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前回までの認定病院数

＜認定病院の内訳＞
一般病院

１

一般病院

２

一般病院

３
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

病院
慢性期
病院

精神科
病院

緩和ケア
病院

534 972 48 145 155 178 13

※1　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）

＜副機能※2の認定病院数＞
一般病院

１

一般病院

２

一般病院

３
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

病院
慢性期
病院

精神科
病院

緩和ケア
病院

35 7 202 90 76 104

※2　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

＜高度・専門機能評価の認定＞

　※2019年10月1日より審査を開始

＜付加機能評価の認定＞

※3　2019年9月30日で付加機能評価（救急・リハ）の審査を終了し、10月1日より高度・専門機能評価に移行
※4　2013年3月31日で付加機能評価（緩和ケア）の審査を終了し、4月1日以降は本体審査　機能種別版の緩和ケア病院に移行
　　なお、2020年8月末日で付加機能評価（緩和ケア）の認定病院は、０となりました。

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。

　今回7病院が認定期限切れ等となり、3病院が新規病院として
　認定されたため、認定病院数は2,045病院となります。
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 《 認定状況のご案内 》

2月4日付けで、病院機能評価における審査の結果、33病院(新規3病院・更新30病院）を
認定しましたので、ご案内申し上げます。

現在の認定病院数

2,045 2,049病院

現在の認定数合計
救急医療機能※3

18

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能※3

49

現在の認定数合計 514

緩和ケア機能※4

0

機能種別版
3rdG:Ver.1.0～

※1
2,045

現在の認定数合計

救急医療・
災害時の医療

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
（回復期）

7 18
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種別 病　院　名 都道府県
継続認定
回数※

一般病院１
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会
神奈川県病院

神奈川県 ★★

一般病院１ 医療法人崇徳会　長岡西病院 新潟県 ★★★★★

一般病院１ 特定医療法人泰玄会　泰玄会病院 愛知県 ★★★★

一般病院１ 東近江敬愛病院 滋賀県 ★

一般病院１ 医療法人回生会（社団）　京都回生病院 京都府 ★★★★

一般病院１ 広島県厚生農業協同組合連合会　吉田総合病院 広島県 ★★★★

一般病院１ 社会医療法人社団沼南会　沼隈病院 広島県 ★★★★

一般病院１ 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　香川県済生会病院 香川県 ★★

一般病院１ 医療法人同信会　福岡整形外科病院 福岡県 ★★★★

一般病院１ 福岡大学西新病院 福岡県 ★★

一般病院１ 大分記念病院 大分県 ★★★★

一般病院２ 福島県厚生農業協同組合連合会　白河厚生総合病院 福島県 ★★

一般病院２ 船橋市立医療センター 千葉県 ★★★★★

一般病院２ 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター 神奈川県 ★★★★

一般病院２ 公益社団法人地域医療振興協会　横須賀市立うわまち病院 神奈川県 ★★★★

一般病院２ 横浜市立市民病院 神奈川県 ★★★★

一般病院２ 新潟県立新発田病院 新潟県 ★★

一般病院２ 福井県立病院 福井県 ★★★★

一般病院２ 岐阜県立多治見病院 岐阜県 ★★★★★

一般病院２ 春日井市民病院 愛知県 ★★★★★

※★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4日に認定した33病院(3rdG：Ver.2.0　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.2.0
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種別 病　院　名 都道府県
継続認定
回数※

一般病院２ 名古屋掖済会病院 愛知県 ★★★★★

一般病院２ 高島市民病院 滋賀県 ★★

一般病院２ 公益社団法人京都保健会　京都民医連中央病院 京都府 ★★★★

一般病院２
宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院

大阪府 ★★

一般病院２ 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 ★★

一般病院２ 福岡大学筑紫病院 福岡県 ★

一般病院２ 熊本市立熊本市民病院 熊本県 ★★

一般病院３ 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 ★★★★

リハビリテーション
病院 医療法人社団健育会　ねりま健育会病院 東京都 ★

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

慢性期病院 医療法人和同会　広島グリーンヒル病院 広島県 ★★★★

精神科病院 医療法人社団五風会　さっぽろ香雪病院 北海道 ★★★★

精神科病院 医療法人社団　哺育会　横浜相原病院 神奈川県 ★★

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.2.0
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種別 病　院　名 都道府県

リハビリテーション
病院 医療法人崇徳会　長岡西病院 新潟県

リハビリテーション
病院 公益社団法人京都保健会　京都民医連中央病院 京都府

慢性期病院 広島県厚生農業協同組合連合会　吉田総合病院 広島県

慢性期病院 大分記念病院 大分県

精神科病院 新潟県立新発田病院 新潟県

精神科病院 福井県立病院 福井県

精神科病院 広島県厚生農業協同組合連合会　吉田総合病院 広島県

緩和ケア病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会
神奈川県病院

神奈川県

緩和ケア病院 岐阜県立多治見病院 岐阜県

緩和ケア病院 公益社団法人京都保健会　京都民医連中央病院 京都府

種別 病　院　名 都道府県

リハビリテーション
病院 社会福祉法人信愛報恩会　信愛病院 東京都

2月4日に認定した10病院(3rdG：Ver.2.0　副機能)

1月4日に認定した1病院(3rdG：Ver.2.0　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.2.0
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救急医療・
災害時の医療 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター 神奈川県 ★

リハビリテーション
（回復期） 社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院 北海道 ★★★★

リハビリテーション
（回復期） 医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院 愛知県 ★★★

2月4日時点で認定した3病院(高度・専門機能)

※★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
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 高度・専門機能


