
◆ 青梅市立総合病院 名古屋徳洲会総合病院
◆▲北海道大学病院 ＪＣＨＯ東京新宿メディカルセンター 旭労災病院 ★◇広島大学病院
◆◇旭川医科大学病院 関東中央病院 東海記念病院 ◆△国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター

◆△札幌医科大学附属病院 東京労災病院 宇野病院 ◆△国立病院機構福山医療センター
★△国立病院機構北海道がんセンター 三井記念病院 名古屋共立病院 ◆△ ＪＡ広島総合病院
◆△手稲渓仁会病院 北里大学北里研究所病院 成田記念陽子線センター ◆△尾道総合病院
◆△恵佑会札幌病院 東海大学医学部付属東京病院 中電病院
◆△函館五稜郭病院 東京都済生会中央病院 ★◇三重大学医学部附属病院
◆ 日鋼記念病院 河北総合病院 ◆ 鈴鹿中央総合病院 ★△山口大学医学部附属病院

札幌禎心会病院 東大和病院 ◆ 松阪中央総合病院 ◆△国立病院機構岩国医療センター
北海道大野記念病院 荻窪病院 四日市羽津医療センター 山口労災病院
時計台記念病院 東京西徳洲会病院 ◆△伊勢赤十字病院 小郡第一総合病院
東札幌病院 同愛記念病院
札幌乳腺外科クリニック 三楽病院 ★△滋賀県立総合病院 ★△徳島大学病院

久我山病院 ◆◇滋賀医科大学医学部附属病院 ◆ 徳島赤十字病院
国立病院機構弘前病院 西東京中央総合病院 彦根中央病院 阿南医療センター

昭和大学歯科病院 加藤乳腺クリニック
★△岩手医科大学附属病院 野猿峠脳神経外科病院 ★△香川大学医学部附属病院

四谷メディカルキューブ ★▲京都大学医学部附属病院 ◆ 三豊総合病院
◆ 国立病院機構仙台医療センター ◆△京都第二赤十字病院 ◆△香川労災病院
◆ 東北労災病院 ◆△北里大学病院 ◆△国立病院機構京都医療センター たけべ乳腺外科クリニック

東北公済病院 ◆◇聖マリアンナ医科大学病院 ◆△京都市立病院
聖マリアンナ医科大学東横病院 ◆△京都桂病院 ◆△愛媛大学医学部附属病院

★△秋田大学医学部附属病院 ◆△昭和大学横浜市北部病院 洛和会音羽病院 ★◇国立病院機構四国がんセンター
◆ 秋田厚生医療センター ◆△昭和大学藤が丘病院 ◆ 宇治徳洲会病院 愛媛労災病院

能代厚生医療センター ★◇神奈川県立がんセンター 堀川病院
秋田労災病院 ◆ 恩賜財団済生会横浜市東部病院 ★△高知大学医学部附属病院

◆△横浜労災病院 ◆△大阪医科薬科大学病院 伊藤外科乳腺クリニック
山形済生病院 ◆ 関東労災病院 ◆△関西医科大学附属病院

◆△横須賀共済病院 ◆△国立病院機構大阪医療センター ◆◇久留米大学病院
★△福島県立医科大学附属病院 ◆ 相模原協同病院 ◆△大阪市立総合医療センター ◆△国立病院機構九州医療センター

会津中央病院 ◆△湘南鎌倉総合病院 ◆△大阪労災病院 ★△国立病院機構九州がんセンター
◆ 竹田綜合病院 湘南藤沢徳洲会病院 ◆△市立豊中病院 ◆ 飯塚病院

福島労災病院 国立病院機構神奈川病院 大阪府済生会中津病院 ◆△聖マリア病院
◆ 総合南東北病院 石心会川崎幸病院 大阪府済生会吹田病院 ◆△福岡県済生会福岡総合病院

南東北がん陽子線治療センター 菊名記念病院 北野病院 福岡徳洲会病院
南東北医療クリニック 横浜新緑総合病院 JCHO大阪病院(旧：大阪厚生年金病院) ◆ 九州労災病院

