
（参考） 

 

独立行政法人国立病院機構の概要について 

 

 

１．目的 

 独立行政法人国立病院機構は、医療の提供、医療に関する調査及び研究

並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響

のある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策として機構

が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与する

ことを目的としています。 

 

２．業務内容 

   上記の目的を達成するため、次のような業務を行っています。 

   ① 医療の提供 

   ② 医療に関する調査及び研究 

   ③ 医療に関する技術者の研修 

   ④ 上記に掲げる業務に附帯する業務 

 

３．国立病院機構に所属する施設名及び所在地について 

     別紙のとおり 

 

４．その他 

中期目標、中期計画、年度計画については、このホームページを閲覧の

うえ確認願います。 

 



別紙

（機構本部の名称及び所在地） （病院の名称及び所在地）

名　　　　　　　　　　　　　称 所　　在　　地 名　　　　　　　　　　　　　称 所　　在　　地 備　　考

1 　独立行政法人国立病院機構本部 東京都目黒区 35 　下総精神医療センター 千葉市

36 　下志津病院 四街道市

37 　東京医療センター 東京都目黒区

（病院の名称及び所在地） 38 　災害医療センター 立川市

名　　　　　　　　　　　　　称 所　　在　　地 備　　考 39 　東京病院 清瀬市

1 　北海道がんセンター 札幌市 40 　村山医療センター 武蔵村山市

2 　北海道医療センター 札幌市 41 　横浜医療センター 横浜市

3 　函館病院 函館市 42 　久里浜医療センター 横須賀市

4 　旭川医療センター 旭川市 43 　箱根病院 小田原市

5 　帯広病院 帯広市 44 　相模原病院 相模原市

6 　八雲病院 北海道二海郡八雲町 45 　神奈川病院 秦野市

7 　弘前病院 弘前市 46 　西新潟中央病院 新潟市

8 　八戸病院 八戸市 47 　新潟病院 柏崎市

9 　青森病院 青森市 48 　さいがた医療センター 上越市

10 　盛岡医療センター 盛岡市 H31.3.1名称変更 49 　甲府病院 甲府市

11 　花巻病院 花巻市 50 　東長野病院 長野市

12 　岩手病院 一関市 51 　まつもと医療センター 松本市

13 　釜石病院 釜石市 52 　信州上田医療センター 上田市

14 　仙台医療センター 仙台市 53 　小諸高原病院 小諸市

15 　仙台西多賀病院 仙台市 54 　富山病院 富山市

16 　宮城病院 宮城県亘理郡山元町 55 　北陸病院 南砺市

17 　あきた病院 由利本荘市 56 　金沢医療センター 金沢市

18 　山形病院 山形市 57 　医王病院 金沢市

19 　米沢病院 米沢市 58 　七尾病院 七尾市

20 　福島病院 須賀川市 59 　石川病院 加賀市

21 　いわき病院 いわき市 60 　長良医療センター 岐阜市

22 　水戸医療センター 茨城県東茨城郡茨城町 61 　静岡てんかん･神経医療センター 静岡市

23 　霞ヶ浦医療センター 土浦市 62 　天竜病院 浜松市

24 　茨城東病院 茨城県那珂郡東海村 63 　静岡医療センター 静岡県駿東郡清水町

25 　栃木医療センター 宇都宮市 64 　名古屋医療センター 名古屋市

26 　宇都宮病院 宇都宮市 65 　東名古屋病院 名古屋市

27 　高崎総合医療センター 高崎市 66 　東尾張病院 名古屋市

28 　沼田病院 沼田市 67 　豊橋医療センター 豊橋市

29 　渋川医療センター 渋川市 68 　三重病院 津市

30 　西埼玉中央病院 所沢市 69 　鈴鹿病院 鈴鹿市

31 　埼玉病院 和光市 70 　三重中央医療センター 津市

32 　東埼玉病院 蓮田市 71 　榊原病院 津市

33 　千葉医療センター 千葉市 72 　福井病院 敦賀市

34 　千葉東病院 千葉市 73 　あわら病院 あわら市



別紙

（病院の名称及び所在地） （病院の名称及び所在地）

名　　　　　　　　　　　　　称 所　　在　　地 備　　考 名　　　　　　　　　　　　　称 所　　在　　地 備　　考

74 　東近江総合医療センター 東近江市 113 　高知病院 高知市

75 　紫香楽病院 甲賀市 114 　小倉医療センター 北九州市

76 　京都医療センター 京都市 115 　九州がんセンター 福岡市

77 　宇多野病院 京都市 116 　九州医療センター 福岡市

78 　舞鶴医療センター 舞鶴市 117 　福岡病院 福岡市

79 　南京都病院 城陽市 118 　大牟田病院 大牟田市

80 　大阪医療センター 大阪市 119 　福岡東医療センター 古賀市

81 　近畿中央呼吸器センター 堺市 H30.9.1名称変更 120 　佐賀病院 佐賀市

82 　大阪刀根山医療センター 豊中市 H31.4.1名称変更 121 　肥前精神医療センター 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町

83 　大阪南医療センター 河内長野市 122 　東佐賀病院 佐賀県三養基郡みやき町

84 　神戸医療センター 神戸市 123 　嬉野医療センター 嬉野市

85 　姫路医療センター 姫路市 124 　長崎病院 長崎市

86 　兵庫あおの病院 小野市 125 　長崎医療センター 大村市

87 　兵庫中央病院 三田市 126 　長崎川棚医療センター 長崎県東彼杵郡川棚町

88 　奈良医療センター 奈良市 127 　熊本医療センター 熊本市

89 　やまと精神医療センター 大和郡山市 128 　熊本南病院 宇城市

90 　南和歌山医療センター 田辺市 129 　菊池病院 合志市

91 　和歌山病院 和歌山県日高郡美浜町 130 　熊本再春医療センター 合志市 H31.4.1名称変更

92   鳥取医療センター 鳥取市 131 　大分医療センター 大分市

93 　米子医療センター 米子市 132 　別府医療センター 別府市

94 　松江医療センター 松江市 133 　西別府病院 別府市

95 　浜田医療センター 浜田市 134 　宮崎東病院 宮崎市

96 　岡山医療センター 岡山市 135 　都城医療センター 都城市

97 　南岡山医療センター 岡山県都窪郡早島町 136 　宮崎病院 宮崎県児湯郡川南町

98 　呉医療センター 呉市 137 　鹿児島医療センター 鹿児島市

99 　福山医療センター 福山市 138 　指宿医療センター 指宿市

100 　広島西医療センター 大竹市 139 　南九州病院 鹿児島県姶良市

101 　東広島医療センター 東広島市 140 　沖縄病院 宜野湾市

102 　賀茂精神医療センター 東広島市 141 　琉球病院 沖縄県国頭郡金武町

103 　関門医療センター 下関市 142 グループ担当理事部門（北海道東北） 仙台市

104 　山口宇部医療センター 宇部市 143 グループ担当理事部門（関東信越） 東京都目黒区

105 　岩国医療センター 岩国市 144 グループ担当理事部門（東海北陸） 名古屋市

106 　柳井医療センター 柳井市 145 グループ担当理事部門（近畿） 大阪市

107 　東徳島医療センター 徳島県板野郡板野町 146 グループ担当理事部門（中国四国） 東広島市

108 　徳島病院 吉野川市 147 グループ担当理事部門（九州） 福岡市

109 　高松医療センター 高松市

110 　四国こどもとおとなの医療センター 善通寺市

111 　四国がんセンター 松山市

112 　愛媛医療センター 東温市


