官公庁その他
・厚生労働省
・高度先進医療はフコク生命が詳しい。
・国立医薬品食品衛生研究所
・東京都健康局食品医薬品安全部薬事監視課
・大阪府健康福祉部薬務課
・くすりと健康の相談窓口
・栃木県保健福祉部薬務課
・奈良県福祉部健康局薬務課
・北海道保健福祉部薬務課
・宮城県保健福祉部薬務課
・横浜市衛生局衛生研究所
・岐阜県健康福祉環境部薬務課
・静岡県健康福祉部薬事企画室
・公正取引委員会
・医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
・（財）日本対がん協会
・独立行政法人 国立健康・栄養研究所
・「健康食品」の安全性・有効性情報
・財団法人 日本健康・栄養食品協会
・法令データ提供システム
・社会保険庁
・医療保険の概要
・健康保険組合連合会
・おはよう！けんぽれん
・高額療養費精度
・医療費控除
・けんぽれん病院情報
・高度先進医療

研究機関等
・国立がんセンター
・米国国立がん研究所
・がん情報サイト Cancer Information Japan
・財団法人国際医学情報センター：がん Info
・EDOC PROJECT
・米国国立ガイドラインクリアリングハウス
・米国キャンサーネット
・CancerNetJapan
・米国国立補完代替医療センター
・日本癌治療学会
・がん分子標的治療研究会
・日本ＤＤＳ学会
・THE MERCK MANUAL
・メルクマニュアル 第 17 版 日本語版
・金沢大学がん研究所
・日本免疫治療学研究会
・日本補完代替医療学会
・株式会社リンフォテック
・株式会社メディネット

医療機関等
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・湘南鎌倉総合病院
・岡山大学医学部附属病院
・横浜労災病院
・早石病院
・東京女子医科大学附属第二病院
・東京女子医科大学附属消化器病センター
・市立堺病院
・三浦病院
・もりた内科・循環器科クリニック
・Cancer Information Files
・武田病院グループ

セカンドオピニオン
・ゲートタワー ITG クリニック

全国がん（成人病）センター協議会加盟施設
・国立札幌病院
・青森県立中央病院
・宮城県立がんセンター
・山形県立中央病院
・群馬県立がんセンター
・埼玉県立がんセンター
・千葉県がんセンター
・国立がんセンター東病院
・国立がんセンター中央病院
・癌研有明病院
・東京都立駒込病院
・神奈川県立がんセンター
・新潟県立がんセンター新潟病院
・愛知県がんセンター
・国立名古屋病院
・滋賀県立成人病センター
・国立大阪病院
・大阪府立成人病センター
・兵庫県立成人病センター
・国立病院呉医療センター
・国立病院四国がんセンター
・国立病院九州がんセンター

特定承認保険医療機関
・固型腫瘍のＤＮＡ診断
・国立がんセンター中央病院
・広島大学医学部附属病院
・国立小児病院
・福島県立医科大学附属病院
・癌研究会附属病院（癌研病院）
・横浜市立大学医学部附属病院
・宮崎医科大学医学部附属病院
・信州大学医学部附属病院
・東京都立駒込病院
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・千葉大学医学部附属病院
・浜松医科大学医学部附属病院
・愛知県がんセンター
・山口大学医学部附属病院
・福井医科大学医学部附属病院
・活性化自己リンパ球移入療法
・広島大学医学部附属病院
・東京女子医科大学病院
・筑波大学附属病院
・和歌山県立医科大学附属病院
・滋賀医科大学医学部附属病院
・東京慈恵会医科大学附属病院
・山梨医科大学医学部附属病院
・ＳＤＩ法による抗癌剤感受性試験
・和歌山県立医科大学附属病院
・抗癌剤感受性試験
・大阪医科大学附属病院
・慶應義塾大学病院
・大阪市立大学医学部附属病院
・名古屋大学医学部附属病院
・聖マリアンナ医科大学病院
・岩手医科大学附属病院
・肝癌に対する高周波焼灼療法
・埼玉医科大学附属病院
・徳島大学医学部附属病院
・経皮的コルドトミー
・愛媛大学医学部附属病院
・埋込型精密持続注入ポンプ ( フレオンガス使用 ) による肝動注療法
・国立がんセンター中央病院
・造血器腫瘍細胞における薬剤耐性遺伝子産物Ｐ糖蛋白の測定
・東京女子医科大学病院
・肺腫瘍のＣＴガイド下気管支鏡検査
・国立がんセンター中央病院
・琉球大学医学部附属病院
・徳島大学医学部附属病院
・子宮頸部前癌病変の HPV-DNA 診断
・癌研有明病院
・体幹部病巣に対する直線加速器による定位放射線治療
・北海道大学医学部附属病院
・京都大学医学部附属病院
・東北大学医学部附属病院
・札幌医科大学医学部附属病院
・腹腔鏡下肝切除術
・九州大学医学部附属病院
・広島大学医学部附属病院
・悪性腫癌に対する粒子線治療
・国立がんセンター東病院
・腹腔鏡下前立腺摘除術
・北里大学病院
・名古屋大学医学部附属病院
・岡山大学医学部附属病院
・慶應義塾大学病院

自費診療施設
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医師
セカンドオピニオン
・がん患者のあきらめない診察室
・がんの Web 相談室
・NPO 法人パンキャンジャパン：膵臓がん相談センター

