


道府県 番号 施設名 住所

北海道 1 独立行政法人国立病院機構函館病院 函館市川原町18番16号

北海道 2 市立函館病院 函館市港町1丁目10番1号

北海道 3 社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院 函館市駒場町4番6号

北海道 4 函館赤十字病院 函館市堀川町6番21号

北海道 5 函館市医師会病院 函館市富岡町２丁目10番10号

北海道 6 共愛会病院 函館市中島町7番21号

北海道 7 函館中央病院 函館市本町33番2号

北海道 8 函館五稜郭病院 函館市五稜郭町38番3号

北海道 9 社会医療法人函館渡辺病院 函館市湯川町1丁目31番1号

北海道 10 市立函館恵山病院 函館市日ノ浜町15番地１

北海道 11 市立函館南茅部病院 函館市安浦町92番地

北海道 12 函館市夜間急病センター 函館市五稜郭町23-1　総合保健センター内2階

北海道 13 松前町立松前病院 松前郡松前町字大磯174番地の1

北海道 14 木古内町国民健康保険病院 上磯郡木古内町字本町710番地

北海道 15 森町国民健康保険病院 茅部郡森町字上台町326番地

北海道 16 北海道立江差病院 檜山郡江差町字伏木戸町484番地

北海道 17 厚沢部町国民健康保険病院 檜山郡厚沢部町新町14番地1

北海道 18 奥尻町国民健康保険病院 奥尻郡奥尻町字奥尻462番地

北海道 19 乙部町国民健康保険病院 爾志郡乙部町字緑町704の1番地

北海道 20 今金町国保病院 瀬棚郡今金町字今金17番地の2

北海道 21 せたな町立国保病院 久遠郡せたな町北檜山区北檜山378番地

北海道 22 独立行政法人国立病院機構八雲病院 二海郡八雲町宮園町128番地

北海道 23 八雲総合病院 二海郡八雲町東雲町50番地

北海道 24 八雲町熊石国民健康保険病院 二海郡八雲町熊石雲石町494番地1

北海道 25 長万部町立病院 山越郡長万部町字長万部18番地40

北海道 26 ＫＫＲ札幌医療センター斗南病院 札幌市中央区北1条西6丁目

北海道 27 時計台記念病院（東棟） 札幌市中央区北1条東1丁目2番地3

北海道 28 ＪＲ札幌病院 札幌市中央区北3条東1丁目1番地

北海道 29 ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 札幌市中央区北3条東8丁目5番地

北海道 30 市立札幌病院 札幌市中央区北11条西13丁目1番1号

北海道 31 札幌循環器病院 札幌市中央区北11条西14丁目29番15号

北海道 32 医療法人社団研仁会　北海道脳神経外科記念病院 札幌市中央区北22条西15丁目1番35号

北海道 33 医療法人医仁会　中村記念病院 札幌市中央区南1条西14丁目291番地190

北海道 34 ＮＴＴ東日本札幌病院 札幌市中央区南1条西15丁目290番地

北海道 35 札幌医科大学附属病院 札幌市中央区南1条西16丁目291番地

北海道 36 財団法人小児愛育協会附属愛育病院 札幌市中央区南4条西25丁目2番1号

北海道 37 札幌中央病院 札幌市中央区南9条西10丁目1番50号

北海道 38 医療法人社団土田病院 札幌市中央区南21条西9丁目2－11

北海道 39 医療法人社団札幌外科記念病院 札幌市中央区南23条西15丁目1番30号

北海道 40 社会医療法人北海道循環器病院 札幌市中央区南27条西13丁目1番30号

北海道 41 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル 札幌市北区北13条西4丁目2番23号

北海道 42 北海道大学病院 札幌市北区北14条西5丁目

北海道 43 医療法人社団北腎会　坂泌尿器科病院 札幌市北区北30条西14丁目3番1号

北海道 44 医療法人社団延山会　北成病院 札幌市北区新川西3条2丁目10番1号

北海道 45 天使病院 札幌市東区北12条東3丁目1-1

北海道 46 医療法人育愛会　札幌東豊病院 札幌市東区北17条東15丁目3番1号

北海道 47 医療法人社団愛心館　愛心メモリアル病院 札幌市東区北27条東1丁目1番15号

北海道 48 北光記念病院 札幌市東区北27条東8丁目1番6号

通電医療機関一覧（北海道電力管内）
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道府県 番号 施設名 住所

北海道 49 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院 札幌市東区北33条東14丁目3番1号

北海道 50 北海道泌尿器科記念病院 札幌市東区北40条東1丁目1番3号

北海道 51 医療法人札幌麻生脳神経外科病院 札幌市東区北40条東1丁目1番11号

北海道 52 社会医療法人禎心会病院 札幌市東区北44条東8丁目1番6号

北海道 53 勤医協中央病院 札幌市東区伏古10条2丁目15番1号

北海道 54 医療法人彰和会　北海道消化器科病院 札幌市東区本町1条1丁目2番10号

北海道 55 札幌心臓血管クリニック 札幌市東区北49条東16丁目8-1

北海道 56 医療法人社団三樹会病院 札幌市白石区東札幌2条3丁目6番10号

北海道 57 社会医療法人北楡会　札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌6条6丁目5番1号

北海道 58 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院 札幌市白石区栄通18丁目4番10号

北海道 59 特定医療法人札幌白石脳神経外科病院 札幌市白石区本通15丁目南3番20号

北海道 60 社会医療法人恵佑会札幌病院 札幌市白石区本通14丁目北1番1号

北海道 61 勤医協札幌病院 札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号

北海道 62 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 札幌市白石区菊水4条2丁目3-54

北海道 63 医療法人新さっぽろ脳神経外科病院 札幌市厚別区上野幌1条2丁目1番10号

北海道 64 社会医療法人禎心会　新札幌恵愛会病院 札幌市厚別区大谷地東5丁目5番35号

北海道 65 新札幌循環器病院 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9番25号

北海道 66 札幌社会保険総合病院 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2番1号

北海道 67 医療法人社団光進会　札幌月寒病院 札幌市豊平区月寒東1条13丁目4-5

北海道 68 医療法人柏葉脳神経外科病院Ｂ館（リハビリテーション棟） 札幌市豊平区月寒東1条15丁目7番20号

北海道 69 北海道社会保険病院 札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

北海道 70 ＫＫＲ札幌医療センター 札幌市豊平区平岸1条6丁目3番40号

北海道 71 市立札幌病院静療院 札幌市豊平区平岸4条18丁目1番21号

北海道 72 医療法人社団　福住泌尿器科クリニック 札幌市豊平区福住3条1丁目6-12

北海道 73 医療法人社団蘭友会　札幌里塚病院 札幌市清田区美しが丘1条6丁目1番5号

北海道 74 医療法人清田病院 札幌市清田区真栄1条1丁目1番1号

北海道 75 仁楡会病院 札幌市南区澄川2条1丁目3-8

北海道 76 医療法人為久会　札幌共立五輪橋病院 札幌市南区川沿2条1丁目2番54号

北海道 77 医療法人医仁会　中村記念南病院 札幌市南区川沿2条2丁目3番1号

北海道 78 医療法人五月会　小笠原クリニック札幌病院 札幌市南区真駒内緑町1丁目2番1号

北海道 79 医療法人社団　芸術の森泌尿器科 札幌市南区石山東3丁目1-31

北海道 80 医療法人西さっぽろ病院 札幌市西区山の手3条2丁目5番1号

北海道 81 独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター 札幌市西区山の手5条7丁目1番1号

