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＜認定病院の内訳＞

＜副機能※3の認定病院数＞

※3　主たる機能種別以外の重要な機能がある場合、複数の機能種別を受審することが可能

＜付加機能評価の認定＞

別紙に今回の認定病院を示します。累計分については、ホームページをご覧ください。
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 《 認定状況のご案内 》

2月3日付けで、病院機能評価における審査の結果、47病院(新規11病院・更新36病院）を
認定しましたので、ご案内申し上げます。

一般病院

緩和ケア病院

30

緩和ケア病院

1

149

複合病院

38

療養病院

現在の認定病院数

※1　更新審査により機能種別版3rdG：Ver.1.0以降の認定病院へと移行していくため、合計数が減少していきます
※2　病院の役割・機能に応じてもっとも病床数が多い機能を主たる機能種別として1つ選択（主たる機能種別の認定数＝認定病院数）

現在の認定数合計 328
一般病院１ 一般病院２ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 慢性期病院 精神科病院

23 6 136 66 67

現在の認定数合計
救急医療機能 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能 緩和ケア機能

24 52 25

精神科病院

451 770 80 138 149

2,189

統合版
Ver.4.0～6.0

※1

2,189

600

慢性期病院

59

精神科病院

354

機能種別版
3rdG:Ver.1.0～

※2
1,589

一般病院１ 一般病院２ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

・統合版Ver.4.0～6.0は、2002年4月1日以降に受審申込をした病院に対して適用しています。
・機能種別版3rdG：Ver.1.0以降は、下記の病院に対して適用しています。

3rdG：Ver.1.0…2013年4月1日～2015年3月31日に訪問審査を実施
3rdG：Ver.1.1…2015年4月1日以降に訪問審査を実施
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種別 病　院　名 都道府県
継続認定
回数※

一般病院１ 社会医療法人耳鼻咽喉科麻生　北見病院 北海道 ★★★★

一般病院１ 札幌循環器病院 北海道 ★★★

一般病院１ 医療法人社団協友会　東川口病院 埼玉県 ★

一般病院１ 医療法人社団秀峰会　川村病院 静岡県 ★★★

一般病院１ 医療法人社団恵心会　京都武田病院 京都府 ★★★★

一般病院１ 医療法人　医仁会　藤本病院 大阪府 ★★★

一般病院１ 社会医療法人生長会　阪南市民病院 大阪府 ★

一般病院１ 水の都記念病院 徳島県 ★★★

一般病院１ 医療法人創治　竹本病院 高知県 ★★★

一般病院１ 医療法人倫生会　三州病院 宮崎県 ★★★★

一般病院１ 公益社団法人　肝属郡医師会立病院 鹿児島県 ★

一般病院２ 市立千歳市民病院 北海道 ★★★

一般病院２ 津軽保健生活協同組合　健生病院 青森県 ★

一般病院２ 社会医療法人将道会　総合南東北病院 宮城県 ★★★★

一般病院２ 公益財団法人仙台市医療センター　仙台オープン病院 宮城県 ★★★★

一般病院２ 一般財団法人　三友堂病院 山形県 ★★★★

一般病院２ 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院 山形県 ★

一般病院２ 筑波大学附属病院 茨城県 ★★★

一般病院２ 学校法人　獨協学園　獨協医科大学日光医療センター 栃木県 ★

一般病院２ 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 千葉県 ★★

※★の数はこれまでの継続認定回数を表します
(認定証にも同様に記載）

2月3日に認定した47病院(3rdG：Ver.1.1　主機能)

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 3rdG: Ver.1.1
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種別 病　院　名 都道府県
継続認定
回数※

一般病院２ 公益社団法人地域医療振興協会　東京北医療センター 東京都 ★★★

一般病院２ 公立昭和病院 東京都 ★

一般病院２ 医療法人社団亮正会　総合高津中央病院 神奈川県 ★★★★

一般病院２ 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 神奈川県 ★★★★

一般病院２ 長岡赤十字病院 新潟県 ★★★★

一般病院２ 長野赤十字病院 長野県 ★★★★

一般病院２ JA長野厚生連　長野松代総合病院 長野県 ★★★

一般病院２ 春日井市民病院 愛知県 ★★★★

一般病院２ 大津市民病院 滋賀県 ★★

一般病院２ 国家公務員共済組合連合会　大手前病院 大阪府 ★★★

一般病院２ 光市立光総合病院 山口県 ★★

一般病院２ 独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター 愛媛県 ★★★

一般病院２ 高知県立幡多けんみん病院 高知県 ★

一般病院２ 医療法人朝日野会　朝日野総合病院 熊本県 ★★★

一般病院２ 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団　潤和会記念病院 宮崎県 ★★★

リハビリテーション
病院 希望病院 埼玉県 ★

リハビリテーション
病院 医療法人青峰会　真網代くじらリハビリテーション病院 愛媛県 ★★★★

慢性期病院 独立行政法人国立病院機構　山形病院 山形県 ★

慢性期病院 医療法人慈繁会付属　土屋病院 福島県 ★★★★

慢性期病院 医療法人社団明雄会　北所沢病院 埼玉県 ★

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 3rdG: Ver.1.1
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種別 病　院　名 都道府県
継続認定
回数※

慢性期病院 医療法人恵信会　恵信甲府病院 山梨県 ★★

慢性期病院 医療法人全心会　伊勢慶友病院 三重県 ★★★

精神科病院 医療法人社団欣助会　吉祥寺病院 東京都 ★★★★

精神科病院 医療法人微風会　浜寺病院 大阪府 ★★★

精神科病院 医療法人古橋会　揖保川病院 兵庫県 ★★★

精神科病院 医療法人聖ルチア会　聖ルチア病院 福岡県 ★★★★

精神科病院 特定医療法人樟風会　早津江病院 佐賀県 ★★★

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 3rdG: Ver.1.1
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種別 病　院　名 都道府県

リハビリテーション
病院 社会医療法人生長会　阪南市民病院 大阪府

リハビリテーション
病院 医療法人創治　竹本病院 高知県

精神科病院 筑波大学附属病院 茨城県

精神科病院 長野赤十字病院 長野県

精神科病院 医療法人青峰会　真網代くじらリハビリテーション病院 愛媛県

緩和ケア病院 三豊総合病院 香川県

2月3日に認定した6病院(3rdG：Ver.1.1　副機能)

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 3rdG: Ver.1.1
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救急医療機能 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 神奈川県 ★

救急医療機能 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院 京都府 ★★★

2月3日時点で認定した2病院(付加機能)

※★の数はこれまでの継続認定回数を表します
(認定証にも同様に記載）

種別 病　院　名 都道府県
継続更新
回数※

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 付加機能


