
 

 

認定病院一覧 

高度・専門機能評価  

2021年 1月 4日時点 
 

 

高度・専門機能評価 

高度・専門機能評価は、本体審査（主たる機能種別・副機能）とは別に、専門領域

においてより高い水準で評価を行います。救急医療・災害時の医療、リハビリテーシ

ョン(回復期)に特化した 2つの評価項目があり、受審には、以下の要件が必要となり

ます。 

 

共通要件 認定病院または、本体審査を受審している病院 

個別要件 

救急医療・ 

災害時の医療 

地域において高次救急機能を担う病院で、以下のいずれか

を満たす病院。 

(1) 三次救急を担う病院 

(2) 上記に準ずる病院 

リハビリテーション

（回復期） 

地域において高い水準の回復期リハビリテーション機能を

担う病院で、以下のすべてを満たす病院 

(1) 主たる機能種別または副機能にて「リハビリテーショ

ン病院」を受審していること。 

(2) 回復期リハビリテーションを継続的に行うための適切

な体制が整っていること。（受審申込時点での診療報酬

（回復期リハビリテーション病棟入院料）の上位区分

で規定される施設基準を参考とする） 

(3) 常勤の「公益社団法人日本リハビリテーション医学会 

リハビリテーション科専門医」が回復期リハビリテー

ション病棟において、主治医または担当医として従事

していること。 

(4) 回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテー

ション提供単位数が 1 日当たり平均 6 単位以上である

こと。 



 

 

 

 

 

 

 

認定病院一覧 

救急医療・災害時の医療 

（高度・専門機能） 

2021年 1月 4日時点 

 



JQ 2021/01/19

救急医療・
災害時の医療 京都第一赤十字病院 京都府 2020年1月 ★★★★

救急医療・
災害時の医療 岩手県立中央病院 岩手県 2020年4月 ★★★

救急医療・
災害時の医療 さいたま赤十字病院 埼玉県 2020年4月 ★★

救急医療・
災害時の医療 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 京都府 2020年5月 ★★

救急医療・災害時の医療 (高度・専門機能)
2021年1月4日時点　4病院

※★の数はこれまでの付加機能から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
最新認定

年月
継続認定

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 高度・専門機能



 

 

 

 

 

 

 

認定病院一覧 

リハビリテーション（回復期） 

（高度・専門機能） 

2021年 1月 4日時点 

 
 

 



JQ 2021/01/19

リハビリテーション
（回復期） 医療法人社団保健会東京湾岸リハビリテーション病院 千葉県 2020年1月 ★★★

リハビリテーション
（回復期） 汐田総合病院 神奈川県 2020年4月 ★★

リハビリテーション
（回復期） 農協共済別府リハビリテーションセンター 大分県 2020年4月 ★★

リハビリテーション
（回復期） 社会医療法人　寿量会　熊本機能病院 熊本県 2020年5月 ★★★

リハビリテーション
（回復期） 藤田医科大学七栗記念病院 三重県 2020年11月 ★★★★

リハビリテーション
（回復期） 医療法人かぶとやま会　久留米リハビリテーション病院 福岡県 2020年12月 ★★

リハビリテーション
（回復期） 医療法人社団行陵会　京都近衛リハビリテーション病院 京都府 2021年1月 ★

リハビリテーション（回復期） (高度・専門機能)
2021年1月4日時点　7病院

※★の数はこれまでの付加機能から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
最新認定

年月
継続認定

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 高度・専門機能



 

 

認定病院一覧 

付加機能評価  

2021年 1月 4日時点 
 

 

 

付加機能評価 

付加機能評価は、本体審査（主たる機能種別・副機能）とは別に、専門領域におい

てより高い水準で評価を行います。救急医療機能、リハビリテーション機能 (回復期)、

緩和ケア機能に特化した３つの評価項目があり、受審には、以下の要件が必要となり

ます。 

 

共通要件 認定病院または、本体審査を受審している病院 

個別要件 

救急医療機能 

地域における高次救急（三次救急医療、もしくはそれに準

ずる救急医療）を担うことを役割としている病院 

※付加機能評価（救急医療機能）の訪問審査は 2019 年 9

月 30 日で終了し、10 月 1 日より高度・専門機能評価（救

急医療・災害時の医療に移行しました。 

リハビリテーション

機能（回復期） 

本体審査の主たる機能種別または副機能にて「機能種別 

リハビリテーション病院」を受審した病院で回復期リハビ

リテーション病棟入院料の施設基準を取得している病院 

※付加機能評価（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能）の訪問審査は 2019年 9

月 30 日で終了し、10 月 1 日より高度・専門機能評価（リ

ハビリテーション（回復期））に移行しました。 

緩和ケア機能 

緩和ケア病棟もしくはホスピスを保有している病院 

（緩和ケア機能の訪問審査は 2015年 3月 31日で終了しま

した。） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

認定病院一覧 

救急医療機能（付加機能） 

2021年 1月 4日時点 

 



