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令和３年１月２０日
各都道府県衛生主管部（局）

御中
厚生労働省健康局健康課

医療従事者向け先行接種の実施医療機関について

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のうち、医療従事者等への接種体
制については、
「医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を
行う体制の構築について」（令和３年１月８日付け健健発 0108 第１号厚生労働
省健康局健康課長通知）で構築を進めるようお願いしているところです。
ワクチンの接種について、国民の方々に接種を受けたあとの状況を情報提供
するために、医療従事者向け先行接種の中で接種後の健康状況調査を行い、その
結果を公表することとしています。今般、医療従事者向け先行接種を行い、接種
後の健康状況調査を行う医療機関が別添のとおり決定されましたので、お知ら
せします。
なお、医療従事者向け先行接種におけるワクチンの配分量の決定は、都道府県
を介さずに国が直接行います。また、超低温冷凍庫は都道府県及び市町村に割り
当てられた台数とは別に配置されます。その超低温冷凍庫は、他の医療従事者等
や住民への接種に引き続き活用できますので、当該医療機関と連携を図りつつ、
適切にご対応ください。

別添

独立行政法人国立病院機構
1 北海道がんセンター

北海道札幌市白石区菊水4条2-3-54

2 北海道医療センター

北海道札幌市西区山の手5条7-1-1

3 函館病院

北海道函館市川原町18-16

4 仙台医療センター

宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12

5 水戸医療センター

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280

6 茨城東病院

茨城県那珂郡東海村照沼825

7 宇都宮病院

栃木県宇都宮市下岡本町2160

8 高崎総合医療センター

群馬県高崎市高松町36

9 渋川医療センター

群馬県渋川市白井383

10 東埼玉病院

埼玉県蓮田市黒浜4147

11 千葉医療センター

千葉県千葉市中央区椿森4-1-2

12 千葉東病院

千葉県千葉市中央区仁戸名町673

13 東京医療センター

東京都目黒区東が丘2-5-1

14 東京病院

東京都清瀬市竹丘3-1-1

15 村山医療センター

東京都武蔵村山市学園2-37-1

16 相模原病院

神奈川県相模原市南区桜台18-1

17 新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町3-52

18 信州上田医療センター

長野県上田市緑が丘1-27-21

19 長良医療センター

岐阜県岐阜市長良1300-7

20 名古屋医療センター

愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1

21 豊橋医療センター

愛知県豊橋市飯村町字浜道上50

22 三重病院

三重県津市大里窪田町357

23 鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登3-2-1

24 三重中央医療センター

三重県津市久居明神町2158-5

25 京都医療センター

京都府京都市伏見区深草向畑町1-1

26 南京都病院

京都府城陽市中芦原11

27 大阪医療センター

大阪府大阪市中央区法円坂2-1-14

28 大阪刀根山医療センター

大阪府豊中市刀根山5-1-1

29 神戸医療センター

兵庫県神戸市須磨区西落合3-1-1

30 鳥取医療センター

鳥取県鳥取市三津876

31 米子医療センター

鳥取県米子市車尾4-17-1

32 松江医療センター

島根県松江市上乃木5-8-31

33 岡山医療センター

岡山県岡山市北区田益1711-1

34 呉医療センター

広島県呉市青山町3-1

35 広島西医療センター

広島県大竹市玖波4-1-1

36 東広島医療センター

広島県東広島市西条町寺家513

37 関門医療センター

山口県下関市長府外浦町1-1

38 岩国医療センター

山口県山口県岩国市愛宕町1-1-1

