
難病医療拠点病院　平成２６年３月３１日現在

都道府県名 名称 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

北海道 国立病院機構北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手５条７丁目１番１号 011-611-8111

青森県 青森県立中央病院 青森市東造道２－１－１ 017-726-8111 017-726-8325

岩手県 岩手医科大学附属病院 〒020-8505　岩手県盛岡市内丸19-1 019-651-5111 019-623-0146

宮城県 広南病院 仙台市太白区長町南４－２０－１ ０２２－３０８－３３１６ ０２２－３０８－３３１６

宮城県 東北大学病院 仙台市青葉区星陵町１－１ ０２２－７１７－７１３１ ０２２－７１７－７１３２

宮城県 国立病院機構西多賀病院 仙台市太白区鈎取本町２－１１－１１ ０２２－２４５－２１１１ ０２２－２４３－２５３０

宮城県 国立病院機構宮城病院 亘理郡山元町高瀬字合戦原１００ ０２２３－３７０１１３１ ０２２３－３７－３３１６

秋田県  秋田赤十字病院 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢２２２番地１０１８－８２９－５０００ ０１８－８２９－５２５５

秋田県  秋田大学医学部附属病院 秋田市広面字蓮沼４４番２ ０１８－８８４－６１０４ ０１８－８３６－２６１１

山形県 国立病院機構山形病院 山形市行才１２６番地２ 023-684-5566 023-684-2519

福島県
公立大学法人福島県立医科大学
附属病院

福島市光が丘1番地 024-547-1111 024-547-1998

茨城県 県立中央病院 笠間市鯉淵6528 0296－77－1121 0296－77－2002

栃木県 獨協医科大学病院 壬生町北小林８８０ 0282-87-2051　 0282-87-2067

栃木県 自治医科大学附属病院 下野市薬師寺３３１１－１ 0285-58-7107 0285-44-9696

栃木県 国際医療福祉大学病院 那須塩原市井口５３７－３ 0287-37-2221 0287-37-5315

群馬県 群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町3-39-15 027-220-7111(代表） 027-220-8068

埼玉県
独立行政法人国立病院機構東埼
玉病院

蓮田市黒浜４１４７ 048-768-1161 048-769-5347

千葉県 国立病院機構千葉東病院 千葉市中央区仁戸名町６７３ ０４３－２６１－５１7１
０４３－２６８－２６
１３

東京都
社会福祉法人三井記念病院 千代田区神田和泉町1 03-3862-9111 03-3862-9162

東京都
東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋3-19-18 03-3433-1111 03-3433-6215

東京都
順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷3-1-3 03-3813-3111 03-5800-0547

東京都
東京大学医学部附属病院 文京区本郷7-3-1 03-3815-5411 03-5800-6548

東京都
東京医科歯科大学医学部附属病院 文京区湯島1-5-45 03-3813-6111 03-5803-0254

東京都
日本医科大学付属病院 文京区千駄木1-1-5 03-3822-2131 0120-807-880

東京都
昭和大学病院 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8000 03-5498-3866

東京都
東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西6-11-1 03-3762-4151 03-5763-6573

東京都
公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院大田区東雪谷4-5-10 03-5734-8000 03-5734-7018



東京都
東邦大学医療センター大橋病院 目黒区大橋2-17-6 03-3468-1251 03-3468-6191

東京都
独立行政法人 国立病院機構　東京医療センター 目黒区東が丘2-5-1 03-3411-0111 03-3411-0958

東京都
独立行政法人 国立成育医療研究センター世田谷区大蔵2-10-1 03-3416-0181 03-5727-0660

東京都
東京都立広尾病院 渋谷区恵比寿2-34-10 03-3444-1181 03-3446-5419

東京都
慶應義塾大学病院 新宿区信濃町35 03-3353-1211 03-5363-3645

東京都
東京女子医科大学病院 新宿区河田町8-1 03-3353-8111 03-5269-7304

東京都
国立国際医療研究センター病院 新宿区戸山町1-21-1 03-3202-7181 03-5273-5422

東京都
東京医科大学病院 新宿区西新宿6-7-1 03-3342-6111 03-3342-4516

東京都
帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀2-11-1 03-3964-1211 03-3964-9383

東京都
日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 03-3972-3059

東京都
東京女子医科大学東医療センター 荒川区西尾久2-1-10 03-3810-1111 03-3810-1154

東京都
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 03-3603-2111 03-3690-7474

