
遡り調査　（平成26年度実施、2012年死亡小票由来）

　　調査票を送付し、回答をいただいた医療機関は以下のとおりである（平成27年9月30日現在）。

保健所 医療機関名 依頼数
1 千種保健所 ★ 愛知県がんセンター中央病院 千種区 鹿子殿 87
2 名古屋市立東部医療センター 〃 若水 76
3 東保健所 名古屋逓信病院 東区 泉 10
4 北保健所 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院 北区 上飯田北町 45
5 ○ 名古屋市立西部医療センター 〃 平手町 67
6 西保健所 愛知県済生会リハビリテーション病院 西区 栄生 1
7 名鉄病院 〃 〃 43
8 中村保健所 偕行会城西病院 中村区 北畑町 13
9 ☆ 名古屋第一赤十字病院 〃 道下町 38

10 医療法人珪山会鵜飼病院 〃 寿町 9
11 中保健所 ☆ 国立病院機構名古屋医療センター 中区 三の丸 37
12 国家公務員共済組合連合会名城病院 〃 〃 28
13 ＮＴＴ西日本東海病院 〃 松原 15
14 医療法人横山胃腸科病院 〃 千代田 7
15 医療法人勝又病院 〃 新栄 3
16 昭和保健所 ☆ 名古屋大学医学部附属病院 昭和区 鶴舞町 105
17 ☆ 名古屋第二赤十字病院 〃 妙見町 42
18 社会福祉法人聖霊会聖霊病院 〃 川名山町 20
19 瑞穂保健所 ☆ 名古屋市立大学病院 瑞穂区 瑞穂町 37
20 医療法人大仁会高木病院 〃 瑞穂通 3
21 熱田保健所 みなと医療生活協同組合協立総合病院 熱田区 五番町 82
22 中川保健所 ○ 名古屋掖済会病院 中川区 松年町 105
23 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 〃 尾頭橋 28
24 名古屋共立病院 〃 法華 27
25 港保健所 ○ 労働者健康福祉機構中部労災病院 港区 港明 85
26 名古屋港湾福利厚生協会臨港病院 〃 名港 25
27 南保健所 ☆ 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 南区 三条 21
28 大同病院 〃 白水町 27
29 医療法人緑翔会小松病院 〃 前浜通 2
30 医療法人山和会山口病院 〃 加福本通 4
31 名南病院 〃 南陽通 36
32 守山保健所 医療法人いつき会守山いつき病院 守山区 守山 11
33 緑保健所 医療法人幸寿会平岩病院 緑区 鳴海町 6
34 総合病院南生協病院 〃 南大高 52
35 医療法人清水会相生山病院 〃 藤塚 40
36 名東保健所 国立病院機構東名古屋病院 名東区 梅森坂 37
37 丸茂病院 本郷 1
38 天白保健所 ○ 名古屋記念病院 天白区 平針 45
39 豊橋市保健所 国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市 飯村町 105
40 ☆ 豊橋市民病院 〃 青竹町 164
41 医療法人光生会光生会病院 〃 吾妻町 7
42 社会医療法人明陽会　　成田記念病院 〃 羽根井本町 36
43 医療法人義興会可知記念病院 〃 南大清水町 5
44 豊田市保健所 ☆ 厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 豊田市 浄水町 17
45 豊田地域医療センター 〃 西山町 12
46 医療法人社団以心会中野胃腸病院 〃 駒新町 3
47 医療法人豊寿会斉藤病院 〃 四郷町 5
48 ○ トヨタ記念病院 〃 平和町 40
49 厚生農業協同組合連合会足助病院 〃 岩神町 26
50 岡崎市保健所 ☆ 愛知県がんセンター愛知病院 岡崎市 欠町 34
51 医療法人鉄友会宇野病院 〃 中岡崎町 27
52 医療法人十全会三嶋内科病院 〃 六供町 9
53 岡崎市民病院 〃 高隆寺町 93

所在地



保健所 医療機関名 依頼数
54 一宮保健所 ☆ 一宮市立市民病院 一宮市 文京 45
55 総合大雄会病院 〃 桜 48
56 大雄会第一病院 〃 羽衣 11
57 一宮市立木曽川市民病院 〃 木曽川町 14
58 医療法人来光会尾洲病院 〃 浅井町 10
59 医療法人尾張健友会千秋病院 〃 千秋町 26
60 杏嶺会一宮西病院 〃 開明 53
61 稲沢市民病院 稲沢市 長束町 31
62 厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 祖父江町 67
63 瀬戸保健所 ☆ 公立陶生病院 瀬戸市 西追分町 12
64 水野病院 〃 小田妻町 3
65 労働者健康福祉機構旭労災病院 尾張旭市 平子町 82
66 ☆ 藤田保健衛生大学病院 豊明市 沓掛町 70
67 ○ 愛知医科大学病院 長久手市 岩作雁又 18
68 あいち肝胆膵ホスピタル 愛知郡 東郷町 11
69 アガペクリニック 日進市 折戸町 3
70 春日井保健所 ○ 春日井市民病院 春日井市 鷹来町 55
71 医療法人社団喜峰会　東海記念病院 〃 廻間町 17
72 ☆ 小牧市民病院 小牧市 常普請 76
73 江南保健所 厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 江南市 高屋町 9
74 津島保健所 津島市民病院 津島市 橘町 166
75 あま市民病院 あま市 甚目寺 24
76 ☆ 厚生農業協同組合連合会海南病院 弥富市 前ヶ須町 60
77 半田保健所 ☆ 半田市立半田病院 半田市 東洋町 46
78 厚生農業協同組合連合会知多厚生病院 知多郡 美浜町 44
79 瑞心会渡辺病院 〃 〃 2
80 知多保健所 国立長寿医療研究センター 大府市 森岡町 101
81 常滑市民病院 常滑市 飛香台 55
82 公立西知多総合病院(東海・知多市民病院含む) 東海市 中ノ池 53
83 衣浦東部保健所 ○ 刈谷豊田総合病院 刈谷市 住吉町 101
84 富士病院 知立市 牛田町 12
85 みよし市民病院 みよし市 三好町 13
86 ☆ 厚生農業協同組合連合会安城更生病院 安城市 安城町 24
87 社会医療法人財団新和会八千代病院 住吉町 73
88 小林記念病院 碧南市 新川町 15
89 碧南市民病院 〃 平和町 102
90 西尾保健所 医療法人田中会西尾病院 西尾市 和泉町 18
91 西尾市民病院 〃 熊味町 101
92 新城保健所 東栄町国民健康保険東栄病院 北設楽郡 東栄町 9
93 豊川保健所 豊川市民病院 豊川市 八幡町 123
94 総合青山病院 〃 小坂井町 32
95 蒲郡市民病院 蒲郡市 平田町 53
96 厚生連渥美病院 田原市 神戸町 51

3,842

保健所、医療機関名及び所在地は平成26(2014)年現在のもの。 依頼医療機関数 115
回答医療機関数 96

★ 都道府県がん診療連携拠点病院　  回答率(％) 83.5
☆ 地域がん診療連携拠点病院

○ がん診療拠点病院（県指定）

(各拠点病院は平成27（2015）年9月現在のもの。） 調査票依頼数合計 4,343
調査票回答数合計 3,743
調査票回答割合(％) 86.2

所在地


