
保健所 医療機関名 所在地 2020年届出件数

1 千種保健所 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 千種区 若水 8

2 ★ 愛知県がんセンター 千種区 鹿子殿 7

3 医療法人吉田病院 千種区 大久手 7

4 国家公務員共済組合連合会　東海病院 千種区 千代田橋 5

5 医療法人和伸会　和田内科病院 千種区 今池南 2

6 ちくさ病院 千種区 今池南 1

7 東保健所 医療法人すみれ会　中央病院 東区 東桜 6

8 AOI名古屋病院 東区 東桜 4

9 北保健所 医療法人愛生会　総合上飯田第一病院 北区 上飯田北町 47

10 ☆ 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 北区 平手町 6

11 北医療生活協同組合　北病院 北区 上飯田南町 2

12 社会医療法人大真会　大隈病院 北区 大曽根 3

13 西保健所 名鉄病院 西区 栄生 19

14 中村保健所 ☆ 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 中村区 道下町 13

15 医療法人誠心会　大菅病院 中村区 大宮町 4

16 医療法人衆済会　増子記念病院 中村区 竹橋町 6

17 医療法人珪山会　鵜飼病院 中村区 寿町 6

18 名古屋セントラル病院 中村区 太閤 14

19 医療法人北林会　北林病院 中村区 中村町 1

20 偕行会城西病院 中村区 北畑町 8

21 中保健所 国家公務員共済組合連合会名城病院（愛知県） 中区 三の丸 2

22 中日病院 中区 丸の内 7

23 医療法人聖真会　横山記念病院（愛知県） 中区 千代田 4

24 医療法人勝又病院 中区 新栄 5

25 ＮＴＴ西日本東海病院 中区 松原 1

26 ☆ 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 中区 三の丸 6

27 昭和保健所 ☆ 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 昭和区 妙見町 17

28 医療法人生寿会　かわな病院 昭和区 山花町 15

29 医療法人安正会　安井病院 昭和区 滝子町 1

30 ☆ 名古屋大学医学部附属病院 昭和区 鶴舞町 9

31 瑞穂保健所 ブラザー記念病院 瑞穂区 塩入町 3

32 医療法人大仁会　高木病院 瑞穂区 瑞穂通 1

33 稲熊病院 瑞穂区 豊岡通 5

34 ☆ 名古屋市立大学病院 瑞穂区 瑞穂町 13

35 熱田保健所 医療法人三恵会　服部病院 熱田区 沢上 3

36 みなと医療生活協同組合協立総合病院 熱田区 五番町 8

37 医療法人杏園会　熱田リハビリテーション病院 熱田区 六番 1

38 中川保健所 〇 名古屋掖済会病院 中川区 松年町 18

39 藤田医科大学ばんたね病院 中川区 尾頭橋 3

40 名古屋共立病院 中川区 法華 2

41 名古屋西病院 中川区 荒子 6

42 医療法人親和会　富田病院 中川区 かの里 6

43 医療法人正進会　名古屋泌尿器科病院 中川区 松葉町 1

44 社会福祉法人共愛会　共愛病院 中川区 下之一色町 3

45 医療法人聖真会　春田仁愛病院 中川区 東春田 2

46 医療法人生生会　まつかげシニアホスピタル 中川区 打出 1

47 港保健所 公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会　臨港病院 港区 名港 8

48 〇 独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院 港区 港明 1

49 医療法人幸会　南陽病院 港区 小賀須 3

50 東洋病院（愛知県） 港区 正保町 8

51 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 2

52 医療法人笠寺病院 南区 松池町 9

53 医療法人名南会　名南病院 南区 南陽通 3

54 〇 大同病院（愛知県） 南区 白水町 7

55 医療法人山和会　山口病院 南区 加福本通 1

56 医療法人緑翔会　小松病院 南区 前浜通 1

57 北村病院（愛知県） 南区 菊住 1

58 守山保健所 医療法人有仁会　守山友愛病院 守山区 瀬古東 1

59 医療法人和光会　川島病院 守山区 白山 3

60 森孝病院 守山区 四軒家 1

61 緑保健所 名古屋市立緑市民病院 緑区 潮見が丘 8

62 第一なるみ病院 緑区 細口 3

63 医療法人清水会　相生山病院 緑区 藤塚 19

64 総合病院南生協病院 緑区 南大高 8

悪性新生物遡り調査協力医療機関　（2020年度実施、2018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（2021年9月30日現在）。