JQ 2021/01/19

救急医療機能 昭和大学病院 東京都 2015年3月 ★

救急医療機能 高知赤十字病院 高知県 2016年1月 ★

救急医療機能 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院 東京都 2016年4月 ★★

救急医療機能 新潟市民病院 新潟県 2016年4月 ★★★

救急医療機能 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院 長野県 2016年5月 ★★

救急医療機能 大阪府三島救命救急センター 大阪府 2016年6月 ★★

救急医療機能 医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院 京都府 2016年9月 ★

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 2017年2月 ★

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 2017年2月 ★★★

救急医療機能 愛媛県立中央病院 愛媛県 2017年4月 ★

救急医療機能
社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷三方原病院

静岡県 2017年8月 ★★

救急医療機能 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 東京都 2017年9月 ★★

救急医療機能
公益財団法人筑波メディカルセンター
筑波メディカルセンター病院

茨城県 2018年2月 ★

救急医療機能 社会医療法人大成会　福岡記念病院 福岡県 2018年10月 ★★

救急医療機能 　社会医療法人近森会　近森病院 高知県 2019年1月 ★★

救急医療機能 　独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター 熊本県 2019年1月 ★★

救急医療機能 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 2019年4月 ★★

救急医療機能 地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院 千葉県 2019年6月 ★★★★

救急医療機能 熊本赤十字病院 熊本県 2019年6月 ★★

救急医療機能 島根県立中央病院 島根県 2019年11月 ★

都道府県

※★の数はこれまでの継続認定回数を表します
(2013年4月以降に受審された病院の認定証にも同様に記載）

病　院　名

救急医療機能 (付加機能)
2021年1月4日時点　20病院

継続認定
回数※

種別
最新認定

年月

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 高度・専門機能



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定病院一覧 

リハビリテーション機能（付加機能） 

2021年 1月 4日時点 

 

 
 



JQ 2021/01/19

リハビリテーション
機能 やわたメディカルセンター 石川県 2015年8月 ★

リハビリテーション
機能 社会福祉法人こうほうえん　錦海リハビリテーション病院 鳥取県 2015年10月 ★

リハビリテーション
機能 社会医療法人社団熊本丸田会　熊本リハビリテーション病院 熊本県 2015年12月 ★★★

リハビリテーション
機能 医療法人偕行会　偕行会リハビリテーション病院 愛知県 2016年2月 ★

リハビリテーション
機能 社会医療法人　河北医療財団　河北リハビリテーション病院 東京都 2016年3月 ★★★

リハビリテーション
機能 医療法人社団平成醫塾　苫小牧東病院 北海道 2016年5月 ★★★

リハビリテーション
機能 医療法人社団帰厚堂　南昌病院 岩手県 2016年6月 ★★★

リハビリテーション
機能 公益財団法人いわてリハビリテーションセンター 岩手県 2016年8月 ★★★

リハビリテーション
機能 医療法人社団輝生会　船橋市立リハビリテーション病院 千葉県 2016年8月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院 愛知県 2016年8月 ★

リハビリテーション
機能 公益社団法人信和会　京都民医連あすかい病院 京都府 2016年9月 ★★

リハビリテーション
機能 医療法人タピック　沖縄リハビリテーションセンター病院 沖縄県 2016年12月 ★

リハビリテーション
機能 社会医療法人社団甲友会　西宮協立リハビリテーション病院 兵庫県 2017年1月 ★★★

リハビリテーション
機能 社会医療法人加納岩　山梨リハビリテーション病院 山梨県 2017年3月 ★

リハビリテーション
機能 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 兵庫県 2017年3月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院 福岡県 2017年3月 ★

リハビリテーション
機能 希望病院 埼玉県 2017年4月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人敬愛会　リハビリテーション天草病院 埼玉県 2017年4月 ★

