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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
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病院
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精神科
病院
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534 971 53 143 151 177 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
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緩和ケア
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35 7 204 88 77 106

※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。
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救急医療・
災害時の医療
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　今回7病院が認定期限切れ等となり、6病院が新規病院として
　認定されたため、認定病院数は2,042病院となります。
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 《 認定状況のご案内 》

5月6日付けで、病院機能評価における審査の結果、31病院(新規等6病院・更新25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

2,042 2,043病院

現在の認定数合計
救急医療機能※3

13

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能※3

46

現在の認定数合計
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種別 病　院　名 都道府県
継続認定
回数※

一般病院１ 福島県立南会津病院 福島県 ★★★★

一般病院１ 医療法人社団桐光会　調布病院 東京都 ★★★★

一般病院１ 社会福祉法人あそか会あそか病院 東京都 ★

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 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷淡路病院 兵庫県 ★

一般病院１ 徳島健康生活協同組合　徳島健生病院 徳島県 ★★★★

一般病院１ 社会医療法人玄州会光武内科循環器科病院 長崎県 ★

一般病院２ 社会医療法人　博愛会　菅間記念病院 栃木県 ★★★★

一般病院２ 医療法人社団翠明会　山王病院 千葉県 ★★★★

一般病院２ 医療法人財団　荻窪病院 東京都 ★★★★★

一般病院２ 社会福祉法人恩賜財団　済生会横浜市東部病院 神奈川県 ★★★

一般病院２ 杉田玄白記念公立小浜病院 福井県 ★★★★

一般病院２ JA静岡厚生連　遠州病院 静岡県 ★

一般病院２ 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院 京都府 ★★★★★

一般病院２ 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 ★★

一般病院２ 独立行政法人　労働者健康安全機構　和歌山労災病院 和歌山県 ★★★

一般病院２ 医療法人社団おると会　浜脇整形外科病院 広島県 ★★★★★

一般病院２ 地域医療支援病院　オープンシステム　徳山医師会病院 山口県 ★★★★

一般病院２ 山陽小野田市民病院 山口県 ★

一般病院２ 徳島赤十字病院 徳島県 ★★★★★

※★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）

5月6日に認定した31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 市立宇和島病院 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 医療法人徳洲会　中部徳洲会病院 沖縄県 ★★★★

一般病院３ 愛知医科大学病院 愛知県 ★★★★

リハビリテーション
病院 医療法人三愛会　埼玉みさと総合リハビリテーション病院 埼玉県 ★★★★

リハビリテーション
病院 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 ★★

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 医療法人社団明雄会　北所沢病院 埼玉県 ★★

慢性期病院 独立行政法人国立病院機構　医王病院 石川県 ★

慢性期病院 独立行政法人国立病院機構　奈良医療センター 奈良県 ★★

精神科病院 特定医療法人群馬会　群馬病院 群馬県 ★★★★

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

一般病院1 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

一般病院2 独立行政法人国立病院機構　奈良医療センター 奈良県

リハビリテーション
病院 社会福祉法人あそか会あそか病院 東京都

リハビリテーション
病院 地域医療支援病院　オープンシステム　徳山医師会病院 山口県

慢性期病院 社会医療法人　博愛会　菅間記念病院 栃木県

慢性期病院 地域医療支援病院　オープンシステム　徳山医師会病院 山口県

精神科病院 杉田玄白記念公立小浜病院 福井県

精神科病院 愛知医科大学病院 愛知県

5月6日に認定した8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 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院 京都府 ★★★★

リハビリテーション
（回復期） 東京都リハビリテーション病院 東京都 ★

5月6日時点で認定した2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


