石浦嘉久 肺癌 入院・外来 他の癌腫も応相談

富山赤十字病院 血液内科 富山県 黒川敏郎 小児癌を除く全てのがん腫 入院・外来

金沢医療ｾﾝﾀｰ 呼吸器科 石川県 北俊之 全てのがん腫 外来・入院

金沢大学附属病院 呼吸器内科･がん高度先進治療ｾﾝﾀｰ 石川県 笠原寿郎 矢野聖二 大坪公士郎 呼吸器腫瘍・固形がん 外来 入院応相談。血液腫瘍も調整

福井大学 血液･腫瘍内科 福井県 山内高弘
専門医常駐の3病院（福井大学附属病院・福井県立病院・福井
県済生会病院）で対応。連絡先は福井大山内へ

信州大学附属病院 がん総合医療ｾﾝﾀｰ 臨床腫瘍部 長野県 小泉知展 入院・外来

相澤病院 がん集学治療ｾﾝﾀｰ 長野県 中村将人 固形がん化学療法 入院・外来 特に消化器癌,信州大学と共に対応可能

岐阜県総合医療ｾﾝﾀｰ 化学療法部 岐阜県 國枝克行 髙橋義人 山田俊樹 血液疾患と固形がん 外来

岐阜市民病院 呼吸器科･腫瘍内科 岐阜県 澤祥幸 吉田勉 石黒崇 肺癌 外来 短期入院も可

岐阜大学医学部附属病院 血液感染症内科 岐阜県 鶴見寿 全がん腫 各診療科ごとに対応

大垣市民病院 岐阜県 亀井桂太郎 外来化学療法

中濃厚生病院 内科 岐阜県 勝村直樹 消化器がん，血液疾患（化学療法） 外来 可能な限り対応

朝日大学歯学部附属村上記念病院 外科 岐阜県 中嶋早苗 外来

聖隷浜松病院 化学療法科 静岡県 金容壱 固形がん 入院・外来

静岡がんｾﾝﾀｰ 静岡県 釼持広知 がん治療 入院・外来

静岡県立総合病院 腫瘍内科 静岡県 多久佳成 入院・外来

浜松医科大学附属病院 腫瘍ｾﾝﾀｰ 静岡県 大西一功 竹下明裕 化学療法 入院・外来
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愛知医科大学 呼吸器･ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 愛知県 久保昭仁 呼吸器腫瘍 入院・外来

愛知県がんｾﾝﾀｰ愛知病院 愛知県 浅井暁
呼吸器、消化器、血液（移植などは除く）、乳
腺、整形、放射線治療

外来・入院 浅井医師，病診連携室・相談室へ予め相談

愛知県がんｾﾝﾀｰ中央病院 愛知県 堀尾芳嗣 血液腫瘍・消化器・乳がん・婦人科・肺がん その他も含め可能な限り対応

東名古屋病院 血液･腫瘍内科 愛知県 神谷悦功 血液疾患，固形がん DPCが入っていない病院のため入院治療も可能

名古屋医療ｾﾝﾀｰ 名古屋がんｾﾝﾀｰ臨床腫瘍科･呼吸器科 愛知県 坂英雄 全がん腫 外来・入院

名古屋記念病院 化学療法内科 愛知県 伊奈研次
消化器がん（胃癌・大腸癌）および泌尿器系
悪性腫瘍

入院・外来

名古屋市立大学病院 消化器内科/血液内科 愛知県 志村貴也 楠本茂 消化器・血液 入院・外来

名古屋大学医学部附属病院 化学療法部 愛知県 安藤雄一 全がん腫 外来 入院は応相談

名古屋第二赤十字病院 血液・腫瘍内科 愛知県 鈴木達也 全がん腫（被爆された患者さんを除く） 外来
入院応相談。外来入院とも事前に問合せのこと：医療連携室
052-832-5367