北海道 82 医療法人社団碩心会　心臓血管センター北海道大野病院 札幌市西区西野4条1丁目1番30号

北海道 83 医療法人社団康仁会　中田泌尿器科病院 札幌市西区西町北5丁目1番5号

北海道 84 医療法人高橋脳神経外科病院 札幌市西区西町南20丁目1番30号

北海道 85 医療法人社団明生会　琴似ロイヤル病院 札幌市西区八軒2条西1丁目1番1号

北海道 86 医療法人社団信和会　石川泌尿器科 札幌市西区西野4条2丁目1-20

北海道 87 北海道立子ども総合医療・療育センター 札幌市手稲区金山1条1丁目240－6

北海道 88 医療法人秀友会　札幌秀友会病院 札幌市手稲区新発寒5条6丁目2番1号

北海道 89 手稲渓仁会病院 札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号

北海道 90 医療法人社団伸孝会　ていね泌尿器科 札幌市手稲区前田6条7丁目1-12

北海道 91 北海道医療大学病院 札幌市北区あいの里2条5丁目

北海道 92 札幌南一条病院 札幌市中央区南1条西13丁目317番地1

北海道 93 医療法人北武会　美しが丘病院 札幌市清田区真栄3条2丁目23番15号

北海道 94 医療法人社団英仁会　札苗病院 札幌市東区東苗穂7条2丁目8番20号

北海道 95 医療法人社団　兼古循環器クリニック 札幌市豊平区月寒東１条１０丁目１－１

北海道 96 医療法人社団　かなもり外科胃腸科肛門科クリニック 札幌市手稲区前田９条１１丁目９－２０

北海道 97 手稲脳神経外科クリニック 札幌市手稲区手稲本町３条２丁目５－１

北海道 98 札幌あゆみの園 札幌市白石区川北2254番地1
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北海道 99 札幌市医師会夜間急病センター 札幌市中央区大通西19丁目WEST19

北海道 100 江別市立病院 江別市若草町6番地

北海道 101 市立千歳市民病院 千歳市北光2丁目1番1号

北海道 102 北広島市夜間急病センター 北広島市北進町1丁目5番地2

北海道 103 恵庭市夜間急病診療所 恵庭市南島松828-3（恵庭市保健センター併設）

北海道 104 市立小樽病院 小樽市若松1丁目2番1号

北海道 105 小樽市立脳・循環器・こころの医療センター 小樽市長橋3丁目11番1号

北海道 106 社会福祉法人 北海道社会事業 協会小樽病院 小樽市住ノ江1丁目6番15号

北海道 107 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 北海道済生会小樽病院 小樽市梅ケ枝町8番18号

北海道 108 小樽掖済会病院 小樽市色内1丁目10番17号

北海道 109 医療法人 ひまわり会 札樽病院 小樽市銭函3丁目298番地

北海道 110 医療法人社団 桜台クリニック 小樽市桜２丁目32番22号

北海道 111 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 北海道済生会西小樽病院 小樽市長橋3丁目24番1号

北海道 112 大倉山学院 小樽市見晴町20番2号

北海道 113 小樽市夜間急病センター 小樽市梅ヶ枝町8-18（済生会小樽病院に隣接）

北海道 114 黒松内町国民健康保険病院 寿都郡黒松内町字黒松内586番地1

北海道 115 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 虻田郡倶知安町北4条東1丁目2番地

北海道 116 社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院 岩内郡岩内町字高台209番2

北海道 117 独立行政法人労働者健康福祉機構北海道中央労災病院 岩見沢市4条東16丁目5番地

北海道 118 岩見沢市立総合病院 岩見沢市9条西7丁目2番地

北海道 119 岩見沢市立栗沢病院 岩見沢市栗沢町南本町30番地

北海道 120 岩見沢市夜間急病センター 岩見沢市10条西3丁目1

北海道 121 独立行政法人労働者健康福祉機構北海道中央労災病院せき損センター 美唄市東４条南１丁目３番１号

北海道 122 市立美唄病院 美唄市西2条北1丁目1番1号

北海道 123 国民健康保険月形町立病院 樺戸郡月形町字月形1466番地1

北海道 124 市立三笠総合病院 三笠市宮本町489番地の1

北海道 125 栗山赤十字病院 夕張郡栗山町朝日3丁目2番地

北海道 126 国民健康保険由仁町立病院 夕張郡由仁町馬追1番地

北海道 127 町立長沼病院 夕張郡長沼町中央南２丁目２番１号

北海道 128 国民健康保険町立南幌病院 空知郡南幌町元町2丁目2番1号

北海道 129 滝川市立病院 滝川市大町2丁目2番34号

北海道 130 医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院 滝川市西町1丁目2番5号

北海道 131 滝川市休日夜間急病センター 滝川市明神町1丁目5番29号

北海道 132 市立赤平総合病院 赤平市本町3丁目2番地

北海道 133 砂川市立病院 砂川市西4条北３丁目1番1号

北海道 134 歌志内市立病院 歌志内市字神威269番地

北海道 135 奈井江町立国民健康保険病院 空知郡奈井江町字奈井江12番地

北海道 136 市立芦別病院 芦別市本町14番地

北海道 137 深川市立病院 深川市6条6番1号

北海道 138 市立室蘭総合病院 室蘭市山手町3丁目8番1号

北海道 139 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 室蘭市知利別町1丁目45番地

北海道 140 日鋼記念病院 室蘭市新富町1丁目5番13号

北海道 141 医療法人社団医修会大川原脳神経外科病院 室蘭市寿町1丁目5番2号

北海道 142 登別厚生年金病院 登別市登別温泉町133番地

北海道 143 豊浦町国民健康保険病院 虻田郡豊浦町字東雲町16番地の1

北海道 144 総合病院伊達赤十字病院 伊達市末永町81番地

北海道 145 胆振西部救急センター 伊達市末永町81（伊達赤十字病院に併設）

北海道 146 医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 虻田郡洞爺湖町洞爺町54番地41

北海道 147 北海道立苫小牧病院 苫小牧市双葉町3丁目7番3号

北海道 148 苫小牧市立病院 苫小牧市清水町1丁目５番２０号
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北海道 149 王子総合病院 苫小牧市若草町3丁目4番8号

北海道 150 医療法人社団元氣会光洋整形外科・内科・リハビリ 苫小牧市光洋町１丁目16番16号

北海道 151 医療法人社団のぞみ会とまこまいレディースクリニック 苫小牧市弥生町２丁目１２－５

北海道 152 苫小牧市夜間・休日急病センター 苫小牧市旭町2丁目9番2号

北海道 153 白老町立国民健康保険病院 白老郡白老町日の出町3丁目1番1号

北海道 154 むかわ町鵡川厚生病院 勇払郡むかわ町美幸1丁目86番地

北海道 155 日高町立門別国民健康保険病院 沙流郡日高町門別本町29番地

北海道 156 平取町国民健康保険病院 沙流郡平取町本町67番地1

北海道 157 総合病院浦河赤十字病院 浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2番1号

北海道 158 新ひだか町立静内病院 日高郡新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

北海道 159 新ひだか町立三石国民健康保険病院 日高郡新ひだか町三石本町214番地

北海道 160 旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号

北海道 161 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 旭川市花咲町7丁目4048番地

北海道 162 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター 旭川市春光台2条1丁目1番地2

北海道 163 市立旭川病院 旭川市金星町1丁目1番65号

北海道 164 旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目1番1号

北海道 165 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 旭川市1条通24丁目111番地3

北海道 166 北海道療育園 旭川市春光台4条10丁目

北海道 167 旭川市夜間急病センター 旭川市金星町1丁目1-50

北海道 168 美瑛町立病院 上川郡美瑛町中町3丁目8番35号

北海道 169 幌加内町国民健康保険病院 雨竜郡幌加内町字幌加内4941番地の１

北海道 170 士別市立病院 士別市東11条5丁目3029番地1

北海道 171 名寄市立総合病院 名寄市西7条南8丁目1番地

北海道 172 名寄東病院 名寄市東６条南５丁目91番地３

北海道 173 国民健康保険町立和寒病院 上川郡和寒町字西町111番地

北海道 174 町立下川病院 上川郡下川町西町36番地

北海道 175 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 富良野市住吉町1番30号

北海道 176 上富良野町立病院 空知郡上富良野町大町3丁目2番15号

北海道 177 国民健康保険中富良野町立病院 空知郡中富良野町西町３番２５号

北海道 178 留萌市立病院 留萌市東雲町2丁目16番地

北海道 179 北海道立羽幌病院 苫前郡羽幌町栄町110番地

北海道 180 遠別町立国保病院 天塩郡遠別町字本町1丁目3番地

北海道 181 天塩町立国民健康保険病院 天塩郡天塩町字川口5699番地の3

北海道 182 市立稚内病院 稚内市中央4丁目11番6号

北海道 183 市立稚内こまどり病院 稚内市こまどり2丁目7番1号

北海道 184 猿払村国民健康保険病院 宗谷郡猿払村鬼志別北町28番地

北海道 185 浜頓別町国民健康保険病院 枝幸郡浜頓別町旭ヶ丘3丁目3番地

北海道 186 中頓別町国民健康保険病院 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地

北海道 187 枝幸町国民健康保険病院 枝幸郡枝幸町北栄町1474番地1

北海道 188 豊富町国民健康保険病院 天塩郡豊富町字上サロベツ2543の1番地

北海道 189 利尻島国保中央病院 利尻郡利尻町沓形字緑町11番地

北海道 190 北海道立北見病院 北見市高栄西町1丁目1番2号

北海道 191 北見赤十字病院 北見市北6条東2丁目1番地

北海道 192 小林病院 北見市北3条西4丁目2番地

北海道 193 医療法人治恵会北見中央病院 北見市とん田東町383番地

北海道 194 北星脳神経・心血管内科病院 北見市東三輪2丁目36番地1

北海道 195 社会医療法人明生会道東脳神経外科病院 北見市美山町68番地9

北海道 196 北見市夜間急病センター 北見市6条西2丁目１　北見市保健センター１階

北海道 197 美幌町立国民健康保険病院 網走郡美幌町字仲町2丁目38番地

北海道 198 美幌療育病院 網走郡美幌町字美富9番地
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北海道 199 北海道立向陽ヶ丘病院 網走市向陽ｹ丘1丁目5番1号