東京都
東京臨海病院 江戸川区臨海町1-4-2 03-5605-8811 03-5605-7182

東京都
東京都立墨東病院 墨田区江東橋4-23-15 03-3633-6151 03-3633-7130

東京都
武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町1-26-1 0422-32-3111 0422-34-2835

東京都
杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 0422-47-5511 0422-47-9659

東京都
東京都立神経病院 府中市武蔵台2-6-1 042-323-5110 042-322-6219

東京都
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 03-3480-1151 03-3430-3682

東京都
国家公務員共済組合連合会立川病院立川市錦町4-2-22 042-523-3131 042-522-5784

東京都
独立行政法人
国立精神・神経医療研究センター病
院

小平市小川東町4-1-1 042-341-2711 042-346-1692

東京都
独立行政法人国立病院機構　東京病院清瀬市竹丘3-1-1 042-491-2111 042-491-4099

神奈川県 北里大学東病院 相模原市南区麻溝台２－１－１ 042-748-9111 042-748-9119

神奈川県 東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋143 0463-93-1121 0463-93-1125

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生２-16－１ 044-977-8111 044-977-8491

神奈川県 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４－57 045-261-5656 045-231-1846

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通1-754 025-223-6161 025-227-0719

富山県 富山大学附属病院 富山市杉谷2630 076-434-7019 076-434-1463

石川県 金沢大学附属病院 金沢市宝町１３－１ ０７６－２６５－２０００ ０７６－２３４－４３２０

石川県 金沢医科大学病院 河北郡内灘町大学１－１ ０７６－２８６－３５１１ ０７６－２８６－８３７１



石川県 独立行政法人国立病院機構医王病院 金沢市岩出町ニ７３－１ ０７６－２５８－１１８０ ０７６－２５８－６７１９

福井県 福井県立病院 福井市四ツ井2丁目８－１ 0776-54-5151 0776-57-2945

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

055-253-7111 055-253-8011

山梨県 山梨大学医学部附属病院
〒409-3898
山梨県中央市下河東1110

055-273-1111 055-273-7108

長野県 信州大学医学部附属病院 松本市旭３－１－１ 0263-35-4600 0263-37-3024

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸１－１ 058-230-6000

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 浜松市東区半田山1丁目20-1 053-435-2111 053-435-2153

愛知県 愛知医科大学病院 愛知郡長久手町大字岩作字雁又２１ ０５６１－６２－３３１１ ０５６１－６３－３２０８

三重県 三重大学医学部附属病院 津市江戸橋２－１７４ 059-231-5432 059-231-5435

三重県
独立行政法人国立病院機構三重
病院

津市大里窪田町３５７ 059-232-2531 059-232-2994

滋賀県 大津市民病院 大津市本宮2丁目9-9 077-522-4607 077-521-5414

滋賀県 大津赤十字病院 大津市長等1丁目1-35 077-522-4131 077-525-8018

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市瀬田月輪町 077-548-2463 077-548-2522

滋賀県 社会保険滋賀病院 大津市富士見台16-1 077-537-3101 077-534-0566

滋賀県 近江草津徳洲会病院 草津市東矢倉三丁目３４－５２ 077-567-3610 077-567-3650

滋賀県 草津総合病院 草津市矢橋町1660 077-516-2511 077-565-9313

滋賀県 滋賀県立小児保健医療センター 守山市守山5丁目7-30 077-582-6202 077-582-6304

滋賀県 滋賀県立成人病センター 守山市守山5丁目4-30 077-582-5031 077-582-9712

滋賀県 公立甲賀病院 甲賀市水口町鹿深3-39 0748-62-0234 0748-63-0588

滋賀県 国立病院機構紫香楽病院 甲賀市信楽町牧997 0748-83-0101 0748-83-1262

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市土田町1379 0748-31-1204 0748-31-1205