39 四国こどもとおとなの医療センター

香川県善通寺市仙遊町2-1-1

40 高知病院

高知県高知市朝倉西町1-2-25

41 九州がんセンター

福岡県福岡市南区野多目3-1-1

42 九州医療センター

福岡県福岡市中央区地行浜1-8-1

43 福岡病院

福岡県福岡市南区屋形原4-39-1

44 大牟田病院

福岡県大牟田市大字橘1044-1

45 福岡東医療センター

福岡県古賀市千鳥1-1-1

46 佐賀病院

佐賀県佐賀市日の出1-20-1

47 肥前精神医療センタ－

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160

48 嬉野医療センター

佐賀県野市嬉野町大字下宿甲4279-3

49 長崎医療センター

長崎県大村市久原2丁目1001-1

50 熊本再春医療センター

熊本県合志市須屋2659

51 別府医療センター

大分県別府市大字内竈1473

52 鹿児島医療センター

鹿児島県鹿児島市城山町8-1

独立行政法人地域医療機能推進機構
1 北海道病院

北海道札幌市豊平区中の島１条8丁目3-18

2 札幌北辰病院

北海道札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2-1

3 仙台病院

宮城県仙台市青葉区堤町3-16-1

4 仙台南病院

宮城県仙台市太白区中田町字前沖143

5 秋田病院

秋田県能代市緑町5-22

6 千葉病院

千葉県千葉市中央区仁戸名町682

7 船橋中央病院

千葉県船橋市海神6-13-10

8 東京山手メディカルセンター

東京都新宿区百人町3-22-1

9 東京城東病院

東京都江東区亀戸9-13-1

10 東京蒲田医療センター

東京都大田区南蒲田2-19-2

11 相模野病院

神奈川県相模原市中央区淵野辺1-2-30

12 山梨病院

山梨県甲府市朝日3-11-16

13 高岡ふしき病院

富山県高岡市伏木古府元町8-5

14 金沢病院

石川県金沢市沖町ハ15

15 福井勝山総合病院

福井県勝山市長山町2-6-21

16 桜ケ丘病院

静岡県静岡市清水区桜が丘町13-23

17 中京病院

愛知県名古屋市南区三条1-1-10

18 四日市羽津医療センター

三重県四日市市羽津山町10-8

19 神戸中央病院

兵庫県神戸市北区惣山町2-1-1

20 下関医療センター

山口県下関市上新地町3-3-8

21 高知西病院

高知県高知市神田317-12

22 諫早総合病院

長崎県諫早市永昌東町24-1

23 熊本総合病院

熊本県八代市通町10-10

24 人吉医療センター

熊本県人吉市老神町35

25 南海医療センター

大分県佐伯市常盤西町7-8

26 湯布院病院

大分県由布市湯布院町川南252

27 宮崎江南病院

宮崎県宮崎市大坪西1-2-1

独立行政法人労働者健康安全機構
1 道央労災病院

北海道岩見沢市４条東16－5

2 釧路労災病院

北海道釧路市中園町13－23

3 青森労災病院

青森県八戸市白銀町字南ヶ丘１

4 東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

5 千葉労災病院

千葉県市原市辰巳台東2－16

6 東京労災病院

東京都大田区大森南4－13－21

7 関東労災病院

神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1

8 横浜労災病院

神奈川県横浜市港北区小机町3211

9 新潟労災病院

新潟県上越市東雲町1－7－12

10 富山労災病院

富山県魚津市六郎丸992

11 中部労災病院

愛知県名古屋市港区港明1－10－6

12 関西労災病院

兵庫県尼崎市稲葉荘3－1－69

13 神戸労災病院

兵庫県神戸市中央区籠池通4－1－23

14 山陰労災病院

鳥取県米子市皆生新田1－8－1

15 岡山労災病院

岡山県岡山市南区築港緑町1－10－25

16 中国労災病院

広島県呉市広多賀谷1－5－1

17 山口労災病院

山口県山陽小野田市大字小野田1315－4

18 愛媛労災病院

愛媛県新居浜市南小松原町13－27

19 九州労災病院

福岡県北九州市小倉南区曽根北町1－1

20 長崎労災病院

長崎県佐世保市瀬戸越2－12－5

21 熊本労災病院

熊本県八代市竹原町1670