西横浜国際総合病院 住友病院 国立病院機構小倉医療センター
◆△筑波大学附属病院 宮川病院 ベルランド総合病院 福岡記念病院
◆ 国立病院機構水戸医療センター 高槻病院 天神会新古賀病院
◆ 日立総合病院 ◆◇新潟大学医歯学総合病院 府中病院 天神会古賀病院２１
◆ 友愛記念病院 新潟労災病院 松下記念病院 佐田病院

燕労災病院 多根総合病院 博愛会病院
★△栃木県立がんセンター 加納総合病院

国立病院機構栃木医療センター ◆ 厚生連高岡病院 千船病院 ★△佐賀大学医学部附属病院
国際医療福祉大学病院 富山労災病院 北摂総合病院 ◆△佐賀県医療センター好生館

富山県済生会富山病院 友愛会病院 医療法人社団　如水会　今村病院
★△群馬大学医学部附属病院 富山県済生会高岡病院 飯田内視鏡内科 鹿毛病院
◆ 国立病院機構渋川医療センター 大阪重粒子線センター 九州国際重粒子線がん治療センター

東邦病院 ★◇金沢大学附属病院 大阪陽子線クリニック
日高病院 ◆△金沢医科大学病院 ★◇長崎大学病院

◆ 国立病院機構金沢医療センター ◆◇神戸大学医学部附属病院 長崎労災病院
◆△埼玉医科大学総合医療センター 恵寿総合病院 ◆△兵庫医科大学病院
◆◇埼玉医科大学国際医療センター 石川県済生会金沢病院 ◆△関西労災病院 ★◇熊本大学病院
◆ 戸田中央総合病院 ◆△姫路赤十字病院 ◆ 国立病院機構熊本医療センター

埼玉石心会病院 ◆△福井大学医学部附属病院 ◆ 国立病院機構姫路医療センター ◆ 熊本労災病院
◆ 上尾中央総合病院 ◆ 福井県済生会病院 国立病院機構神戸医療センター ◆△済生会熊本病院

丸山記念総合病院 ◆△福井赤十字病院 ★◇兵庫県立がんセンター 高野病院
◆△神戸市立医療センター中央市民病院 くまもと乳腺・胃腸外科病院

◆△千葉大学医学部附属病院 ◆△山梨大学医学部附属病院 神戸労災病院 服部胃腸科
◆▲国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 国立病院機構甲府病院 済生会兵庫県病院 熊本放射線外科
◆ 東京慈恵会医科大学附属柏病院 ベリタス病院

東京女子医科大学八千代医療センター ★◇信州大学医学部附属病院 神戸海星病院 ◆ 大分県済生会日田病院
◆ 東京歯科大学市川総合病院 ◆△相澤病院 兵庫県立粒子線医療センター 大分岡病院
◆ 国立病院機構千葉医療センター 国立病院機構信州上田医療センター 神戸陽子線センター
◆ 千葉労災病院 昭和伊南総合病院 ★△宮崎大学医学部附属病院
◆△医療法人鉄蕉会亀田総合病院 高井病院 さがら病院宮崎

亀田クリニック ★△岐阜大学医学部附属病院 西の京病院
千葉中央メディカルセンター ◆△中部国際医療センター（旧：木沢記念病院） ★◇鹿児島大学病院
新東京病院 松波総合病院 ★△和歌山県立医科大学附属病院 ◆ 国立病院機構鹿児島医療センター
セコメディック病院 朝日大学病院 ◆ 国立病院機構南和歌山医療センター ◆ 済生会川内病院
袖ヶ浦さつき台病院 岐阜清流病院 和歌山労災病院 鹿児島徳洲会病院
ＱＳＴ病院（旧：放射線医学総合研究所病院） 岐北厚生病院 △相良病院

久美愛厚生病院 ★△鳥取大学医学部附属病院 児玉報謝会新成病院
◆▲東京大学医学部附属病院 国立病院機構米子医療センター メディポリス国際陽子線治療センター
◆▲国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 ★▲静岡県立静岡がんセンター 山陰労災病院
★◇公益財団法人がん研究会有明病院 静岡済生会総合病院 ★△琉球大学病院
◆▲慶應義塾大学病院 静岡徳洲会病院 ★△島根大学医学部附属病院 中頭病院
◆△東京医科大学病院 ◆△聖隷浜松病院 松江生協病院 南部徳洲会病院
◆△順天堂大学医学部附属順天堂医院 ◆△浜松医療センター 大浜第一病院

