
子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術登録施設

登録施設（112施設）

010003 国⽴病院機構北海道がんセンター 婦⼈科
010008 ⼿稲渓仁会病院 産婦⼈科
010009 市⽴函館病院 産婦⼈科
010014 ⼩樽市⽴病院 婦⼈科
010025 札幌医科⼤学 産婦⼈科
010027 北海道⼤学病院 婦⼈科
010038 JA北海道厚⽣連 旭川厚⽣病院 産婦⼈科
010040 旭川医科⼤学病院 産婦⼈科
010042 JA北海道厚⽣連帯広厚⽣病院 産婦⼈科
010059 王⼦総合病院 産婦⼈科
030004 岩⼿医科⼤学 産婦⼈科
040004 東北⼤学病院 婦⼈科
040013 仙台医療センター 仙台医療センター
070003 福島県⽴医科⼤学 産婦⼈科
080015 ⽔⼾⾚⼗字病院 産婦⼈科
090016 栃⽊県⽴がんセンター 婦⼈科
100012 群⾺⼤学医学部附属病院 産科婦⼈科
110003 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター 産婦⼈科
110014 越⾕市⽴病院 産婦⼈科
120005 千葉⼤学医学部附属病院 婦⼈科
130009 国⽴がん研究センター中央病院 婦⼈腫瘍科
130013 東京慈恵会医科⼤学附属病院 産婦⼈科
130023 順天堂⼤学 産婦⼈科
130025 ⽇本医科⼤学付属病院 ⼥性診療科・産科
130026 東京⼤学医学部附属病院 ⼥性外科
130046 昭和⼤学病院 産婦⼈科
130074 東京医科⼤学 産婦⼈科
130077 慶應義塾⼤学病院 産婦⼈科
130099 武蔵野⾚⼗字病院 産婦⼈科
130100 杏林⼤学医学部付属病院 産科婦⼈科
130107 国家公務員共済組合連合会⽴川病院 産婦⼈科
130124 佐々⽊研究所附属杏雲堂病院 婦⼈科
130125 がん研究会有明病院 婦⼈科
140012 聖マリアンナ医科⼤学病院 産婦⼈科
140016 横浜労災病院 産婦⼈科
140029 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学附属病院 産婦⼈科
140032 横須賀共済病院 産婦⼈科
140035 横浜市⽴市⺠病院 産婦⼈科
140038 ⼤和市⽴病院 産婦⼈科
140045 ⼩⽥原市⽴病院 産婦⼈科
140046 藤沢市⺠病院 産婦⼈科
140055 東海⼤学付属病院 産婦⼈科
140093 済⽣会横浜市東部病院 産婦⼈科
140102 新百合ヶ丘総合病院 産婦⼈科
140108 川崎幸病院 婦⼈科
150006 ⼭梨⼤学医学部附属病院 産婦⼈科
160006 信州⼤学医学部附属病院 産婦⼈科
160022 ⻑野市⺠病院 婦⼈科
170009 静岡県⽴総合病院 産婦⼈科
170023 聖隷浜松病院 婦⼈科
170051 静岡県⽴静岡がんセンター 婦⼈科
180009 新潟⼤学医⻭学総合病院 産科婦⼈科
190003 富⼭県⽴中央病院 産婦⼈科
200003 ⽯川県⽴中央病院 産婦⼈科
200004 ⾦沢⼤学附属病院 産婦⼈科
220002 岐⾩⼤学医学部附属病院 産科婦⼈科
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230001 豊橋市⺠病院 産婦⼈科
230031 名古屋⼤学 産婦⼈科
230035 藤⽥医科⼤学 産婦⼈科
230036 トヨタ記念病院 産婦⼈科
230040 愛知医科⼤学 産婦⼈科
230047 ⼀宮市⽴市⺠病院 産婦⼈科
230052 愛知県がんセンター 婦⼈科
230053 愛知県厚⽣農業協同組合連合会 豊⽥厚⽣病院 産婦⼈科
240009 三重⼤学医学部附属病院 産婦⼈科
250001 ⼤津⾚⼗字病院 産婦⼈科
250003 滋賀医科⼤学医学部附属病院 ⺟⼦⼥性診療科
250008 滋賀県⽴総合病院 婦⼈科
260003 京都府⽴医科⼤学附属病院 産婦⼈科
260009 京都⼤学医学部附属病院 産婦⼈科
260013 京都桂病院 産婦⼈科
260014 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構京都医療センター 産科婦⼈科
270003 ⽥附興⾵会医学研究所北野病院 産婦⼈科
270007 ⼤阪市⽴総合医療センター 婦⼈科
270009 国⽴病院機構⼤阪医療センター 産婦⼈科
270013 ⼤阪警察病院 産婦⼈科
270014 ⼤阪⾚⼗字病院 産婦⼈科
270022 千船病院 産婦⼈科
270035 ⼤阪⼤学 産科婦⼈科
270041 ⼤阪医科⼤学 産婦⼈科
270042 関⻄医科⼤学附属病院 産婦⼈科
270053 ⼋尾市⽴病院 産婦⼈科
270056 近畿⼤学病院 産婦⼈科
270059 ⽿原総合病院 産婦⼈科
270062 ⼤阪労災病院 産婦⼈科
270067 市⽴⾙塚病院 産婦⼈科
270101 ⼤阪国際がんセンター 婦⼈科
270130 箕⾯市⽴病院 産婦⼈科
270131 関⻄電⼒病院 婦⼈科
280001 神⼾⼤学医学部附属病院 産科婦⼈科
280002 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 産婦⼈科
280015 関⻄労災病院 産婦⼈科
280033 兵庫県⽴がんセンター 婦⼈科
290007 奈良県⽴医科⼤学 産婦⼈科
320003 島根⼤学医学部附属病院 産科婦⼈科
330008 倉敷中央病院 産婦⼈科
330010 倉敷成⼈病センター 産婦⼈科
340007 広島市⺠病院 産科婦⼈科
380006 愛媛⼤学医学部附属病院 産科婦⼈科
400002 北九州市⽴医療センタ− 産婦⼈科
400003 国⽴病院機構⼩倉医療センタ− 産婦⼈科
400008 産業医科⼤学病院 産婦⼈科
400012 九州⼤学病院 産科婦⼈科
400013 福岡⼤学 産婦⼈科
400020 久留⽶⼤学医学部 産婦⼈科
400026 済⽣会福岡総合病院 産婦⼈科
420002 ⻑崎⼤学病院 産科婦⼈科
420013 済⽣会⻑崎病院 産婦⼈科
430004 熊本⾚⼗字病院 産婦⼈科
440005 ⼤分⼤学医学部附属病院 産科婦⼈科
460001 ⿅児島⼤学病院 産婦⼈科
470008 琉球⼤学医学部附属病院 産婦⼈科
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