北海道 200 ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 網走市北6条西1丁目9番地

北海道 201 医療法人社団網走中央病院 網走市南6条東1丁目7番地

北海道 202 医療法人社団朗愛会こが病院 網走市字潮見153番地1

北海道 203 社会医療法人明生会網走脳神経外科・リハビリテーション病院 網走市桂町4丁目1番7号

北海道 204 斜里町国民健康保険病院 斜里郡斜里町青葉町41番地

北海道 205 広域紋別病院 紋別市緑町5丁目6番8号

北海道 206 紋別市休日夜間急病センター 紋別市落石町4丁目８-５

北海道 207 滝上町国民健康保険病院 紋別郡滝上町字ｻｸﾙｰ原野1605番地

北海道 208 興部町国民健康保険病院 紋別郡興部町字興部230番地

北海道 209 雄武町国民健康保険病院 紋別郡雄武町字雄武1482番地2

北海道 210 ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 紋別郡遠軽町大通北3丁目1番5号

北海道 211 独立行政法人国立病院機構帯広病院 帯広市西18条北2丁目16

北海道 212 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 帯広市東5条南9丁目２番地

北海道 213 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 帯広市西6条南8丁目1番地

北海道 214 財団法人北海道医療団帯広第一病院 帯広市西4条南15丁目17番3

北海道 215 医療法人社団刀圭会協立病院 帯広市西16条北1丁目27番地の5

北海道 216 社会医療法人北斗北斗病院 帯広市稲田町基線7番地5

北海道 217 医療法人社団博愛会開西病院 帯広市西23条南2丁目16番地27

北海道 218 帯広市夜間急病センター 帯広市東7条南9丁目13番地

北海道 219 北海道立緑ヶ丘病院 河東郡音更町緑が丘1番地

北海道 220 士幌町国民健康保険病院 河東郡士幌町字士幌西2線167番地

北海道 221 鹿追町国民健康保険病院 河東郡鹿追町東町1丁目38番地

北海道 222 公立芽室病院 河西郡芽室町東4条3丁目5番地

北海道 223 大樹町立国民健康保険病院 広尾郡大樹町暁町6番地2

北海道 224 広尾町国民健康保険病院 広尾郡広尾町公園通南4丁目1番地

北海道 225 池田町立病院 中川郡池田町字西2条5丁目25番地

北海道 226 本別町国民健康保険病院 中川郡本別町西美里別６番地８

北海道 227 足寄町国民健康保険病院 足寄郡足寄町南2条3丁目1番地

北海道 228 独立行政法人労働者健康福祉機構　釧路労災病院 釧路市中園町13番23号

北海道 229 市立釧路総合病院 釧路市春湖台1番12号

北海道 230 市立釧路国民健康保険阿寒病院 釧路市阿寒町中央１丁目7番8号

北海道 231 総合病院釧路赤十字病院 釧路市新栄町21番14号

北海道 232 道東勤医協釧路協立病院 釧路市治水町3番14号

北海道 233 社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国191番212

北海道 234 釧路市夜間急病センター 釧路市住吉2丁目12-37

北海道 235 町立厚岸病院 厚岸郡厚岸町住の江１丁目１番地

北海道 236 標茶町立病院 川上郡標茶町開運4丁目1番地

北海道 237 市立根室病院 根室市有磯町1丁目2番地

北海道 238 町立別海病院 野付郡別海町別海西本町52番地

北海道 239 町立中標津病院 標津郡中標津町西10条南9丁目1番地1

北海道 240 標津町国民健康保険標津病院 標津郡標津町北1条西5丁目6番1

北海道 241 時計台記念病院（西棟） 札幌市中央区北1条東1丁目2番地3

北海道 242 医療法人柏葉脳神経外科病院Ａ館（外来・病棟) 札幌市豊平区月寒東1条15丁目7番20号

北海道 243 北海道泌尿器科記念病院（付属４条クリニック） 札幌市東区北40条東1丁目1番3号

北海道 244 社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院 余市郡余市町黒川町19丁目1番地1

北海道 245 ＪＡ北海道厚生連沼田厚生病院 雨竜郡沼田町南1条3丁目7番2号

北海道 246 社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院 虻田郡洞爺湖町高砂町126番地

北海道 247 ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院 中川郡美深町東1条南3丁目

北海道 248 ＪＡ北海道厚生連常呂厚生病院 北見市常呂町字常呂573番地2
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北海道 249 置戸赤十字病院 常呂郡置戸町字置戸77

北海道 250 小清水赤十字病院 斜里郡小清水町字小清水645番地16

北海道 251 ＪＡ北海道厚生連丸瀬布厚生病院 紋別郡遠軽町丸瀬布新町274番地

北海道 252 清水赤十字病院 上川郡清水町南2条2丁目１番地

北海道 253 ＪＡ北海道厚生連摩周厚生病院 川上郡弟子屈町泉２丁目３番1号

253施設合計
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三重県 1 紀南病院 三重県南牟婁郡御浜町阿田和4750

滋賀県 2 大津赤十字病院 大津市長等１丁目１番３５号

滋賀県 3 大津市民病院 大津市本宮２丁目９番９号

滋賀県 4 大津赤十字志賀病院 大津市和邇中２９８

滋賀県 5 社会保険滋賀病院 大津市富士見台１６番１号

滋賀県 6 琵琶湖大橋病院 大津市真野町５丁目１番２９号

滋賀県 7 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市瀬田月輪町

滋賀県 8 済生会滋賀県病院 栗東市大橋２丁目４番１号

滋賀県 9 宮脇病院 草津市大路３丁目３番６号

滋賀県 10 草津総合病院 草津市矢橋町１６６０

滋賀県 11 県立小児保健医療センター 守山市守山５丁目７番３０号

滋賀県 12 野洲病院 野洲市小篠原１０９４

滋賀県 13 県立成人病センター 守山市守山５丁目４番３０号

滋賀県 14 守山市民病院 守山市守山４丁目１４番１号

滋賀県 15 県立精神医療センター 草津市笠山八丁目4-25

滋賀県 16 近江草津徳洲会病院 草津市東矢倉３丁目３４番５２号

滋賀県 17 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院 甲賀市信楽町牧９９７番地

滋賀県 18 公立甲賀病院 甲賀市水口町鹿深３番３９号

滋賀県 19 甲賀市立信楽中央病院 甲賀市信楽町長野４７３番地

滋賀県 20 甲南病院 甲賀市甲南町葛木９５８番地

滋賀県 21 生田病院 湖南市菩提寺104-13

滋賀県 22 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市土田町１３７９番地

滋賀県 23 東近江市立蒲生病院 東近江市桜川西町３４０番地

滋賀県 24 日野記念病院 蒲生郡日野町上野田２００番１号

滋賀県 25 独立行政法人国立病院機構滋賀病院 東近江市五智町２５５番地

滋賀県 26 東近江市立能登川病院 東近江市猪子町１９１番地

滋賀県 27 東近江敬愛病院 東近江市八日市東本町８－１６

滋賀県 28 湖東記念病院 東近江市平松町２番地１

滋賀県 29 彦根市立病院 彦根市八坂町１８８２番地

滋賀県 30 豊郷病院 犬上郡豊郷町八目１２番地

滋賀県 31 彦根中央病院 彦根市西今町４２１番地

滋賀県 32 友仁山崎病院 彦根市竹ヶ鼻町８０番地

滋賀県 33 長浜赤十字病院 長浜市宮前町１４の７

滋賀県 34 市立長浜病院 長浜市大戌亥町３１３番地

滋賀県 35 長浜市立湖北病院 長浜市木之本町大字黒田１２２１

滋賀県 36 高島市民病院 高島市勝野１６６７番地

滋賀県 37 マキノ病院 高島市マキノ町新保１０９７

京都府 38 社会保険京都病院  京都市北区小山下総町２７

京都府 39 冨田病院  京都市北区小山下内河原町５６番地

京都府 40 社会福祉法人　京都博愛会病院  京都市北区上賀茂ケシ山１

京都府 41  財団法人　京都地域医療学際研究所附属病院  京都市北区紫野雲林院町１７

京都府 42 医療法人明生会　賀茂病院  京都市北区紫竹東栗栖町４３

京都府 43 京都府立医科大学附属病院  京都市上京区河原町通り広小路上ル梶井町４６５

京都府 44 京都第二赤十字病院  京都市上京区釜座通り丸太町上ル春帯町３５５の５

京都府 45 室町病院  京都市上京区室町通上立売下ル裏築地町８８

京都府 46 相馬病院  京都市上京区御前通今小路下ル南馬喰町９１１

京都府 47 社会医療法人西陣健康会堀川病院  京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町８６５