リハビリテーション
機能 　医療法人社団総生会　麻生リハビリ総合病院 神奈川県 2017年5月 ★

リハビリテーション
機能

　社会福祉法人聖テレジア会
　鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院

神奈川県 2017年5月 ★

リハビリテーション機能 (付加機能)
2021年1月4日時点　59病院

継続認定
回数※

※★の数はこれまでの継続認定回数を表します
(2013年4月以降に受審された病院の認定証にも同様に記載）

種別 病　院　名 都道府県
最新認定

年月

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 高度・専門機能



JQ 2021/01/19

継続認定
回数※

種別 病　院　名 都道府県
最新認定

年月

リハビリテーション
機能 　福井総合病院 福井県 2017年5月 ★

リハビリテーション
機能

　長野県厚生農業協同組合連合会
　鹿教湯三才山リハビリテーションセンター　鹿教湯病院

長野県 2017年5月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人財団百葉の会　湖山リハビリテーション病院 静岡県 2017年6月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院 愛知県 2017年6月 ★★

リハビリテーション
機能 医療法人喬成会　花川病院 北海道 2017年8月 ★

リハビリテーション
機能 独立行政法人地域医療機能推進機構　湯布院病院 大分県 2017年9月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人社団永生会　永生病院 東京都 2017年10月 ★★

リハビリテーション
機能 医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院 東京都 2017年10月 ★★

リハビリテーション
機能 つくばセントラル病院 茨城県 2017年11月 ★★

リハビリテーション
機能 社会医療法人行岡医学研究会　行岡病院 大阪府 2017年11月 ★★

リハビリテーション
機能 社会医療法人大道会　森之宮病院 大阪府 2017年12月 ★★

リハビリテーション
機能 医療法人横浜博萌会　西横浜国際総合病院 神奈川県 2018年1月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人銀門会　甲州リハビリテーション病院 山梨県 2018年1月 ★★★

リハビリテーション
機能 医療法人道南勤労者医療協会函館稜北病院 北海道 2018年2月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人愛広会　新潟リハビリテーション病院 新潟県 2018年4月 ★★

リハビリテーション
機能 医療法人財団慈強会　松山リハビリテーション病院 愛媛県 2018年4月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人博仁会　志村大宮病院 茨城県 2018年5月 ★★

リハビリテーション
機能 茨城県立医療大学付属病院 茨城県 2018年5月 ★

リハビリテーション
機能 浜松市リハビリテーション病院 静岡県 2018年5月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人公生会　竹重病院 長野県 2018年8月 ★★

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 高度・専門機能



JQ 2021/01/19

継続認定
回数※

種別 病　院　名 都道府県
最新認定

年月

リハビリテーション
機能 医療法人回生会　リハビリテーションセンター　熊本回生会病院 熊本県 2018年8月 ★★★

リハビリテーション
機能 医療法人弘遠会　すずかけヘルスケアホスピタル 静岡県 2018年10月 ★

リハビリテーション
機能 八尾はぁとふる病院 大阪府 2018年10月 ★★

リハビリテーション
機能 医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院 広島県 2018年10月 ★★

リハビリテーション
機能 社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院 高知県 2018年10月 ★

リハビリテーション
機能 独立行政法人国立病院機構　東京病院 東京都 2019年1月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人ちゅうざん会　ちゅうざん病院 沖縄県 2019年1月 ★★★

リハビリテーション
機能 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院 沖縄県 2019年1月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人財団医道会　十条武田リハビリテーション病院 京都府 2019年2月 ★

リハビリテーション
機能 京都大原記念病院 京都府 2019年4月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人玉昌会　加治木温泉病院 鹿児島県 2019年4月 ★★★

リハビリテーション
機能 一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院 長崎県 2019年5月 ★★

リハビリテーション
機能 医療法人社団哺育会　杉並リハビリテーション病院 東京都 2019年6月 ★★

リハビリテーション
機能 一般財団法人京都地域医療学際研究所　がくさい病院 京都府 2019年6月 ★

リハビリテーション
機能 社会医療法人敬和会　大分リハビリテーション病院 大分県 2019年6月 ★

リハビリテーション
機能 医療法人社団洛和会　洛和会音羽リハビリテーション病院 京都府 2019年7月 ★

リハビリテーション
機能 公益財団法人宮城厚生協会　坂総合病院 宮城県 2019年10月 ★★

リハビリテーション
機能 社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 大阪府 2019年12月 ★★★★

リハビリテーション
機能 医療法人堀尾会　熊本託麻台リハビリテーション病院 熊本県 2019年12月 ★

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 高度・専門機能