その他
・CFIMRT による放射線治療
・平岩医師ホームページ
・CancerNetJapan
・Cancer Information Files
・SURGERY NOW
・膵がんの診断と治療
・がんの診断と治療に関心のある方のための部屋
・sim-oasis
・奈須内科
・Dr NAGASATO's Office
・HadaClinic
・肺癌医師のページ
・谷野裕一の乳癌と抗癌剤治療のページ
・Dr. KAKEI Medical Web Page
・最新医学論文の紹介・GRC ニュースレター
・踊る麻酔科最前線
・FiveIsland D.GOTO's Page
・くさかべまさしのほーむぺーじ
・kawaiclinic 河合 医院

マスコミ・ジャーナリスト
・がんサポート
・がんとともに : 医療と介護 : YOMIURI ON-LINE （読売新聞）
・日刊スポーツ・特集・健康連載・がん治療最前線
・株式会社ジン・ネット
・BSC-Medical
・癌治療最前線

総合情報・リンク集等
・第１９回日本内視鏡外科学会総会 市民公開講座公開サイト
・「内視鏡外科で癌がどこまで治るか」
・医療情報リテラシー
・海外癌医療情報リファレンス
・がんの痛みネット
・新薬うんちく物語（欧米のガン、がん、癌治療情報のサイト）
・幕張メディアサーフィン「健康の森」
・がんナビ市民ネットワーク
・癌情報紹介 がんチラ
・治験ナビ
・治験情報ネット
・がんサポートサイト
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・抗がん剤ヘルプデスク
・進化論と創造論 〜科学と疑似科学の違い〜
・健康情報の読み方
・癌掲示板
・膵がんリンク
・Cancer Talk Mailing List
・Therapy of Cancer
・非証明医療（民間療法、代替療法）の罪
・敷金救出・詐欺対策
・Homepage of Tani
・ファーマシスト ドット コム
・d-inf for your health
・超能力を科学する
・未来からの贈り物 Gifts Coming From The Future
・がんになったら見るＨＰ
・発掘？あるあるトンデモ大実験
・Quackwatch
・冨永研究室非公式案内
・BioToday.com-Search
・ＭＬＭ条件付擁護
・懐疑主義実践のページ
・糖尿病診断室
・カルト被害を考える会
・京北病院記事で読売新聞社に公開質問状
・京北病院問題で読売新聞社が回答
・アトピーマガジン
・特別寄稿 土佐清水病院丹羽医師のＳＯＤ療法の疑惑に答えて

患者
・故人
・膵臓癌末期患者の闘病記
・そして闘いはつづく・・・
・ＮＰＯ法人 日本がん患者団体協議会（ＪＣＰＣ）
・癌と共に生きる会
・癌治療薬早期認可を求める会
・明日の医療を考える会
・市民のためのがん治療の会
・がんを語る有志の会
・悪性リンパ腫患者・家族連絡会「グループ・ネクサス」
・がん患者と家族・遺族の会 どんぐりの会
・悪性リンパ腫と戦う会
・ようこそ あけぼの会 へ
・=Voice= 日本のがん治療を考える
・肝臓のなかまたち
・戦略事業部の挑戦
肺癌との壮絶な闘い
・日経がんニュースと池坊いけばな
・オンライン乳ガン患者グループ GT4
・いのち輝いて 乳ガンと共に
・乳ガンファミリーサポート☆キッズルーム
・ひさホームページ
・すい臓がんになりました
・NPO 法人パンキャンジャパン（すい臓がんアクションネットワーク）
・GLOCKENREIN―精巣腫瘍体験者の独り言
・Ｇａｓｔｒｉｃ Ｃａｎｃｅｒ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｓｉｔｅ
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・喉頭がん闘病観戦記
・ひげの父さんのプライベイトワールド
・ふくだの家にようこそ！
・リスミンの乳がん日誌
・乳がんホームページ by HANA
・癌の患者と家族の集い
・「a four leaf clover」

代替医療・健康食品等
・独立行政法人 国立健康・栄養研究所
・「健康食品」の安全性・有効性情報
・日本補完代替医療学会
・e-alterna.org
・丸山ワクチン
・丸山ワクチン - 患者家族の会 ・丸山ワクチン・オフィシャルサイト
・Yomiuri On-Line / 医療と介護 / 医療ルネサンス / 問われる薬の真価 : 効果未確認でも続
く「丸山ワクチン」投与
・丸山ワクチン（上）
・丸山ワクチン（下）

翻訳サービス
・SYSTRAN
・InterTran
・@nifty:Global gate
・Excite エキサイト : 翻訳＞テキスト翻訳
・Excite エキサイト : 翻訳＞ウェブページ翻訳
・Excite エキサイト : 翻訳＞翻訳検索

一般検索エンジン
・vivisimo
・Google
・Yahoo! JAPAN
・alltheweb

Ｗｅｂページ作成
・Another HTML-lint gateway
・Google Dance Checker
・Su-Jine

その他
・UD がん研究プロジェクトを紹介するページ
・Remedy and Health Corporation
・株式会社侍 SAMRAI
・医療制度研究会
・Yahoo! 掲示板 > 健康と医学
・2 ちゃんねる
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？？？
・湯の平便り
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