京都府 48 西陣病院  京都市上京区七本松通五辻上ル溝前町１０３５

京都府 49 医療法人愛寿会　同仁病院  京都市上京区一条通新町東入東日野殿町３９４－１

通電医療機関一覧（関西電力管内）
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京都府 50 医療法人社団行陵会　京都大原記念病院  京都市左京区大原井出町１６４

京都府 51 京都大学医学部附属病院  京都市左京区聖護院川原町５４

京都府 52 総合病院日本バプテスト病院  京都市左京区北白川山ノ元町４７

京都府 53  社団法人信和会　京都民医連第二中央病院  京都市左京区田中飛鳥井町８９

京都府 54 医療法人寿尚会　洛陽病院  京都市左京区岩倉上蔵町１４３

京都府 55 医療法人社団順和会　京都下鴨病院  京都市左京区下鴨東森ヶ前町１７

京都府 56 医療法人社団頌徳会　比叡病院  京都市左京区岩倉花園町８４

京都府 57 医療法人一仁会　脳神経リハビリ北大路病院  京都市左京区一乗寺西水干町２５－２

京都府 58 医療法人社団貴順会　吉川病院  京都市左京区聖護院山王町１

京都府 59 京都市立病院  京都市中京区壬生東高田町１の２

京都府 60 医療法人西大路病院  京都市中京区西ノ京東中合町１２ー１

京都府 61 医療法人毛利病院  京都市中京区堀川通御池上ル押堀町４４の１

京都府 62  医療法人社団洛和会　洛和会丸太町病院  京都市中京区西ノ京車坂町９

京都府 63 京都市身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ附属病院  京都市中京区壬生仙念町３０

京都府 64  公益社団法人京都保健会　京都民医連中央病院  京都市中京区西ノ京春日町１６－１

京都府 65 京都第一赤十字病院  京都市東山区本町１５丁目７４９

京都府 66 医療法人社団育生会　久野病院  京都市東山区本町２２丁目５００

京都府 67 原田病院  京都市東山区七条大和大路西入西門町５４６番地２

京都府 68 社団法人愛生会　山科病院  京都市山科区竹鼻４丁野町１９－４

京都府 69 医療法人社団恵仁会　なぎ辻病院  京都市山科区椥辻東潰５番１

京都府 70  医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院  京都市山科区音羽珍事町２

京都府 71 新京都南病院  京都市下京区西七条上南中野町８番地

京都府 72 医療法人京都回生病院  京都市下京区中堂寺庄ノ内町８－１

京都府 73 医療法人社団恵心会　京都武田病院  京都市下京区西七条南衣田町１１

京都府 74 医療法人啓信会　京都四条病院  京都市下京区東堀川通四条下ル四条堀川町２７２の６

京都府 75 医療法人愛友会　明石病院  京都市下京区西七条南衣田町９３

京都府 76 武田病院  京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町８４１－５

京都府 77 医療法人親友会　島原病院  京都市下京区小坂町７の４

京都府 78 公益社団法人京都保健会　吉祥院病院  京都市南区吉祥院井ノ口町４３

京都府 79 京都九条病院  京都市南区唐橋羅城門町１０

京都府 80  医療法人財団医道会　十条リハビリテーション病院  京都市南区吉祥院八反田町３２

京都府 81  独立行政法人国立病院機構宇多野病院  京都市右京区鳴滝音戸山町８

京都府 82 社会医療法人和交会　太秦病院  京都市右京区太秦帷子ノ辻町３０の４

京都府 83 医療法人河端病院  京都市右京区太秦上ノ段町１の１１

京都府 84 西京病院  京都市右京区西院北矢掛町３９の１

京都府 85 一般財団法人泉谷病院  京都市右京区花園伊町４１番７

京都府 86 医療法人社団松仁会内田病院  京都市右京区梅津大縄場町６の９

京都府 87 京都市立京北病院  京都市右京区京北下中町鳥谷３

京都府 88  独立行政法人国立病院機構京都医療センター  京都市伏見区深草向畑町１の１

京都府 89 京都市桃陽病院  京都市伏見区深草大亀谷岩山町４８の１

京都府 90  医療法人清水会　京都伏見しみず病院  京都市伏見区越前町６０９

京都府 91 社会医療法人弘仁会　大島病院  京都市伏見区桃山町泰長老１１５

京都府 92 財団法人真和会　京都大橋総合病院  京都市伏見区下油掛町１６７

京都府 93 蘇生会総合病院  京都市伏見区下鳥羽広長町101番地

京都府 94 医療法人医仁会　武田総合病院  京都市伏見区石田森南町２８の１

京都府 95 医療法人松寿会　共和病院  京都市伏見区醍醐川久保町３０

京都府 96 医療法人社団淀さんせん会金井病院  京都市伏見区淀木津町６１２－１２

京都府 97 さいわい病院  京都市伏見区向島四ツ谷池５

京都府 98 三菱京都病院  京都市西京区桂御所町１

京都府 99  社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院  京都市西京区山田平尾町１７
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京都府 100 医療法人弘正会西京都病院  京都市西京区御陵溝浦町２４