滋賀県
国立病院機構東近江総合医療セン
ター

東近江市五智町255 0748-22-3030 0748-23-3383

滋賀県 湖東記念病院 東近江市平松町2-1 0749-45-5000 0749-45-1999

滋賀県 彦根市立病院 彦根市八坂町1882 0749-22-6050 0749-26-0754

滋賀県 市立長浜病院 長浜市大戌亥町313 0749-68-2346 0749-65-2730

滋賀県 長浜赤十字病院 長浜市宮前町14-7 0749-63-2111 0749-63-2119

滋賀県 高島市民病院 高島市勝野1667 0740-36-8078 0740-36-2227

京都府
独立行政法人国立病院機構
宇多野病院

京都市右京区鳴滝音戸山町８ ０７５－４６１－５１２１ ０７５－４６４－００２７

大阪府
地方独立行政法人 大阪府立病院機構
大阪府立急性期・総合医療センター

大阪市住吉区万代東３丁目１番５６号 06-6692-1201（代表）06-6606-7000



兵庫県 県立尼崎病院 兵庫県尼崎市東大物町1丁目１－１ 06-6482-7205 06-6482-7205

兵庫県
独立行政法人国立病院機構兵庫
中央病院

兵庫県三田市大原１３１４ 079-563-2121 079-564-4626

兵庫県 公立八鹿病院 兵庫県養父市八鹿町八鹿１８７８－１ 079-662-5555 079-662-3134

奈良県 県立医科大学附属病院 橿原市四条町840 0744-22-3051 0744-22-4121

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山市紀三井寺811-1 073-447-2300 073-441-0515

和歌山県
独立行政法人国立病院機構
和歌山病院

日高郡美浜町和田1138 0738-22-3256 0738-23-3104

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県米子市西町36-1 0859-38-6986 0859-38-6985

島根県 国立病院機構松江医療センター 松江市上乃木５－８－３１ 0852-21-6131 0852-27-1019

島根県 島根大学医学部付属病院 出雲市塩冶町８９－１ 0853-23-2111 0853-20-2027

島根県 島根県立中央病院 出雲市姫原４－１－１ 0853-22-5111 0853-30-6508

岡山県 岡山大学病院 岡山市鹿田町2丁目5-1 086-221-6101 086-222-5214

広島県 広島大学病院 広島市南区霞１－２－３ 082-257-5555

広島県 国立病院機構広島西医療センター 大竹市玖波４－１－１ 0827-57-7151 0827-57-3681

広島県 脳神経センター大田記念病院 福山市沖野上町３－６－２８ 084-931-8650 084-926-6798

山口県 山口大学医学部付属病院 山口県宇部市南小串１－１－１ ０８３６－２２－２０７４ ０８３６－２２－２１１０

徳島県 独立行政法人国立病院機構徳島病院 徳島県吉野川市鴨島町敷地1354番地 0883-24-2161 0883-24-8661

香川県  独立行政法人国立病院機構　高松医療センター 高松市新田町乙8番地 087-841-2146 087-843-5545

愛媛県 独立行政法人国立病院機構　愛媛医療センター 愛媛県東温市横河原３６６番地 089-964-2411 089-964-0251

高知県 高知医療センター 高知市池２１２５－１ 088-837-3000 088-837-6766

高知県 高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮１８５－１ 088-880-2221 088-880-2227

福岡県 九州大学病院 福岡市東区馬出３－１－１ ０９２－６４３－１３７９ ０９２－６４３－１３８９

福岡県 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘１－１ ０９３－６０３－１６１７ ０９３－６０３－１６１７

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島5丁目1番1号 0952-34-2363 0952-33-1687

長崎県 長崎川棚医療センター 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷２００５－１ 0956-82-3121 0956-83-3710

長崎県 長崎大学病院 長崎県長崎市坂本１丁目７－１ 095-849-7200 095-849-7270

熊本県 熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 096-344-2111 096-373-5906

熊本県 熊本再春荘病院 合志市須屋2659 096-242-1000 096-242-2619

熊本県 熊本南病院 宇城市松橋町豊福2338 0964-32-0826 0964-33-3207

大分県
独立行政法人国立病院機構西別
府病院

別府市大字鶴見４５４８番地 ０９７７－２４－１２２１ ０９７７－２６－１１６３



大分県 大分大学医学部附属病院　 由布市挾間町医大ケ丘１丁目１番地 097-549-4411 097-586-5119

大分県 大分県立病院 大分市大字豊饒４７６番地 097-546-7111 097-546-0725

宮崎県 独立行政法人国立病院機構　宮崎東病院 宮崎県宮崎市大字田吉4374-1 ０９８５－５６－２３１１

鹿児島県 国立病院機構　南九州病院 姶良市加治木町木田１８８２ 0995-63-0843 0995-63-0840

鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島市桜ケ丘８丁目３５-１ 099-275-5168 099-275-6698

鹿児島県 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川１３５-３ 0994-22-3111 0994-22-3110

沖縄県 独立行政法人国立病院機構沖縄病院 沖縄県宜野湾市我如古3-20-14 098-898-2121 098-897-9838


