
悪性新生物患者届出医療機関－2019年届出（2019年1月～12月受付分）

2019年に届出に御協力いただいた医療機関は以下のとおりである。

保健所 医療機関名 所在地 2019年度届出数
1 千種保健所 医療法人ジーアイ会水野宏胃腸科内科 千種区 今池 40
2 ちくさ病院 千種区 内山 14
3 愛知学院大学歯学部附属病院 千種区 末盛通 14
4 国家公務員共済組合連合会東海病院 千種区 千代田橋 286
5 名古屋市立東部医療センター 千種区 若水 1,156
6 ★ 愛知県がんセンター 千種区 鹿子殿 3,595
7 東保健所 ＡＯＩ名古屋病院 東区 泉 4
8 北保健所 医療法人大真会大隈病院 北区 大曽根 100
9 医療法人愛生会総合上飯田第一病院 北区 上飯田北町 337

10 北医療生活協同組合北病院 北区 上飯田南町 32
11 〇 名古屋市立西部医療センター 北区 平手町 3,344
12 やまね病院 北区 楠味鋺 13
13 西保健所 名鉄病院 西区 栄生 614
14 中村保健所 医療法人誠心会大菅病院 中村区 大宮町 17
15 偕行会城西病院 中村区 北畑町 1
16 名古屋セントラル病院 中村区 太閤 504
17 医療法人衆済会増子記念病院 中村区 竹橋町 24
18 ☆ 名古屋第一赤十字病院 中村区 道下町 2,764
19 中保健所 国家公務員共済組合連合会名城病院 中区 三の丸 296
20 ☆ 国立病院機構名古屋医療センター 中区 三の丸 1,934
21 医療法人聖真会横山記念病院 中区 千代田 20
22 ＮＴＴ西日本東海病院 中区 松原 41
23 中日病院 中区 丸の内 50
24 昭和保健所 社会福祉法人聖霊会聖霊病院 昭和区 川名山町 310
25 ☆ 名古屋大学医学部附属病院 昭和区 鶴舞町 3,748
26 ☆ 名古屋第二赤十字病院 昭和区 妙見町 2,174
27 瑞穂保健所 医療法人野垣会野垣病院 瑞穂区 川澄町 46
28 新生会第一病院 瑞穂区 玉水町 17
29 ☆ 名古屋市立大学病院 瑞穂区 瑞穂町 2,459
30 医療法人大仁会高木病院 瑞穂区 瑞穂通 74
31 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院 瑞穂区 彌富町 21
32 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 758
33 熱田リハビリテーション病院 熱田区 六番 4
34 重工記念病院 熱田区 外土居町 32
35 中川保健所 医療法人生生会まつかげシニアホスピタル 中川区 打出 54
36 医療法人生生会松蔭病院 中川区 打出 7
37 藤田医科大学ばんたね病院 中川区 尾頭橋 576
38 〇 名古屋掖済会病院 中川区 松年町 1,056
39 名古屋共立病院 中川区 法華 964
40 医療法人正進会名古屋泌尿器科病院 中川区 松葉町 100
41 港保健所 〇 労働者健康安全機構中部労災病院 港区 港明 816
42 名古屋港湾福利厚生協会臨港病院 港区 名港 52
43 医療法人幸会南陽病院 港区 小賀須 14
44 南保健所 医療法人山和会山口病院 南区 加福本通 13
45 医療法人名南会名南病院 南区 南陽通 94
46 〇 大同病院 南区 白水町 921
47 医療法人緑翔会小松病院 南区 前浜通 21
48 ☆ 地域医療機能推進機構中京病院 南区 三条 1,351
49 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 51
50 緑保健所 名古屋市立緑市民病院 緑区 潮見が丘 429
51 あおやま胃腸内科外科 緑区 鳴海町 24
52 医療法人清水会相生山病院 緑区 藤塚 3
53 第一なるみ病院 緑区 細口 19
54 総合病院南生協病院 緑区 南大高 629
55 名東保健所 医療法人香徳会メイトウホスピタル 名東区 上社 21
56 木村病院 名東区 名東本通 67
57 名古屋市厚生院 名東区 勢子坊 15
58 国立病院機構東名古屋病院 名東区 梅森坂 32
59 天白保健所 八事病院 天白区 塩釜口 2
60 医療法人並木会並木病院 天白区 荒池 49
61 〇 名古屋記念病院 天白区 平針 664
62 豊田市保健所 医療法人愛知会肛門科胃腸科家田病院 豊田市 畝部西町 188
63 医療法人三九会三九朗病院 豊田市 小坂町 3
64 医療法人社団以心会中野胃腸病院 豊田市 駒新町 244
65 医療法人豊寿会斉藤病院 豊田市 四郷町 18
66 ☆ 厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 豊田市 浄水町 1,668
67 豊田地域医療センター 豊田市 西山町 81
68 〇 トヨタ記念病院 豊田市 平和町 1,199
69 厚生農業協同組合連合会足助病院 豊田市 岩神町 53
70 豊田若竹病院 豊田市 竹元町 56
71 豊橋市保健所 ☆ 豊橋市民病院 豊橋市 青竹町 2,559
72 国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市 飯村町 816
73 医療法人さわらび会福祉村病院 豊橋市 野依町 9
74 成田記念病院 豊橋市 羽根井本町 690
75 岡崎市保健所 岡崎市立愛知病院 岡崎市 欠町 158
76 ☆ 岡崎市民病院 岡崎市 高隆寺町 1,840
77 医療法人鉄友会宇野病院 岡崎市 中岡崎町 126
78 北斗病院 岡崎市 仁木町　 25
79 医療法人山武会岡崎南病院 岡崎市 羽根東町 7
80 医療法人十全会三嶋内科病院 岡崎市 六供町 12
81 医療法人神谷内科 岡崎市 大西 25