保健所 医療機関名 所在地 2020年届出件数

65 名東保健所 名古屋市厚生院 名東区 勢子坊 1

66 医療法人愛希会　前田医院 名東区 梅森坂 1

67 医療法人杉山会　すぎやま病院 名東区 社台 4

68 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 名東区 梅森坂 10

69 医療法人博報会　いのこし病院 名東区 猪子石 2

70 天白保健所 八事病院 天白区 塩釜口 5

71 〇 名古屋記念病院 天白区 平針４ 4

72 医療法人東樹会　東樹会病院 天白区 原 1

73 豊橋市保健所 ☆ 豊橋市民病院 豊橋市 青竹町 13

74 光生会病院 豊橋市 吾妻町 25

75 成田記念病院 豊橋市 羽根井 2

76 二川病院 豊橋市 大岩町 3

77 医療法人豊岡会　豊橋元町病院 豊橋市 南大清水町 3

78 医療法人義興会　可知記念病院 豊橋市 南大清水町 3

79 光生会赤岩病院 豊橋市 多米町 17

80 医療法人さわらび会　福祉村病院 豊橋市 野依町 8

81 医療法人羔羊会　弥生病院 豊橋市 弥生町 2

82 医療法人澄心会　豊橋ハートセンター 豊橋市 大山町 2

83 岩屋病院 豊橋市 岩屋町 2

84 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市 飯村町 9

85 吉田方クリニック 豊橋市 吉川町 1

86 医療法人緑ヶ丘医院 豊橋市 忠興 2

87 田代ひ尿器科 豊橋市 浜道町 3

88 医療法人松崎病院豊橋こころのケアセンター 豊橋市 三本木町 1

89 医療法人積善会　第二積善病院 豊橋市 大岩町 4

90 岡崎市保健所 ☆ 岡崎市民病院 岡崎市 高隆寺町 15

91 岡崎市立愛知病院 岡崎市 欠町 22

92 医療法人山武会　岡崎南病院 岡崎市 羽根東町 3

93 医療法人十全会　三嶋内科病院 岡崎市 六供町 8

94 医療法人博報会　岡崎東病院 岡崎市 洞町 3

95 医療法人鉄友会宇野病院 岡崎市 中岡崎町 6

96 医療法人大朋会　岡崎共立病院 岡崎市 羽根町 2

97 サイトウ正クリニック 岡崎市 久後崎 2

98 愛知医科大学メディカルセンター 岡崎市 仁木町 2

99 医療法人葵　葵セントラル病院 岡崎市 中田町 1

100 一宮市保健所 総合大雄会病院 一宮市 桜 16

101 ☆ 一宮市立市民病院 一宮市 文京 12

102 大雄会第一病院 一宮市 羽衣 5

103 医療法人山下病院 一宮市 中町 12

104 医療法人尾張健友会　千秋病院 一宮市 千秋町 6

105 上林記念病院 一宮市 奥町 13

106 一宮西病院 一宮市 開明 8

107 大雄会クリニック 一宮市 大江 1

108 医療法人泰玄会　泰玄会病院 一宮市 東五城 1

109 一宮市立木曽川市民病院 一宮市 木曽川町 2

110 いまむら病院 一宮市 今伊勢町 2

111 瀬戸保健所 医療法人宏和会　あさい病院 瀬戸市 矢形町 2

112 ☆ 公立陶生病院 瀬戸市 西追分町 4

113 医療法人青山病院 瀬戸市 南山町 1

114 医療法人青和会　中央病院 瀬戸市 陶原町 1

115 医療法人宏和会　瀬戸みどりのまち病院 瀬戸市 緑町２ 6

116 医療法人宏生会　水野病院 瀬戸市 小田妻町 1

117 独立行政法人労働者健康安全機構　旭労災病院 尾張旭市 平子町 32

118 せとかいどう花井クリニック 尾張旭市 印場元町 1

119 ☆ 藤田医科大学病院 豊明市 沓掛町 14

120 医療法人大医会　日進おりど病院 日進市 折戸町 5

121 医療法人財団愛泉会　愛知国際病院 日進市 米野木町 4

122 あいち肝胆膵ホスピタル 愛知郡 東郷町 10

123 ☆ 愛知医科大学病院 長久手市 岩作 9

124 医療法人橘会　東名病院 長久手 作田 6

125 清須保健所 はるひ呼吸器病院 清須市 春日流 3

126 医療法人生寿会　五条川リハビリテーション病院 清須市 春日 2

127 医療法人済衆館　済衆館病院 北名古屋市 鹿田 13

128 医療法人光寿会　光寿会リハビリテーション病院 北名古屋市 九之坪 1

129 稲沢市民病院 稲沢市 長束町 5

130 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院 稲沢市 祖父江町 13

131 オリーブ内科クリニック 稲沢市 正明寺 2

132 医療法人六輪会　六輪病院 稲沢市 平和町 3



保健所 医療機関名 所在地 2020年届出件数

133 半田保健所 ☆ 半田市立半田病院 半田市 東洋町 7

134 医療法人一草会　一ノ草病院 半田市 長根町 1

135 医療法人赫和会　杉石病院 知多郡 武豊町 13

136 愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院 知多郡 美浜町 17

137 渡辺病院（愛知県） 知多郡 美浜町 1

138 石川病院（武豊町） 知多郡 武豊町 4

139 春日井保健所 〇 春日井市民病院 春日井市 鷹来町 8

140 医療法人陽和会　春日井リハビリテーション病院 春日井市 神屋町 9