名古屋第一赤十字病院 化学療法科 愛知県 河田健司 全がん腫 入院・外来

三重県JA鈴鹿中央総合病院 血液･腫瘍内科 三重県 川上恵基 血液疾患および固形がん 入院・外来 緩和

三重大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 三重県 水野聡朗 固形腫瘍（乳癌・消化器がん），血液疾患 外来 入院は応相談

第二岡本総合病院 化学療法室（腫瘍科） 京都府 清水義博 内山清 消化器がん・乳癌 外来・入院 他のがん腫応相談，緩和ケア入院可

京都医療ｾﾝﾀｰ 腫瘍内科 京都府 安井久晃 固形腫瘍全般 入院・外来 PCU含め緩和ケア対応可

京都桂病院 呼吸器ｾﾝﾀｰ呼吸器内科 京都府 市川靖子
呼吸器・消化器・血液腫瘍・小児癌・泌尿器
癌

外来・入院 その他相談

京都大学医学部附属病院 外来化学療法部 京都府 柳原一広 西村貴文 北野俊行 金井雅史 全がん腫 外来 入院は応相談

京都府立医科大学 消化器内科 京都府 吉田直久 石川　剛 消化器癌 外来・入院

市立堺病院 消化器外科 大阪府 古河洋 福永睦 今村博司 消化器がんほか全がん腫 外来 手術対応。入院は応相談

関西医科大学附属滝井病院 第一内科 大阪府 清水俊樹 呼吸器腫瘍･造血器腫瘍 外来 附属滝井病院・枚方病院にて対応

近畿大学医学部 腫瘍内科 大阪府 鶴谷純司 固形腫瘍全般 入院・外来 がん相談支援センター：072-366-7096(直通）

近畿中央胸部疾患ｾﾝﾀｰ 内科 大阪府 川口知哉 肺癌 入院・外来

市立吹田市民病院 外科 大阪府 村田幸平 井出義人 横内秀起 戎井力 消化器・呼吸器・乳腺 入院・外来 病院代表06-6387-3311より各疾患連絡医師へ。

市立泉佐野病院 耳鼻咽喉科 大阪府 硲田猛真 固形がん 外来・入院

市立豊中病院 内科(呼吸器) 大阪府 滝本宜之 肺癌 外来・入院 他の癌腫も応相談

大阪医科大学附属病院 化学療法センター 大阪府 後藤昌弘 吉田元樹 紀貴之 瀧内比呂也 消化器がん・原発不明がん 外来 短期入院は可

大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ 臨床腫瘍科/消化管内科 大阪府 武田晃司 固形腫瘍 外来・入院

大阪市立大学医学部 化学療法ｾﾝﾀｰ 大阪府 木村達郎 萩原淳司 日野雅之 工藤新三 主要がん腫 外来 主治医より，地域医療連携室へ紹介。入院は検討中。

大阪大学大学院医学系研究科･医学部 化学療法部 大阪府 水木満佐央 各種悪性腫瘍 入院･外来 診療は，各診療科担当医師と相談の上可能な限り対応

大阪府八尾市立病院 化学療法科 大阪府 烏野隆博 血液疾患・固形がん 入院・外来

大阪府立呼吸器･ｱﾚﾙｷﾞｰ医療ｾﾝﾀｰ 肺腫瘍内科 大阪府 平島智徳 肺癌

大阪府立成人病ｾﾝﾀｰ 消化器検診科/臨床腫瘍科 大阪府 井岡達也 杉本直俊 消化器がん 外来 短期入院

刀根山病院 呼吸器腫瘍科 大阪府 難波良信 呼吸器腫瘍 伊丹空港より車で5分,新大阪駅より30分

淀川ｷﾘｽﾄ教病院 化学療法科 大阪府 重岡靖 固形腫瘍・造血器腫瘍 外来・入院 緩和医療，小児がんを除く

神戸赤十字病院 呼吸器内科 兵庫県 藤井昌学 杉本啓介 肺癌 入院・外来（応相談）
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神戸大学 腫瘍･血液内科 兵庫県 藤原豊
固形がん：血液腫瘍：骨髄幹細胞移植、骨髄
採取