保健所 医療機関名 所在地 2019年度届出数
82 一宮保健所 医療法人来光会尾洲病院 一宮市 浅井町 8
83 大雄会クリニック 一宮市 大江 106
84 総合大雄会病院 一宮市 桜 342
85 医療法人尾張健友会千秋病院 一宮市 千秋町 78
86 医療法人山下病院 一宮市 中町 447
87 大雄会第一病院 一宮市 羽衣 147
88 ☆ 一宮市立市民病院 一宮市 文京 1,454
89 一宮西病院 一宮市 開明 994
90 一宮市立木曽川市民病院 一宮市 木曽川町 89
91 尾西記念病院 一宮市 富田 36
92 医療法人泰玄会泰玄会病院 一宮市 東五城 120
93 稲沢市民病院 稲沢市 長束町 288
94 たいらクリニック 稲沢市 大塚南 2
95 厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 稲沢市 祖父江町 172
96 瀬戸保健所 ☆ 公立陶生病院 瀬戸市 西追分町 1,303
97 労働者健康安全機構旭労災病院 尾張旭市 平子町 264
98 いながきクリニック 尾張旭市 根の鼻町　 1
99 深谷胃腸科外科 豊明市 大久伝町 46

100 ☆ 藤田医科大学病院 豊明市 沓掛町 3,424
101 医療法人大医会日進おりど病院 日進市 折戸町 128
102 医療法人財団愛泉会愛知国際病院 日進市 米野木町 183
103 〇 愛知医科大学病院 長久手市 岩作雁又 2,199
104 あいち肝胆膵ホスピタル 愛知郡 東郷町 24
105 半田保健所 医療法人双葉会藤田病院 半田市 泉町 4
106 ☆ 半田市立半田病院 半田市 東洋町 1,208
107 医療法人共生会みどりの風南知多病院 知多郡 南知多町 1
108 厚生農業協同組合連合会知多厚生病院 知多郡 美浜町 195
109 渡辺病院 知多郡 美浜町 65
110 石川病院（武豊町） 知多郡 武豊町 6
111 春日井保健所 春日井リハビリテーション病院 春日井市 神屋町 10
112 療育総合センター中央病院 春日井市 神屋町 1
113 医療法人光寿会光寿会春日井病院 春日井市 下原町 2
114 〇 春日井市民病院 春日井市 鷹来町 3,043
115 医療法人宏生会高森台病院 春日井市 高森台 2
116 医療法人社団喜峰会東海記念病院 春日井市 廻間町 117
117 灰本クリニック 春日井市 弥生町 40
118 ☆ 小牧市民病院 小牧市 常普請 1,740
119 小牧第一病院 小牧市 中央 99
120 豊川保健所 豊川市民病院 豊川市 八幡町 1,198
121 総合青山病院 豊川市 小坂井町 256
122 蒲郡市民病院 蒲郡市 平田町 150
123 厚生農業協同組合連合会渥美病院 田原市 神戸町 249
124 津島保健所 津島市民病院 津島市 橘町 739
125 偕行会リハビリテーション病院 弥富市 神戸 5
126 ☆ 厚生農業協同組合連合会海南病院 弥富市 前ヶ須町 1,619
127 あま市民病院 あま市 甚目寺 146
128 西尾保健所 西尾市民病院 西尾市 熊味町 479
129 すずきクリニック 西尾市 矢曽根町 3
130 江南保健所 社会医療法人志聖会総合犬山中央病院 犬山市 五郎丸 140
131 〇 厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 江南市 高屋町 1,538
132 佐藤病院（江南市） 江南市 上奈良町 5
133 岩倉病院 岩倉市 川井町 28
134 新城保健所 新城市民病院 新城市 北畑 211
135 知多保健所 常滑市民病院 常滑市 飛香台 70
136 小嶋病院 東海市 大田町 29
137 公立西知多総合病院 東海市 中ノ池 792
138 医療法人共和会共和病院 大府市 梶田町 14
139 国立長寿医療研究センター 大府市 森岡町 357
140 知多小嶋記念病院 知多市 新和 76
141 清洲保健所 はるひ呼吸器病院 清須市 春日 67
142 光寿会リハビリ病院 北名古屋市 九之坪 1
143 医療法人済衆館済衆館病院 北名古屋市 鹿田 257
144 衣浦東部保健所 医療法人愛生館小林記念病院 碧南市 新川町 81
145 碧南市民病院 碧南市 平和町 379
146 医療法人松和会新川中央病院 碧南市 松江町 1
147 医療法人明和会辻村外科病院 刈谷市 井ヶ谷町 3
148 〇 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 刈谷市 住吉町 1,786
149 ☆ 厚生農業協同組合連合会安城更生病院 安城市 安城町 2,275
150 医療法人碧友会堀尾安城病院 安城市 新田町 6
151 社会医療法人財団新和会八千代病院 安城市 住吉町 377
152 医療法人秋田病院 知立市 宝 12

計 74,401

保健所、医療機関名及び所在地は2020年現在のもの。

★ 都道府県がん診療連携拠点病院　  名古屋市内 病院　（59機関） 32,823件
☆ 地域がん診療連携拠点病院 診療所（ 2機関） 64件
○ がん診療拠点病院（県指定） 名古屋市外 病院　（84機関） 41,291件
(各拠点病院は2020年9月現在のもの。） 診療所（ 7機関） 223件

その他 なし