京都府 101 医療法人清仁会　シミズ病院  京都市西京区山田中吉見町１１の２

京都府 102  洛西ニュータウン病院  京都市西京区大枝東新林町３丁目６

京都府 103 医療法人清仁会　洛西シミズ病院  京都市西京区大枝北沓掛町１３ー１０７

京都府 104 医療法人医修会　新河端病院  長岡京市一文橋２丁目３１の１

京都府 105 医療法人社団千春会　千春会病院  長岡京市開田２丁目１４の２６

京都府 106 医療法人総心会　長岡京病院  長岡京市開田４丁目９の１０

京都府 107  社会福祉法人恩賜財団済生会　京都府病院  長岡京市今里南平尾８

京都府 108 京都府立洛南病院  宇治市五ヶ庄広岡谷２

京都府 109 宇治武田病院  宇治市宇治里尻３６－２６

京都府 110 社会福祉法人　宇治病院  宇治市五ヶ庄芝ノ東５４の２

京都府 111 医療法人社団一心会　都倉病院  宇治市宇治山本２７

京都府 112 医療法人仁心会　宇治川病院  宇治市小倉町老ノ木３１

京都府 113 第二岡本総合病院  宇治市神明石塚５４の１４

京都府 114 医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院  宇治市小倉町春日森８６番１

京都府 115 医療法人和松会　六地蔵総合病院  宇治市六地蔵奈良町９

京都府 116  独立行政法人国立病院機構南京都病院  城陽市中芦原１１

京都府 117 医療法人啓信会　京都きづ川病院  城陽市平川西六反２６の１

京都府 118  京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院  城陽市中芦原

京都府 119 医療法人八仁会　久御山南病院  久世郡久御山町大字坊之池小字坊村中２８

京都府 120 特定医療法人美杉会男山病院  八幡市男山泉１９

京都府 121 医療法人社団医聖会　八幡中央病院  八幡市八幡五反田３９の１

京都府 122 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院  京田辺市田辺中央六丁目１の６

京都府 123 医療法人社団医聖会　京都八幡病院  八幡市川口別所６１

京都府 124 公立山城病院 木津川市大字木津小字池田７４の１

京都府 125 精華町国民健康保険病院  相楽郡精華町大字祝園小字砂子田７

京都府 126 医療法人社団医聖会学研都市病院  相楽郡精華町精華台７丁目４－１

京都府 127 医療法人清仁会　亀岡シミズ病院  亀岡市篠町広田１丁目３２番１５

京都府 128 亀岡市立病院  亀岡市篠町篠野田１番地の１

京都府 129 医療法人丹医会　園部丹医会病院  南丹市園部町美園町５号８番地７

京都府 130 公立南丹病院  南丹市八木町八木上野２５

京都府 131 医療法人丹笠会　丹波笠次病院  船井郡京丹波町須知町裏１３番地７

京都府 132 国保京丹波町病院  船井郡京丹波町和田大下２８

京都府 133 明治国際医療大学付属病院  南丹市日吉町保野田ヒノ谷６の１

京都府 134 市立福知山市民病院  福知山市厚中町２３１

京都府 135 医療法人医誠会　京都ルネス病院  福知山市末広町１丁目３８

京都府 136 国民健康保険新大江病院  福知山市大江町字河守１８０

京都府 137 公益社団法人京都保健会　京都協立病院  綾部市高津町三反田１番地

京都府 138 綾部市立病院  綾部市青野町大塚２０の１

京都府 139  独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター  舞鶴市字行永２４１０

京都府 140 市立舞鶴市民病院  舞鶴市字溝尻１５０－１１

京都府 141 舞鶴赤十字病院  舞鶴市字倉谷４２７

京都府 142  国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院  舞鶴市字浜１０３５

京都府 143 京都府立舞鶴こども療育センター  舞鶴市北吸無番地

京都府 144 京都府立与謝の海病院  与謝郡与謝野町男山４８１

京都府 145 公益財団法人　丹後中央病院  京丹後市峰山町字杉谷１５８の１

京都府 146 京丹後市立弥栄病院  京丹後市弥栄町字溝谷３４５２の１

京都府 147 京丹後市立久美浜病院  京丹後市久美浜町１６１

京都府 148 医療法人真生会向日回生病院  向日市物集女町中海道９２の１２

大阪府 149 箕面市立病院 大阪府箕面市萱野5-7-1
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大阪府 150 市立池田病院 大阪府池田市城南3-1-18

大阪府 151 巽病院 大阪府池田市天神1-5-22

大阪府 152 さわ病院 大阪府豊中市城山町1-9-1

大阪府 153 小曽根病院 大阪府豊中市豊南町東2-6-4

大阪府 154 国立病院機構刀根山病院 大阪府豊中市刀根山5-1-1

大阪府 155 市立豊中病院 大阪府豊中市柴原町4-14-1

大阪府 156 小西病院 大阪府豊中市曽根東町2-9-14

大阪府 157 東豊中渡辺病院 大阪府豊中市東豊中町5-35-3

大阪府 158 豊中渡辺病院 大阪府豊中市服部西町3-1-8

大阪府 159 大阪脳神経外科病院 大阪府豊中市庄内宝町2-6-23

大阪府 160 上田病院 大阪府豊中市庄内幸町4-28-12

大阪府 161 豊中若葉会病院 大阪府豊中市東豊中町5-13-18

大阪府 162 榎坂病院 大阪府吹田市江坂町4-32-1

大阪府 163 大阪市立弘済院附属病院 大阪府吹田市古江台6-2-1

大阪府 164 済生会吹田病院 大阪府吹田市川園町1-2

大阪府 165 済生会千里病院 大阪府吹田市津雲台1-1-D6

大阪府 166 国立循環器病研究センター 大阪府吹田市藤白台5-7-1

大阪府 167 吹田市民病院 大阪府吹田市片山町2-13-20

大阪府 168 大和病院 大阪府吹田市垂水町3-22-1

大阪府 169 大阪大学歯学部附属病院 大阪府吹田市山田丘1-8

大阪府 170 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15

大阪府 171 千里丘中央病院 大阪府摂津市千里丘1-11-31

大阪府 172 昭和病院 大阪府摂津市昭和園11-29

大阪府 173 摂津ひかり病院 大阪府摂津市鳥飼八防2-3-8

大阪府 174 摂津医誠会病院 大阪府摂津市南千里丘1-32

大阪府 175 清風会茨木病院 大阪府茨木市総持寺1-4-1

大阪府 176 済生会茨木病院 大阪府茨木市見付山2-1-45

大阪府 177 北大阪警察病院 大阪府茨木市室山1-2-2

大阪府 178 河合病院 大阪府茨木市駅前3-6-23

大阪府 179 友紘会総合病院 大阪府茨木市清水1-34-1

大阪府 180 田中病院 大阪府茨木市東奈良3-15-20

大阪府 181 博愛茨木病院 大阪府茨木市中穂積3-2-41

大阪府 182 藍野花園病院 大阪府茨木市花園2-6-1

大阪府 183 谷川記念病院 大阪府茨木市春日1-16-59

大阪府 184 光愛病院 大阪府高槻市奈佐原4-3-1

大阪府 185 高槻赤十字病院 大阪府高槻市阿武野1-1-1

大阪府 186 北摂総合病院 大阪府高槻市北柳川町16-24

大阪府 187 大阪医科大学附属病院 大阪府高槻市大学町2-7

大阪府 188 美喜和会オレンジホスピタル 大阪府高槻市大字奈佐原10-10

大阪府 189 新阿武山病院 大阪府高槻市奈佐原4-10-1

大阪府 190 みどりヶ丘病院 大阪府高槻市真上町3-13-1

大阪府 191 新生病院 大阪府高槻市玉川新町8-1

大阪府 192 高槻病院 大阪府高槻市古曽部町1-3-13

大阪府 193 第一東和会病院 大阪府高槻市宮野町2-17

大阪府 194 大阪府三島救命救急センター 大阪府高槻市南芥川町11-1

大阪府 195 うえだ下田部病院 大阪府高槻市登町33-1

大阪府 196 京阪病院 大阪府守口市八雲中町3-13-17

大阪府 197 関西医科大学附属滝井病院 大阪府守口市文園町10-15

大阪府 198 守口敬任会病院 大阪府守口市八雲東町2-47-12

大阪府 199 守口生野記念病院 大阪府守口市佐太中町6-17-33
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大阪府 200 鶴見緑地病院 大阪府守口市南寺方南通3-4-8