入院・外来 長期入院は事前に相談のこと

兵庫県立がんｾﾝﾀｰ 腫瘍内科 兵庫県 松本光史 乳癌・婦人科癌・消化器癌その他固形がん

奈良県立医科大学附属病院 腫瘍ｾﾝﾀｰ 奈良県 神野正敏 血液・固形腫瘍全般の化学療法 入院・外来

和歌山県立医科大学附属病院 腫瘍ｾﾝﾀｰ化学療法部門 和歌山県 上田弘樹 外来

鳥取県立中央病院 内科 鳥取県 陶山久司 固形がん 血液悪性腫瘍も対応可能,入院は応相談

島根大学医学部附属病院腫瘍ｾﾝﾀｰ 島根県 鈴宮淳司 井上政弥 森山一郎 固形がん，血液腫瘍 入院・外来

岡山医療ｾﾝﾀｰ 血液内科／呼吸器科 岡山県 米井敏郎 角南一貴 藤原慶一 血液がん，呼吸器がん 入院・外来 入院には，数日を要する場合あり

岡山済生会総合病院 内科 岡山県 川井治之 固形がん（肺がん等） 入院・外来 入院は応相談

岡山赤十字病院 総合内科 岡山県 藤井総一郎 血液疾患・各種がん 患者さんの受け入れ可能

岡山大学病院 血液･腫瘍･呼吸器内科 岡山県 堀田勝幸 瀧川奈義夫 前田嘉信 固形がん・血液腫瘍の化学療法 外来 入院も検討

岡山労災病院 呼吸器内科 岡山県 藤本伸一 固形腫瘍・血液腫瘍 外来・入院

金田病院 内科 岡山県 海野正俊
血液(移植を除く)/固形腫瘍全般(小児腫瘍・
一部の婦人科腫瘍を除く)

