胃切除後障害対応施設

令和元年６月現在

施設名

〒

部署名

担当者

社会医療法人恵佑会札幌病院

003-0027 北海道札幌市白石区本通14丁目北1-1

施設所在地

外科

⻄⽥ 靖仙

連絡先
011-863-5666（FAX）

旭川医科大学病院

078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号

消化管外科

⻑⾕川 公治

0166-68-2501、0166-68-2193（FAX）

⻘森県⽴中央病院

030-8553 ⻘森県⻘森市東造道2丁目1-1

がん診療センター 外科

木村 昭利

017-726-8325（FAX）

国⽴病院機構仙台医療センター

983-8520 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-8-8

外科

湯目 玄

022-293-1111 内線7986

宮城県⽴がんセンター

981-1293 宮城県名取市愛島塩手字野⽥山47-1

消化器外科

⻑⾕川 康弘

022-384-3151、022-381-1174（FAX）

山形大学医学部附属病院

990-2331 山形県山形市飯⽥⻄2-2-2

第一外科

蜂⾕ 修

023-633-1122
042-984-4111

埼玉医科大学国際医療センター

350-1298 埼玉県日高市山根1397-1

消化器外科（上部消化管外科）

櫻本 信一、椙⽥ 浩文

千葉県がんセンター

260-0801 千葉県千葉市中央区仁⼾名町666-2

食道・胃腸外科

滝口 伸浩

ntaki@chiba-cc.jp

東京慈恵会医科大学附属病院

105-8461 東京都港区⻄新橋3-25-8

上部消化管外科

三森 教雄

mitsumori@jikei.ac.jp

国際医療福祉大学三⽥病院

108-0073 東京都港区三⽥1-4-3

消化器センター

吉⽥ 昌

03-3454-0067（FAX）

昭和大学江東豊洲病院

135-0061 東京都江東区豊洲5-1-38

消化器センター

井上 晴洋、⻤丸 学

03-6204-6000

東邦大学医療センター大森病院

143-0015 東京都大⽥区大森⻄6-11-1

消化器センター外科

大嶋 陽幸

03-3762-4151

帝京大学医学部付属病院

173-0003 東京都板橋区加賀2-11-1

外科

福島 亮治

03-3964-1211 内）32150医療連携室

東京慈恵会医科大学付属第三病院

201-8601 東京都狛江市和泉本町4丁目11-1

医療連携室

梅林 俊宏

03-3430-3611（FAX）

聖マリアンナ医科大学病院

216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

消化器・一般外科

⺠上 真也

044-977-8111（地域連携室）

聖路加国際病院

104-8560 東京都中央区明石町9−1

消化器・一般外科

鈴木研裕

asuzuki@luke.ac.jp

横浜市⽴大学附属市⺠総合医療センター

232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57

消化器病センター 外科

國崎 主税

045-261-5656

横浜市⽴市⺠病院

240-0062 神奈川県横浜市保土ヶ⾕区岡沢町56

消化器外科

高橋 正純

045-331-1961

新潟大学医⻭学総合病院

951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地

消化器・一般外科

石川 卓

025-227-2443（医療相談窓口）

新潟県⽴がんセンター新潟病院

951-8566 新潟県新潟市中央区中央区川岸町2-15-3

消化器外科

薮崎 裕

025-233-3849（FAX）yabu@niigata-cc.jp

富山大学附属病院

930-0152 富山県富山市杉⾕2630

第二外科

橋本 伊佐也

076-434-7331、076-434-5043（FAX）isaya138@med.u-toyama.ac.jp

富山県⽴中央病院

930-0975 富山県富山市⻄⻑江2-2-78

外科

加治 正英

076-424-1531

福井大学

910-1193 福井県吉⽥郡永平寺町松岡下合月２３−３

消化器外科

廣野 靖夫

hirono@u-fukui.ac.jp

岐阜大学医学部附属病院

501-1112 岐阜県岐阜市柳⼾1-1

消化器外科

吉⽥ 和弘、山口 和也、棚橋 利行

058-230-6000（代表）

愛知県がんセンター

464-868

消化器外科

伊藤 誠二

seito@aichi-cc.jp

藤⽥医科大学

470-1101 愛知県豊明市沓掛町⽥楽ヶ窪1-98

総合消化器外科

菊地 健司

kiku0414@fujita-hu.ac.jp

大阪医科大学附属病院

569-0801 大阪府高槻市大学町2-7

一般・消化器外科

李 相雄

072-685-2057（FAX）

関⻄労災病院

660-8511 尼崎市稲葉荘3丁目1-69

消化器外科

竹野 淳

takeno-atsushi@kansaih.johas.go.jp

兵庫医科大学病院

663-8131 兵庫県⻄宮市武庫川町1-1

上部消化管外科

石⽥ 善敬

0798-45-6764（FAX）

奈良県⽴医科大学

634-0813 奈良県橿原市四条町840

消化器総合外科

松本 壮平

0744-22-3051

日本赤十字社 和歌山医療センター

640-8558 和歌山県和歌山市松原通四丁目20番地

消化管外科

山下 好人

073-422-4171

和歌山県⽴医科大学

641-8510 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1

外科学第二講座

中村 公紀

073-441-0613

愛知県名古屋市千種区鹿子殿１−

医療法人 天声会 おおもと病院

700-0924 岡山県岡山市北区大元1-1-5

外科

磯崎 博司

086-241-6896（FAX)

広島市⽴広島市⺠病院

730-8518 広島県広島市中区基町7番33号

外科

石⽥ 道拡

082-212-3239、082-223-5514（FAX）

広島市⽴安佐市⺠病院

731-0223 広島県広島市安佐北区可部南2-1-1

外科

檜原 淳・徳本 憲昭・加納 幹浩

082-815-5211

県⽴広島病院

734-0004 広島県南区宇品神⽥1丁目5-54

消化器乳腺移植外科

漆原 貴

082-254-1818

国⽴病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

737-0023 広島県呉市⻘山町3-1

外科

鈴木 崇久

0823-22-3111、0823-21-0478（FAX）takahisa-suzuki@umin.ac.jp

一般財団法人永瀬会松山市⺠病院

790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目6-5

外科

柚木 茂

yunoki@matsuyama-shimin-hsp.or.jp

高知大学医学部

783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮

外科学講座外科1

並川 努

088-880-2370、088-880-2371（FAX）tsutomun@kochi-u.ac.jp

産業医科大学

807-0804 福岡県北九州市⼋幡⻄区医生ヶ丘1-1

第1外科

柴尾 和徳

093-603-1611

久留米大学病院

830-0011 福岡県久留米市旭町67

外科学講座

磯辺 太郎

0942-35-3311

熊本大学医学部附属病院

860-0811 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1

消化器外科

岩槻 政晃

096-371-4378（FAX）

大分県厚生連鶴見病院

874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地

地域連携センター

神⽥ 智恵子

0977-23-7208

公益財団法人 慈愛会 今村総合病院

890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-23

外科

上之園 芳一

099-250-6181（FAX）

鹿児島大学病院

890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35-1

消化器・乳腺甲状腺外科学

有上 貴明

099-275-5361

