
医療機関名 住所 ウェブサイト
札幌医科大学附属病院　遺伝子診療科 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地 https://web.sapmed.ac.jp/hospital/
北海道大学病院　臨床遺伝子診療部 北海道札幌市北区北14条西5丁目 https://www.huhp.hokudai.ac.jp/
北海道がんセンター 北海道札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号 http://www.sap-cc.org/
石巻赤十字病院　遺伝カウンセリング外来 宮城県石巻市蛇田字西道下７１番地 http://www.ishinomaki.jrc.or.jp/
福島県立医科大学附属病院　遺伝診療部 福島県福島市光が丘1番地 https://www.fmu.ac.jp/byoin/
星総合病院　がんの遺伝外来 福島県郡山市向河原町159番1号 http://www.hoshipital.jp/index.html
茨城県立中央病院　遺伝子診療部 茨城県笠間市鯉淵6528 https://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/
総合病院 土浦協同病院　遺伝カウンセリング外来 茨城県土浦市おおつ野四丁目1番1号 https://www.tkgh.jp/
栃木県立がんセンター　がん予防・遺伝カウンセリング外来 栃木県宇都宮市陽南4-9-13 http://tochigi-cc.jp/index.html
群馬県立がんセンター　遺伝診療科 群馬県太田市高林西町617-1 http://www.gunma-cc.jp/
埼玉医科大学総合医療センター　遺伝相談室 埼玉県川越市鴨田 1981 番地 http://www.kawagoe.saitama-med.ac.jp/
三井病院 埼玉県川越市連雀町19-3 https://mitsui-hospital.com/
千葉県がんセンター　遺伝子診療科 千葉県千葉市中央区仁戸名町666-2 https://www.pref.chiba.lg.jp/gan/index.html
ちば県民保健予防財団　総合健診センター　遺伝カウンセリング外来 千葉県千葉市美浜区新港32番地14 https://www.kenko-chiba.or.jp/
東邦大学医療センター佐倉病院　臨床遺伝診療センター 千葉県佐倉市下志津564-1 https://www.sakura.med.toho-u.ac.jp/
亀田総合病院 千葉県鴨川市東町 929番地 http://www.kameda.com/ja/general/index.html
がん研有明病院　臨床遺伝医療部 東京都江東区有明3-8-31 https://www.jfcr.or.jp/hospital/
杏雲堂病院　遺伝子診療科 東京都千代田区神田駿河台1-8 https://www.kyoundo-hospital.jp/
慶應義塾大学病院　臨床遺伝学センター 東京都新宿区信濃町35 http://www.hosp.keio.ac.jp/
聖路加国際病院　遺伝診療センター 東京都中央区明石町9-1 https://hospital.luke.ac.jp/
帝京大学医学部附属病院　遺伝カウンセリング外来 東京都板橋区加賀2-11-1 https://www.teikyo-hospital.jp/
東京医科歯科大学病院　医科　遺伝子診療科 東京都文京区湯島1-5-45 https://www.tmd.ac.jp/medhospital/top.html
東京医療センター　臨床遺伝センター 東京都目黒区東が丘2-5-1 https://tokyo-mc.hosp.go.jp/
東京都立駒込病院　遺伝子診療科 東京都文京区本駒込三丁目18番22号 https://www.cick.jp/
虎の門病院　乳腺・内分泌外科 東京都港区虎ノ門2丁目2番2号 https://toranomon.kkr.or.jp/index.html
亀田京橋クリニック 東京都中央区京橋3丁目1番1号東京スクエアガーデン4階・6階 http://www.kameda-kyobashi.com/ja/index.html
神奈川県立がんセンター　遺伝診療科 神奈川県横浜市旭区中尾二丁目3番2号 http://kcch.kanagawa-pho.jp/
横浜市立大学附属病院　遺伝子診療科 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
信州大学医学部附属病院　遺伝子医療研究センター 長野県松本市旭3-1-1 https://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/

静岡県立総合病院　遺伝診療科 静岡県静岡市葵区北安東4-27-1
http://www.shizuoka-pho.jp/sogo/medical-
department/iden_552475d6b773b/index.html

静岡県立静岡がんｾﾝﾀｰ　ｹﾞﾉﾑ医療推進部遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ室 静岡県駿東郡長泉町下長窪1007番地 https://www.scchr.jp/department/genomic_medicine/index.html
総合大雄会病院 愛知県一宮市桜一丁目9番9号 https://www.daiyukai.or.jp/organization/general_hospital/
名古屋医療ｾﾝﾀｰ 遺伝診療科 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1 https://nagoya.hosp.go.jp/hospital_department/dept40/
福井県立病院 福井県福井市四ツ井2丁目8-1 https://fph.pref.fukui.lg.jp/department/medicalgenetics.html
福井大学医学部附属病院(乳腺外科) 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 https://www.hosp.u-fukui.ac.jp/department/genetic/