東京女子医科大学病院 浜松労災病院 ★▲岡山大学病院 与那原中央病院
△東京女子医科大学足立医療センター ◆△倉敷中央病院 海邦病院

◆△昭和大学病院 ◆▲名古屋大学医学部附属病院 ◆△国立病院機構岡山医療センター
◆△聖路加国際病院 ◆△名古屋市立大学病院 ◆△岡山済生会総合病院
◆△東京慈恵会医科大学附属病院 ◆△藤田医科大学病院 ◆△川崎医科大学附属病院

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター ◆△日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 川崎医科大学総合医療センター
東京慈恵会医科大学附属第三病院 ★◇愛知県がんセンター 岡山労災病院

◆△国立病院機構東京医療センター ◆△国立病院機構名古屋医療センター 倉敷成人病センター
◆△国家公務員共済組合連合会虎の門病院 刈谷豊田総合病院 岡山旭東病院
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◆：地域がん診療連携拠点病院　★：都道府県がん診療連携拠点病院
▲：がんゲノム医療中核拠点病院　◇：がんゲノム医療拠点病院　△：がんゲノム医療連携病院　　（※開設準備中を含みます。実施状況は、各医療機関のホームページ等をご確認ください。）
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◆▲北海道大学病院 ★△岩手医科大学附属病院 ★△国立病院機構北海道がんセンター 秋田労災病院
◆△旭川医科大学病院 国際医療福祉大学病院 国立病院機構弘前病院 ◆ 東北労災病院
★△秋田大学医学部附属病院 東京女子医科大学八千代医療センター ◆ 国立病院機構仙台医療センター 福島労災病院
◆◇筑波大学附属病院 ◆ 東京歯科大学市川総合病院 国立病院機構栃木医療センター ◆ 千葉労災病院
★△群馬大学医学部附属病院 ◆△埼玉医科大学総合医療センター ◆ 国立病院機構渋川医療センター 東京労災病院
◆△千葉大学医学部附属病院 ◆◇埼玉医科大学国際医療センター ◆ 国立病院機構水戸医療センター ◆ 関東労災病院
◆▲東京大学医学部附属病院 ◆▲慶應義塾大学病院 ◆ 国立病院機構千葉医療センター ◆△横浜労災病院
◆◇新潟大学医歯学総合病院 ◆△東京医科大学病院 ◆△国立病院機構東京医療センター 新潟労災病院
◆△山梨大学医学部附属病院 ◆△順天堂大学医学部附属順天堂医院 国立病院機構神奈川病院 燕労災病院
★◇信州大学医学部附属病院 ◆ 東京慈恵会医科大学附属柏病院 国立病院機構甲府病院 富山労災病院
★◇金沢大学附属病院 ◆△東京慈恵会医科大学附属病院 国立病院機構信州上田医療センター 浜松労災病院
◆△福井大学医学部附属病院 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター ◆ 国立病院機構金沢医療センター 旭労災病院
◆△岐阜大学医学部附属病院 東京慈恵会医科大学附属第三病院 ◆△国立病院機構名古屋医療センター ◆△大阪労災病院
◆▲名古屋大学医学部附属病院 東京女子医科大学病院 ◆△国立病院機構京都医療センター ◆△関西労災病院
★◇三重大学医学部附属病院 △東京女子医科大学足立医療センター ◆△国立病院機構大阪医療センター 神戸労災病院
◆◇滋賀医科大学医学部附属病院 東海大学医学部付属東京病院 国立病院機構神戸医療センター 和歌山労災病院
★▲京都大学医学部附属病院 ◆△昭和大学病院 ◆ 国立病院機構姫路医療センター 山陰労災病院
◆◇神戸大学医学部附属病院 昭和大学歯科病院 ◆ 国立病院機構南和歌山医療センター 岡山労災病院
★△鳥取大学医学部附属病院 ◆△昭和大学藤が丘病院 国立病院機構米子医療センター 山口労災病院
★△島根大学医学部附属病院 ◆△昭和大学横浜市北部病院 ◆△国立病院機構岡山医療センター ◆△香川労災病院
★▲岡山大学病院 ◆△北里大学病院 ◆△ 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 愛媛労災病院
★◇広島大学病院 北里大学北里研究所病院 ◆△国立病院機構福山医療センター ◆ 九州労災病院
★△山口大学医学部附属病院 ◆◇聖マリアンナ医科大学病院 ◆△国立病院機構岩国医療センター 長崎労災病院
★△徳島大学病院 聖マリアンナ医科大学東横病院 ★◇国立病院機構四国がんセンター ◆ 熊本労災病院
★◇香川大学医学部附属病院 ◆△金沢医科大学病院 国立病院機構小倉医療センター
◆△愛媛大学医学部附属病院 ◆△藤田医科大学病院 ◆△国立病院機構九州医療センター
★△高知大学医学部附属病院 朝日大学病院 ★◇国立病院機構九州がんセンター
★△佐賀大学医学部附属病院 ◆△大阪医科薬科大学病院 ◆ 国立病院機構熊本医療センター
★◇長崎大学病院 ◆△関西医科大学附属病院 ◆ 国立病院機構鹿児島医療センター
★◇熊本大学病院 ◆◇兵庫医科大学病院
★△宮崎大学医学部附属病院 ◆△川崎医科大学附属病院
★◇鹿児島大学病院 川崎医科大学総合医療センター
★△琉球大学病院 ◆◇久留米大学病院
◆◇札幌医科大学附属病院
★△福島県立医科大学附属病院
◆△名古屋市立大学病院
★△和歌山県立医科大学附属病院