入院・外来

倉敷中央病院 呼吸器内科/血液内科/消化器内科 岡山県 吉岡弘鎮 上田恭典 毛利裕一 肺癌・血液腫瘍（移殖を含む）・消化器がん 外来・入院

南岡山医療ｾﾝﾀｰ 血液内科 岡山県 竹内誠 血液腫瘍、固形腫瘍（肺癌、消化器癌など） 入院・外来 長期入院対応可

広島市立安佐市民病院 外科 広島県 平林直樹 村上茂 消化器がん・呼吸器がん・乳癌 外来 入院は応相談

県立広島病院 臨床腫瘍科 広島県 篠崎勝則 固形がん 外来・入院

中国中央病院 呼吸器内科/血液内科 広島県 岡田俊明 増成太郎 呼吸器腫瘍・血液疾患 可能な限り対応

福山医療ｾﾝﾀｰ 呼吸器内科 広島県 高田一郎 肺癌 入院・外来

福山市民病院 腫瘍内科 広島県 遠藤久之 消化器・呼吸器・乳癌 外来・入院 血液（要確認）

岩国医療ｾﾝﾀｰ 呼吸器内科 山口県 久山彰一 肺癌の化学療法 外来・入院 呼吸器以外は応相談

山口宇部医療ｾﾝﾀｰ 腫瘍内科 山口県 青江啓介 上岡博 畝川芳彦 前田忠士 固形腫瘍（肺がん等） 入院・外来 長期入院対応可

徳島大学病院 消化器内科 徳島県 岡本耕一 木村哲夫 高山哲治 消化器癌 入院・外来

香川県立中央病院 内科 香川県 上田裕 呼吸器腫瘍 外来 入院応相談

香川大学医学部附属病院 内分泌代謝・血液・免疫・呼吸器内科 香川県 脇房子 成人血液腫瘍 入院・外来

香川労災病院 香川県 滝本秀隆 血液腫瘍 外来・入院 小児以外

愛媛大学医学部附属病院 腫瘍センター 愛媛県 薬師神芳洋 児島洋 入院・外来

四国がんｾﾝﾀｰ 愛媛県 野上尚之 仁科智裕 原文堅 吉田功 呼吸器・消化器・乳腺・血液 入院・外来 その他応相談

松山赤十字病院 愛媛県 藤﨑智明 白石猛
血液・消化器・肝胆膵・乳腺・呼吸器・泌尿
器・婦人科

入院・外来 放射線治療可能

高知医療ｾﾝﾀｰ 腫瘍内科 高知県 辻晃仁 固形腫瘍（消化器癌、肺癌など），血液腫瘍 入院・外来

小倉記念病院 血液内科・外科 福岡県 今田和典 田中明 血液腫瘍・消化器がん 入院・外来

久留米大学 血液･腫瘍内科/呼吸器内科 福岡県 長藤宏司 山田一彦 東公一 血液疾患・成人固形がん 入院・外来

九州がんｾﾝﾀｰ 消化管･腫瘍内科 福岡県 江﨑泰斗 消化器癌、肺癌、原発不明癌 入院・外来

九州医療ｾﾝﾀｰ 腫瘍内科 福岡県 内野慶太 固形腫瘍・血液腫瘍 外来

九州厚生年金病院 血液･腫瘍内科 福岡県 樋口雅一 血液・消化器・呼吸器 入院・外来 小児を除く。放射線療法可
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九州大学病院 血液･腫瘍内科/消化器･総合外科 福岡県 馬場英司 竹中克斗 掛地吉弘 全がん腫 入院・外来 連絡先：九州大学病院事務部総務課総務係：092-642-5005

済生会福岡総合病院 内科 福岡県 松島孝充
消化器がん・血液悪性腫瘍（移植症例除く）・
肺癌

入院・外来 その他固形がんも関連科で対応可能

産業医科大学 化学療法ｾﾝﾀｰ･血液科 福岡県 塚田順一 外来 入院化学療法も個別相談の上可能な限り対応

白十字病院 血液内科 福岡県 白橋顕彦 固形がん・悪性リンパ腫 入院・外来

浜の町病院 腫瘍内科 福岡県 三ツ木健二 田中吏佐 全がん腫（小児がんを除く） 入院・外来

福岡大学病院 腫瘍･血液･感染症内科/呼吸器内科 福岡県 髙松泰 田村和夫 内野順治 全がん腫 外来・入院 合併症併発者受入可

北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 外来化学療法ｾﾝﾀｰ 福岡県 若松信一 固形腫瘍 入院・外来

佐賀県立病院好生館 腫瘍内科 佐賀県 嬉野紀夫 成人固形腫瘍 入院・外来

佐賀大学医学部附属病院 産科婦人科 佐賀県 相原聡美 固形腫瘍および血液腫瘍 外来・入院

長崎市立市民病院 内科 長崎県 山村政臣 外来

県立島原病院 長崎県 山口博之

五島中央病院 長崎県 神田哲郎

佐世保市立総合病院 長崎県 早田宏

長崎大学病院 第2内科 長崎県 中村洋一

日本赤十字社長崎原爆病院 長崎県 長島聖二

市立熊本市民病院 血液･腫瘍内科 熊本県 辻隆宏 岸裕人
呼吸器・乳腺・消化器（胃腸、肝胆道）・婦人
科・泌尿器・血液

入院・外来 同種造血幹細胞移植は除く

大分大学医学部 腫瘍内科学講座 大分県 平島詳典 消化器がん・呼吸器がん 可能な限り受け入れ

宮崎大学医学部附属病院 第二内科 宮崎県 片寄恵子 下田和哉 血液腫瘍・消化器腫瘍 外来 宮崎市の近隣

県立宮崎病院 化学療法科 宮崎県 柴田義宏 全がん腫（小児腫瘍を除く） 入院・外来
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