大阪府 201 松下記念病院 大阪府守口市外島町5-55

大阪府 202 蒼生病院 大阪府門真市北島288

大阪府 203 摂南総合病院 大阪府門真市柳町1-10

大阪府 204 萱島生野病院 大阪府門真市上島町22-11

大阪府 205 藤本病院 大阪府寝屋川市八坂町2-3

大阪府 206 星光病院 大阪府寝屋川市豊野町14-5

大阪府 207 小松病院 大阪府寝屋川市川勝町11-6

大阪府 208 寝屋川ひかり病院 大阪府寝屋川市石津元町12-20

大阪府 209 寝屋川サナトリウム 大阪府寝屋川市寝屋川公園2370-6

大阪府 210 上山病院 大阪府寝屋川市秦町15-3

大阪府 211 関西医科大学附属香里病院 大阪府寝屋川市香里本通8-45

大阪府 212 関西医科大学附属枚方病院 大阪府枚方市新町2-3-1

大阪府 213 星ヶ丘厚生年金病院 大阪府枚方市星丘4-8-1

大阪府 214 枚方公済病院 大阪府枚方市藤阪東町1-2-1

大阪府 215 東香里病院 大阪府枚方市東香里1-24-34

大阪府 216 枚方市民病院 大阪府枚方市禁野本町2-14-1

大阪府 217 香里ヶ丘有恵会病院 大阪府枚方市宮之下町7-10

大阪府 218 有澤総合病院 大阪府枚方市中宮東之町12-14

大阪府 219 協立病院 大阪府枚方市伊加賀東町2-21

大阪府 220 吉田病院 大阪府枚方市北中振3-8-14

大阪府 221 府立精神医療センター 大阪府枚方市宮之阪3-16-21

大阪府 222 津田病院 大阪府枚方市津田北町3-30-1

大阪府 223 福田総合病院 大阪府枚方市渚西1-18-11

大阪府 224 柏友会樟葉病院 大阪府枚方市楠葉花園町4-1

大阪府 225 中村病院 大阪府枚方市藤阪中町3-20

大阪府 226 新世病院 大阪府枚方市田口5-11-1

大阪府 227 高井病院 大阪府枚方市津田西町1-37-8

大阪府 228 関西記念病院 大阪府枚方市西招提町2198

大阪府 229 向山病院 大阪府枚方市招提元町1-36-6

大阪府 230 佐藤病院 大阪府枚方市養父東町65-1

大阪府 231 交野病院 大阪府交野市私部2-11-38

大阪府 232 田原病院 大阪府四條畷市岡山東3-1-6

大阪府 233 畷生会脳神経外科病院 大阪府四條畷市中野本町28-1

大阪府 234 大東中央病院 大阪府大東市大野2-1-11

大阪府 235 野崎徳洲会病院 大阪府大東市谷川2-10-50

大阪府 236 仁泉会病院 大阪府大東市諸福8-2-22

大阪府 237 八戸の里病院 大阪府東大阪市下小阪3-16-14

大阪府 238 阪本病院 大阪府東大阪市西上小阪7-17

大阪府 239 池田病院 大阪府東大阪市宝持1-9-28

大阪府 240 喜馬病院 大阪府東大阪市岩田町4-2-8

大阪府 241 若草第一病院 大阪府東大阪市若草町1-6

大阪府 242 河内総合病院 大阪府東大阪市横枕1-31

大阪府 243 東大阪山路病院 大阪府東大阪市稲葉1-7-5

大阪府 244 石切生喜病院 大阪府東大阪市弥生町18-28

大阪府 245 恵生会病院 大阪府東大阪市鷹殿町20-29

大阪府 246 枚岡病院 大阪府東大阪市出雲井本町3-25

大阪府 247 東大阪市立総合病院 大阪府東大阪市西岩田3-4-5

大阪府 248 府立中河内救命救急センター 大阪府東大阪市西岩田3-4-13

大阪府 249 八尾市立病院 大阪府八尾市龍華町1-3-1
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大阪府 250 貴島病院本院 大阪府八尾市楽音寺3-33

大阪府 251 八尾徳洲会病院 大阪府八尾市久宝寺3-15-38

大阪府 252 厚生会第一病院 大阪府八尾市西木の本1-63

大阪府 253 医真会八尾総合病院 大阪府八尾市沼1-41

大阪府 254 国分病院 大阪府柏原市旭ヶ丘4-672

大阪府 255 市立柏原病院 大阪府柏原市法善寺1-7-9

大阪府 256 丹比荘病院 大阪府羽曳野市野164-1

大阪府 257 府立呼吸器・アレルギー医療センター 大阪府羽曳野市はびきの3-7-1

大阪府 258 藤本病院 大阪府羽曳野市誉田3-15-27

大阪府 259 城山病院 大阪府羽曳野市はびきの2-8-1

大阪府 260 島田病院 大阪府羽曳野市樫山100-1

大阪府 261 高村病院 大阪府羽曳野市恵我之荘3-1-3

大阪府 262 藤井寺市民病院 大阪府藤井寺市道明寺2-7-3

大阪府 263 田辺脳神経外科病院 大阪府藤井寺市野中2-91

大阪府 264 寺下病院 大阪府松原市岡7-191-1

大阪府 265 阪南中央病院 大阪府松原市南新町3-3-28

大阪府 266 松原徳洲会病院 大阪府松原市天美東7-13-26

大阪府 267 吉村病院 大阪府松原市別所7-5-3

大阪府 268 明治橋病院 大阪府松原市三宅西1-358-3

大阪府 269 辻本病院 大阪府大阪狭山市池之原2-1128-2

大阪府 270 近畿大学医学部附属病院 大阪府大阪狭山市大野東377-2

大阪府 271 大阪さやま病院 大阪府大阪狭山市岩室3-216-1

大阪府 272 さくら会病院 大阪府大阪狭山市半田5-2610-1

大阪府 273 樫本病院 大阪府大阪狭山市東茱萸木4-1151

大阪府 274 汐の宮温泉病院 大阪府富田林市伏見堂町95

大阪府 275 ＰＬ病院 大阪府富田林市大字新堂2204

大阪府 276 金剛病院 大阪府富田林市寿町1-6-10

大阪府 277 済生会富田林病院 大阪府富田林市向陽台1-3-36

大阪府 278 国立病院機構大阪南医療センター 大阪府河内長野市木戸東町2-1

大阪府 279 岡記念病院 大阪府河内長野市西之山町11-18

大阪府 280 寺元記念病院 大阪府河内長野市古野町4-11

大阪府 281 金岡中央病院 大阪府堺市北区中村町450

大阪府 282 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 大阪府堺市北区長曽根町1180

大阪府 283 大阪労災病院 大阪府堺市北区長曽根町1179-3

大阪府 284 新金岡豊川総合病院 大阪府堺市北区新金岡町4-1-7

大阪府 285 田仲北野田病院 大阪府堺市東区北野田707

大阪府 286 植木病院 大阪府堺市北区黒土町90

大阪府 287 阪南病院 大阪府堺市中区八田南之町277

大阪府 288 堺温心会病院 大阪府堺市中区深井清水町2140-1

大阪府 289 堺フジタ病院 大阪府堺市中区深井沢町3347

大阪府 290 ベルランド総合病院 大阪府堺市中区東山500-3

大阪府 291 恒進會病院 大阪府堺市南区豊田40

大阪府 292 馬場記念病院 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-244

大阪府 293 市立堺病院 大阪府堺市堺区南安井町1-1-1

大阪府 294 浅香山病院 大阪府堺市堺区今池町3-3-16

大阪府 295 耳原総合病院 大阪府堺市堺区協和町4-465

大阪府 296 吉川病院 大阪府堺市堺区南向陽町2-3-7

大阪府 297 堺山口病院 大阪府堺市堺区東湊町6-383

大阪府 298 阪堺病院 大阪府堺市堺区大浜北町1-8-8

大阪府 299 清恵会病院 大阪府堺市堺区向陵中町4-2-10
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大阪府 300 南堺病院 大阪府堺市中区大野芝町292