山形済生病院 ◆▲ 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 ◆▲北海道大学病院
東京都済生会中央病院 ◆▲ 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 札幌禎心会病院

◆ 恩賜財団済生会横浜市東部病院 北海道大野記念病院
富山県済生会富山病院 南東北がん陽子線治療センター
富山県済生会高岡病院 ◆△群馬大学医学部附属病院
石川県済生会金沢病院 ◆◇筑波大学附属病院

◆ 福井県済生会病院 ＱＳＴ病院（旧：放射線医学総合研究所病院）

静岡済生会総合病院 ◆▲国立がん研究センター東病院
大阪府済生会吹田病院 ★◇神奈川県立がんセンター
大阪府済生会中津病院 ★▲静岡県立静岡がんセンター
済生会兵庫県病院 ◆△相澤病院

◆△岡山済生会総合病院 成田記念陽子線センター
◆△福岡県済生会福岡総合病院 大阪重粒子線センター
◆ 大分県済生会日田病院 大阪陽子線クリニック
◆△済生会熊本病院 高井病院
◆ 済生会川内病院 兵庫県立粒子線医療センター

神戸陽子線センター
九州国際重粒子線がん治療センター
メディポリス国際陽子線治療センター

(SEK-1101-1811-0039)

粒子線治療施設（19）

国立病院機構(29）

◆：地域がん診療連携拠点病院　★：都道府県がん診療連携拠点病院
▲：がんゲノム医療中核拠点病院　◇：がんゲノム医療拠点病院　△：がんゲノム医療連携病院　　（※開設準備中を含みます。実施状況は、各医療機関のホームページ等をご確認ください。）

労災病院(24）国公立大学病院（37）

恩賜財団済生会（16） 国立がん研究センター（2）

協定病院：
   自由診療で入院する場合の入院治療費をお客さまにかわり当社が直接医療機関へお支払すること等を当社と協定している医療機関のことをいいます。
   ※協定病院は追加・廃止になることがあり、協定病院に該当する医療機関であるかの判断は、保険金のお支払対象となるがんの診療（入院・外来診療）時点で
      協定が有効であるかどうかによります。当社メディコムホームページ（https://www.medcom.jp/）に最新の協定病院一覧を掲載しておりますので、ご確認ください。

がん診療連携拠点病院：
  全国どこでも「質の高いがん医療」を提供することを目指して、都道府県による推薦をもとに、厚生労働大臣が指定した病院のことです。
  協定病院以外であっても、自由診療が行われた場合も治療費が支払い対象となり、入院治療費については直接病院へお支払いできる場合があります。

「自由診療保険メディコム」は新ガン治療費用保険のペットネームです。商品の詳細につきましては、「パンフレット」「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご覧ください。

先進医療費の直接払受入病院（２）
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター名古屋陽子線治療センター
福井県立病院陽子線がん治療センター

　

私立大学病院（33）

自由診療保険メディコム／協定病院リスト （主な開設者別）