141 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院 春日井市 高蔵寺町 35

142 医療法人晴和会　あさひが丘ホスピタル 春日井市 神屋町 2

143 かちがわ北病院 春日井市 角崎町 1

144 ☆ 小牧市民病院 小牧市 常普請 13

145 小牧第一病院 小牧市 中央 3

146 豊川保健所 豊川市民病院 豊川市 八幡町 8

147 共立荻野病院 豊川市 三上町 5

148 国府病院 豊川市 久保町 2

149 医療法人　桃源堂後藤病院 豊川市 桜木通 2

150 医療法人聖俊会　樋口病院 豊川市 諏訪 4

151 総合青山病院 豊川市 小坂井 4

152 医療法人啓仁会　豊川さくら病院 豊川市 市田町 2

153 蒲郡市民病院 蒲郡市 平田町 23

154 医療法人積善会　蒲郡東部病院 蒲郡市 大塚町 14

155 医療法人北辰会　蒲郡厚生館病院 蒲郡市 栄町 8

156 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院 田原市 神戸町 4

157 津島保健所 津島市民病院 津島市 橘町 8

158 医療法人三善会　津島中央病院 津島市 葉苅町 5

159 医療法人宏徳会　安藤病院 津島市 唐臼町 6

160 船入病院 海部郡 蟹江町 1

161 ☆ 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院（愛知県） 弥富市 前ケ須 27

162 あま市民病院 あま市 甚目寺 1

163 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 4

164 医療法人十喜会　加藤病院 碧南市 松本町 4

165 医療法人松和会　新川中央病院 碧南市 松江町 1

166 碧南市民病院 碧南市 平和町 8

167 〇 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 刈谷市 住吉町 27

168 一里山・今井病院 刈谷市 一里山町 1

169 ☆ 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 安城市 安城町 16

170 社会医療法人財団新和会　八千代病院（愛知県） 安城市 住吉町 23

171 医療法人深谷会　富士病院 知立市 牛田町 2

172 医療法人秋田病院 知立市 宝 5

173 医療法人豊田会高浜豊田病院 高浜市 湯山町 3

174 豊田市保健所 ☆ 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院 豊田市 浄水町 6

175 〇 トヨタ記念病院 豊田市 平和町 7

176 豊田地域医療センター（愛知県） 豊田市 西山町 8

177 医療法人社団以心会　中野胃腸病院 豊田市 駒新町 2

178 医療法人豊寿会　斉藤病院 豊田市 四郷町 2

179 医療法人若宮会　菊池病院 豊田市 若宮町 2

180 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病院 豊田市 岩神町 6

181 豊田若竹病院 豊田市 竹元町 1

182 西尾保健所 医療法人田中会　西尾病院 西尾市 和泉町 5

183 西尾市民病院 西尾市 熊味町 4

184 山尾病院 西尾市 桜木町 11

185 医療法人社団福祉会　高須病院（愛知県） 西尾市 一色町 10

186 あいちリハビリテーション病院 西尾市 江原町 1

187 江南保健所 犬山病院 犬山市 塔野地 5

188 社会医療法人志聖会　総合犬山中央病院 犬山市 五郎丸 8

189 岩倉病院（愛知県） 岩倉市 川井町 1

190 〇 愛知県厚生農業協同組合連合会　江南厚生病院 江南市 高屋町 13

191 永仁会　佐藤病院 江南市 上奈良町 3

192 さくら総合病院 丹羽郡 大口町 22

193 知多保健所 常滑市民病院 常滑市 飛香台 31

194 小嶋病院 東海市 大田町 4

195 公立西知多総合病院 東海市 中ノ池 20

196 医療法人共和会　共和病院 大府市 梶田町 1

197 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 大府市 森岡町 15

198 あいち小児保健医療総合センター 大府市 森岡町 1

199 医療法人平病院（愛知県） 知多市 新舞子 2



保健所 医療機関名 所在地 2020年届出件数

200 新城保健所 医療法人長生会　茶臼山厚生病院 新城市 富沢 2

201 医療法人寿泉会　今泉病院 新城市 宮ノ前 1

202 医療法人星野病院 新城市 大野 4

203 新城市民病院 新城市 北畑 12

204 東栄町国民健康保険　東栄病院（愛知県） 北設楽郡 東栄町 4

計 1,353

保健所、医療機関名及び所在地は2021年4月現在のもの。 依頼医療機関 230機関

回答医療機関 204機関

★ 都道府県がん診療連携拠点病院　  回答率（％） 89%

☆ 地域がん診療連携拠点病院

○ がん診療拠点病院（県指定） 調査票依頼数合計 1,464件

(各拠点病院は2021年9月現在のもの。） 調査票回答数合計 1,353件

調査票回答割合（％） 92%