大阪府 301 日野病院 大阪府堺市東区北野田626

大阪府 302 邦和病院 大阪府堺市中区新家町697-1

大阪府 303 近畿大学医学部堺病院 大阪府堺市南区原山台2-7-1

大阪府 304 美原病院 大阪府堺市美原区今井380

大阪府 305 田中病院 大阪府堺市美原区黒山39-10

大阪府 306 堺市立重症心身障害者（児）支援センター 大阪府堺市堺区旭ケ丘中町4-3-1

大阪府 307 浜寺病院 大阪府高石市東羽衣7-10-39

大阪府 308 高石藤井病院 大阪府高石市綾園1-14-25

大阪府 309 府中病院 大阪府和泉市肥子町1-10-17

大阪府 310 和泉市立病院 大阪府和泉市府中町4-10-10

大阪府 311 府立母子総合医療センター 大阪府和泉市室堂町840

大阪府 312 光生病院 大阪府和泉市葛の葉町203-1

大阪府 313 咲花病院 大阪府和泉市のぞみ野1-3-30

大阪府 314 泉大津市立病院 大阪府泉大津市下条町16-1

大阪府 315 かわい病院 大阪府泉大津市豊中町2-6-5

大阪府 316 原病院 大阪府泉大津市東助松町1-7-1

大阪府 317 久米田病院 大阪府岸和田市尾生町6-21-31

大阪府 318 葛城病院 大阪府岸和田市真上町250

大阪府 319 藤井病院 大阪府岸和田市西之内町3-1

大阪府 320 市立岸和田市民病院 大阪府岸和田市額原町1001

大阪府 321 岸和田徳洲会病院 大阪府岸和田市加守町4-27-1

大阪府 322 水間病院 大阪府貝塚市水間51

大阪府 323 貝塚中央病院 大阪府貝塚市橋本1000

大阪府 324 木島病院 大阪府貝塚市森892

大阪府 325 市立貝塚病院 大阪府貝塚市堀3-10-20

大阪府 326 青山病院 大阪府貝塚市新町11-5

大阪府 327 貝塚サナトリウム 大阪府貝塚市森497

大阪府 328 河崎病院 大阪府貝塚市水間244

大阪府 329 永山病院 大阪府泉南郡熊取町大久保東1-1-10

大阪府 330 七山病院 大阪府泉南郡熊取町七山2-2-1

大阪府 331 りんくう総合医療センター 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23

大阪府 332 関西サナトリウム 大阪府泉佐野市市場西3-9-28

大阪府 333 佐野記念病院 大阪府泉佐野市中町3-4-5

大阪府 334 府立泉州救命救急センター 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-24

大阪府 335 済生会新泉南病院 大阪府泉南市りんくう南浜3-7

大阪府 336 堀病院 大阪府泉南市中小路2-1860

大阪府 337 野上病院 大阪府泉南市樽井1-2-5

大阪府 338 阪南市民病院 大阪府阪南市下出17

大阪府 339 済生会中津病院 大阪府大阪市北区芝田2-10-39

大阪府 340 行岡病院 大阪府大阪市北区浮田2-2-3

大阪府 341 桜橋渡辺病院 大阪府大阪市北区梅田2-4-32

大阪府 342 住友病院 大阪府大阪市北区中之島5-3-20

大阪府 343 北野病院 大阪府大阪市北区扇町2-4-20

大阪府 344 加納総合病院 大阪府大阪市北区天神橋7-5-26

大阪府 345 神原病院 大阪府大阪市都島区高倉町1-10-5

大阪府 346 明生病院 大阪府大阪市都島区東野田町2-4-8

大阪府 347 協和病院 大阪府大阪市都島区東野田町5-2-25

大阪府 348 聖和病院 大阪府大阪市都島区中野町1-7-32

大阪府 349 大阪市立総合医療センター 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22
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大阪府 350 東淀川病院 大阪府大阪市淀川区三国本町3-18-3

大阪府 351 北大阪病院 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-17

大阪府 352 桂寿病院 大阪府大阪市淀川区加島2-4-8

大阪府 353 貴生病院 大阪府大阪市淀川区西三国1-18-4

大阪府 354 十三市民病院 大阪府大阪市淀川区野中北2-12-27

大阪府 355 大阪回生病院 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-10

大阪府 356 共立外科内科 大阪府大阪市淀川区新高1-11-6

大阪府 357 淀川キリスト教病院 大阪府大阪市東淀川区淡路2-9-26

大阪府 358 白山病院 大阪府大阪市東淀川区豊新5-15-25

大阪府 359 医誠会病院 大阪府大阪市東淀川区菅原6-2-25

大阪府 360 福島病院 大阪府大阪市旭区千林2-4-22

大阪府 361 真心会病院 大阪府大阪市旭区新森2-24-20

大阪府 362 牧病院 大阪府大阪市旭区新森7-10-28

大阪府 363 藤立病院 大阪府大阪市旭区大宮5-4-24

大阪府 364 中野こども病院 大阪府大阪市旭区新森4-13-17

大阪府 365 大阪厚生年金病院 大阪府大阪市福島区福島4-2-78

大阪府 366 松本病院 大阪府大阪市福島区海老江2-1-36

大阪府 367 フジタ病院 大阪府大阪市福島区吉野2-10-11

大阪府 368 手島病院 大阪府大阪市福島区福島3-2-9

大阪府 369 関西電力病院 大阪府大阪市福島区福島2-1-7

大阪府 370 大阪暁明館病院 大阪府大阪市此花区春日出中1-22-12

大阪府 371 大阪掖済会病院 大阪府大阪市西区本田2-1-10

大阪府 372 多根総合病院 大阪府大阪市西区九条南1-12-21

大阪府 373 吉川病院 大阪府大阪市西区九条南3-29-14

大阪府 374 日生病院 大阪府大阪市西区立売堀6-3-8

大阪府 375 大野記念病院 大阪府大阪市西区南堀江1-26-10

大阪府 376 大阪船員保険病院 大阪府大阪市港区築港1-8-30

大阪府 377 小川病院 大阪府大阪市港区市岡1-27-25

大阪府 378 済生会泉尾病院 大阪府大阪市大正区北村3-4-5

大阪府 379 ほくとクリニック病院 大阪府大阪市大正区三軒家西1-18-7

大阪府 380 大阪労働衛生センター第一病院 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-2-2

大阪府 381 西淀病院 大阪府大阪市西淀川区野里3-5-22

大阪府 382 千船病院 大阪府大阪市西淀川区佃2-2-45

大阪府 383 西大阪病院 大阪府大阪市西淀川区柏里1-14-13

大阪府 384 国立病院機構大阪医療センター 大阪府大阪市中央区法円坂2-1-14

大阪府 385 大手前病院 大阪府大阪市中央区大手前1-5-34

大阪府 386 大阪歯大附属病院 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17

大阪府 387 原田病院 大阪府大阪市中央区島之内2-17-15

大阪府 388 脳神経外科日本橋病院 大阪府大阪市中央区高津3-2-22

大阪府 389 大阪赤十字病院 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-53

大阪府 390 ＮＴＴ西日本大阪病院 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻2-6-40

大阪府 391 大阪警察病院 大阪府大阪市天王寺区北山町10-31

大阪府 392 愛染橋病院 大阪府大阪市浪速区日本橋5-16-15

大阪府 393 浪速生野病院 大阪府大阪市浪速区浪速東2-13-19

大阪府 394 富永病院 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-48

大阪府 395 府立成人病センター 大阪府大阪市東成区中道1-3-3

大阪府 396 外科野崎病院 大阪府大阪市東成区深江南2-20-15

大阪府 397 中本病院 大阪府大阪市東成区中道4-13-12

大阪府 398 東成病院 大阪府大阪市東成区大今里西2-7-17

大阪府 399 矢木脳神経外科病院 大阪府大阪市東成区東今里2-12-13
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大阪府 400 生野中央病院 大阪府大阪市生野区中川5-4-2

大阪府 401 アエバ外科病院 大阪府大阪市生野区勝山南4-6-5

大阪府 402 相生病院 大阪府大阪市生野区生野西3-2-5

大阪府 403 大生病院 大阪府大阪市生野区田島6-4-1

大阪府 404 松崎病院 大阪府大阪市生野区新今里7-4-8

大阪府 405 共和病院 大阪府大阪市生野区勝山南4-16-10

大阪府 406 育和会記念病院 大阪府大阪市生野区巽北3-20-29

大阪府 407 村田病院 大阪府大阪市生野区田島4-2-1

大阪府 408 東大阪病院 大阪府大阪市城東区中央1-7-22

大阪府 409 森之宮病院 大阪府大阪市城東区森之宮2-1-88

大阪府 410 城東中央病院 大阪府大阪市城東区鴫野西5-13-47

大阪府 411 済生会野江病院 大阪府大阪市城東区古市1－3－25

大阪府 412 本田病院 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-1-30

大阪府 413 藍の都脳神経外科病院 大阪府大阪市鶴見区放出東2-21-16

大阪府 414 医療法人仁和会和田病院 大阪府大阪市鶴見区横堤3-10-18

大阪府 415 新協和病院 大阪府大阪市鶴見区今津南1-5-8

大阪府 416 コープおおさか病院 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-6-24

大阪府 417 大阪市立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7

大阪府 418 相原第二病院 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-１2-10

大阪府 419 大阪鉄道病院 大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-22

大阪府 420 府立急性期・総合医療センター 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56

大阪府 421 あびこ病院 大阪府大阪府大阪市住吉区我孫子3-3-24

大阪府 422 阪和記念病院 大阪府大阪市住吉区苅田7-11-11

大阪府 423 阪和住吉総合病院 大阪府大阪市住吉区南住吉3-2-9

大阪府 424 大阪市立住吉市民病院 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-2-16

大阪府 425 南大阪病院 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-18-18

大阪府 426 友愛会病院 大阪府大阪市住之江区浜口西3-5-10

大阪府 427 南港病院 大阪府大阪市住之江区北加賀屋2-11-15

大阪府 428 東住吉森本病院 大阪府大阪市東住吉区鷹合3-2-66

大阪府 429 正和病院 大阪府大阪市平野区瓜破東1-5-5

大阪府 430 長吉総合病院 大阪府大阪市平野区長吉長原1-2-34

大阪府 431 緑風会病院 大阪府大阪市平野区背戸口1-18-13

大阪府 432 平野若葉会病院 大阪府大阪市平野区瓜破2-1-19

大阪府 433 植田産婦人科 大阪府大阪市平野区平野宮2-8-8

大阪府 434 千本病院 大阪府大阪市西成区松1-1-31

大阪府 435 山本第三病院 大阪府大阪市西成区南津守4-5-20

大阪府 436 杏林記念病院 大阪府大阪市西成区天下茶屋1-18-24

大阪府 437 藤田記念病院 大阪府大阪市西成区長橋3-6-45

大阪府 438 大和中央病院 大阪府大阪市西成区長橋1-2-7

兵庫県 439  一般財団法人甲南会甲南病院 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目5番16号