滋賀医科大学医学部附属病院　特殊外来　臨床遺伝相談科 滋賀県大津市瀬田月輪町
https://www.shiga-
med.ac.jp/hospital/doc/department/department/clinical_heredity/ind
ex.html

滋賀県立総合病院 滋賀県守山市守山5丁目4番30号 https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/
滋賀県立小児保健医療センター 滋賀県守山市守山5丁目7-30 https://www.pref.shiga.lg.jp/mccs/

京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５
https://www.h.kpu-m.ac.jp/doc/departments/central-
sector/department-of-medical-genetics.html

足立乳腺クリニック 京都府京都市北区上賀茂松本町98 https://nyusen.com/
京都大学医学部附属病院 遺伝子診療部 京都府京都市左京区聖護院川原町54 https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/department/division/cgu.html

国立病院機構　京都医療センター 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1
https://kyoto.hosp.go.jp/html/guide/medicalinfo/geneticcounseling/
main.html

大阪国際がんセンター 大阪府大阪市中央区大手前3-1-69 https://oici.jp/hospital/department/tyuuousyuj/genetic-familial/
大阪ﾌﾞﾚｽﾄｸﾘﾆｯｸ 大阪府大阪市福島区大開1-13-8 https://www.osaka-breast-clinic.com/

近畿大学病院 大阪府狭山市大野東377-2
https://www.med.kindai.ac.jp/departments_and_centers/internal_medi
cine/32gene.html

大阪大学医学部附属病院　遺伝子診療部 大阪府吹田市山田丘2-15 https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/departments/genetic.html

関西医科大学附属病院　産科婦人科学､臨床遺伝ｾﾝﾀｰ 大阪府枚方市新町2-3-1
https://www.kmu.ac.jp/hirakata/visit/treatment/suport_section/rinsh
ouiden.html

兵庫県立がんセンター 兵庫県明石市北王子町13-70 https://hyogo-cc.jp/general/genetic_counseling.html
関西労災病院 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号 https://www.kansaih.johas.go.jp/
神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5-2 https://www.hosp.kobe-u.ac.jp/department/department/idenshi.html
日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ　産婦人科外来 和歌山県和歌山市小松原通4-20 https://www.wakayama-med.jrc.or.jp/
岡山大学病院 臨床遺伝子診療科 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index41.html
川崎医科大学附属病院 岡山県倉敷市松島577 https://h.kawasaki-m.ac.jp/list/dept_s/
呉医療ｾﾝﾀｰ・中国がんｾﾝﾀｰ 広島県呉市青山町3-1 https://kure.hosp.go.jp/
広島赤十字・原爆病院　産婦人科 広島県広島市中区千田町1-9-6 https://www.hiroshima-med.jrc.or.jp/section/page15-2.php

県立広島病院 広島県広島市南区宇品神田一丁目5番54号
http://www.hph.pref.hiroshima.jp/bumon/chuo/genomeshinryo_sec01.
html

広島大学病院 広島県広島市南区霞1-2-3 https://www.hiroshima-u.ac.jp/hosp/sinryoka/chuoshinryo/idenshi
JA 広島総合病院　遺伝子診療部 広島県廿日市市地御前1-3-3 https://hirobyo.jp/info/
日本赤十字社　松江赤十字病院 島根県松江市母衣町200 https://www.matsue.jrc.or.jp/publics/index/731/
岩国医療ｾﾝﾀｰ 山口県岩国市愛宕町1-1-1 https://iwakuni.hosp.go.jp/outpatient/familial-tumor-
山口大学医学部附属病院 山口県宇部市南小串1ｰ1-1 http://www.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/section/39.html

徳島大学病院　臨床遺伝診療部 徳島県徳島市蔵本町2-50-1
https://www.tokushima-
hosp.jp/advisement/circulatory_consult.html?rank_code=consult&belo
ng_code=7

香川県立中央病院　がんｹﾞﾉﾑ医療ｾﾝﾀｰ 香川県高松市朝日町1-2-1 http://www.chp-kagawa.jp/department/c025/
高知医療センター 高知県高知市池2125番地1 https://www2.khsc.or.jp/

愛媛大学医学部附属病院 総合診療ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 愛媛県東温市志津川
https://www.hsp.ehime-
u.ac.jp/department/%E8%87%A8%E5%BA%8A%E9%81%BA%E4%BC%9D%
E5%8C%BB%E7%99%82%E9%83%A8/

四国がんｾﾝﾀｰ 遺伝性がん診療科 愛媛県松山市南梅本町甲160番 https://shikoku-cc.hosp.go.jp/hospital/class/genetic_familial/
国立病院機構 小倉医療ｾﾝﾀｰ　産科･婦人科 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘10-1 https://kokura.hosp.go.jp/sinryoka/sanka_fujin/idencounseling.html
久留米大学病院 福岡県久留米市旭町67番地 https://www.hosp.kurume-u.ac.jp/
宮崎大学医学部附属病院 遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ部 宮崎県宮崎市清武町木原5200 http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/about/953/
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