兵庫県 440  一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地

兵庫県 441 東神戸病院 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目24番13号

兵庫県 442  医療法人　明倫会宮地病院 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目1番8号

兵庫県 443  医療法人　愛和会金沢病院 兵庫県神戸市灘区神ﾉ木通4丁目2番15号

兵庫県 444 神戸海星病院 兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目11番15号

兵庫県 445  国家公務員共済組合連合会六甲病院 兵庫県神戸市灘区土山町5番1号

兵庫県 446 吉田ア－デント病院 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目3番17号

兵庫県 447  医療法人　康雄会西病院 兵庫県神戸市灘区備後町3丁目2番18号

兵庫県 448   独立行政法人労働者健康福祉機構神戸労災病院 兵庫県神戸市中央区籠池通4丁目1番23号

兵庫県 449  医療法人　一輝会荻原整形外科病院 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目3番5号
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兵庫県 450  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番2号

兵庫県 451 神戸博愛病院 兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目4番16号

兵庫県 452  神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県神戸市中央区港島南町２－１－１

兵庫県 453  兵庫県災害医療センター 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番1号

兵庫県 454 神戸赤十字病院 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番1号

兵庫県 455 神鋼病院 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目4番47号

兵庫県 456 神戸マリナーズ厚生会病院 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目３番18号

兵庫県 457  医療法人　榮昌会吉田病院　　　  兵庫県神戸市兵庫区大開通9丁目2番6号

兵庫県 458 川崎病院　　　  兵庫県神戸市兵庫区東山町3丁目3番1号

兵庫県 459 神戸百年記念病院 兵庫県神戸市兵庫区御崎町１丁目9番1号

兵庫県 460 佑康病院　　　  兵庫県神戸市兵庫区水木通10丁目1番12号

兵庫県 461 三菱神戸病院　　　  兵庫県神戸市兵庫区和田宮通6丁目1番34号

兵庫県 462 神戸アドベンチスト病院 兵庫県神戸市北区有野台8丁目4番地の1

兵庫県 463 恒生病院 兵庫県神戸市北区道場町日下部字中ノゴウ1788番地

兵庫県 464 春日病院 兵庫県神戸市北区大脇台3番地の1

兵庫県 465 医療法人社団顕修会　　顕修会すずらん病院 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目21番5号

兵庫県 466  社会保険神戸中央病院 兵庫県神戸市北区惣山町2丁目１番地の１

兵庫県 467 済生会兵庫県病院 兵庫県神戸市北区藤原台中町5丁目1番1号

兵庫県 468 松田病院 兵庫県神戸市北区松が枝町3丁目1番地の74

兵庫県 469 真星病院 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々谷12番地の3

兵庫県 470  兵庫県立光風病院 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字登り尾3番地

兵庫県 471 北都病院  兵庫県神戸市北区山田町下谷上字門口10番地の3

兵庫県 472  神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県神戸市長田区一番町2丁目4番地

兵庫県 473 公文病院 兵庫県神戸市長田区梅ヶ香町１丁目12番7号

兵庫県 474  医療法人社団　十善会野瀬病院 兵庫県神戸市長田区久保町3丁目9番7号

兵庫県 475 神戸朝日病院 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目5番25号

兵庫県 476 新須磨病院 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4丁目1番6号

兵庫県 477  医療法人　一高会野村海浜病院 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通2丁目1番41号

兵庫県 478  兵庫県立こども病院 兵庫県神戸市須磨区高倉台1丁目1番1号

兵庫県 479   独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 兵庫県神戸市須磨区西落合3丁目1番1号

兵庫県 480  医療法人社団　菫会北須磨病院 兵庫県神戸市須磨区東白川台1丁目1番1

兵庫県 481 尾原病院 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字荒打308番地の1

兵庫県 482 高橋病院 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目18番1号

兵庫県 483  医療法人　沖縄徳洲会神戸徳洲会病院 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目3番10号

兵庫県 484  医療法人　薫風会佐野病院 兵庫県神戸市垂水区清水が丘2丁目5番1号

兵庫県 485 舞子台病院 兵庫県神戸市垂水区舞子台7丁目2番1号

兵庫県 486 神戸掖済会病院 兵庫県神戸市垂水区学が丘1丁目21番１号

兵庫県 487 大澤病院 兵庫県神戸市垂水区美山台3丁目18番12号

兵庫県 488  医療法人社団　菫会名谷病院 兵庫県神戸市垂水区名谷町字梨原2350番地の２

兵庫県 489  兵庫県立リハビリテ－ション中央病院 兵庫県神戸市西区曙町1070番地

兵庫県 490 足立病院 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬696番地の2

兵庫県 491 佐野伊川谷病院 兵庫県神戸市西区池上2丁目20番地の1

兵庫県 492 みどり病院 兵庫県神戸市西区枝吉1丁目16番地

兵庫県 493  医療法人　誠仁会協和病院 兵庫県神戸市西区押部谷町栄191番地の1

兵庫県 494 広野高原病院 兵庫県神戸市西区北山台3丁目1番1号

兵庫県 495 西神戸医療センタ－ 兵庫県神戸市西区糀台5丁目7番地の1

兵庫県 496 偕生病院 兵庫県神戸市西区持子3丁目2番地の2

兵庫県 497  医療法人　三栄会ツカザキ病院 兵庫県姫路市網干区和久68番1

兵庫県 498 井野病院 兵庫県姫路市大塩町汐咲1丁目27番地

兵庫県 499  兵庫県立姫路循環器病センタ－ 兵庫県姫路市西庄甲520番地
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兵庫県 500  医療法人　松藤会入江病院 兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町2丁目25番地

兵庫県 501 神野病院 兵庫県姫路市飾磨区玉地1丁目1番地

兵庫県 502  医療法人　公仁会姫路中央病院 兵庫県姫路市飾磨区三宅2丁目36番地

兵庫県 503  医療法人社団みどりの会酒井病院 兵庫県姫路市飾西412番地1

兵庫県 504 姫路赤十字病院 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号

兵庫県 505  産科婦人科小国病院 兵庫県姫路市南条2丁目23番地

兵庫県 506  医療法人　ひまわり会八家病院 兵庫県姫路市西今宿2丁目9番50号

兵庫県 507  総合病院姫路聖マリア病院 兵庫県姫路市仁豊野650番地

兵庫県 508 長久病院          兵庫県姫路市広畑区長町2丁目１番地

兵庫県 509 製鉄記念広畑病院 兵庫県姫路市広畑区夢前町3丁目１番地

兵庫県 510  医療法人　仁寿会石川病院 兵庫県姫路市別所町別所二丁目150番地

兵庫県 511  医療法人　光寿会城陽江尻病院 兵庫県姫路市北条1丁目279番地

兵庫県 512   独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 兵庫県姫路市本町68番地

兵庫県 513  医療法人　松浦会姫路第一病院 兵庫県姫路市御国野町国分寺143番地

兵庫県 514   独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号

兵庫県 515 杉安病院 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目26番13号

兵庫県 516 中馬病院 兵庫県尼崎市開明町3丁目29番地

兵庫県 517  医療法人　朗源会大隈病院 兵庫県尼崎市杭瀬本町2丁目17番13号

兵庫県 518  医療法人　中央会尼崎中央病院 兵庫県尼崎市潮江1丁目12番1号

兵庫県 519  医療法人　緑清会樋口胃腸病院 兵庫県尼崎市昭和通1丁目17番6号

兵庫県 520 近藤病院 兵庫県尼崎市昭和通4丁目114番地

兵庫県 521  医療法人　尼崎厚生会立花病院 兵庫県尼崎市立花町4丁目3番18号

兵庫県 522 合志病院 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目8番20号

兵庫県 523  医療法人岡田病院 兵庫県尼崎市西難波町4丁目5番18号

兵庫県 524 昭和病院 兵庫県尼崎市潮江1丁目3番43号

兵庫県 525 神崎病院 兵庫県尼崎市浜3丁目1番10号

兵庫県 526  医療法人　旭会園田病院 兵庫県尼崎市東園田町2丁目48番地の７

兵庫県 527 アイワ病院 兵庫県尼崎市東園田町4丁目101番地の4

兵庫県 528   医療法人　朗源会おおくまリハビリテ－ション病院 兵庫県尼崎市東園田町4丁目23番地の1

兵庫県 529  兵庫県立尼崎病院 兵庫県尼崎市東大物町1丁目1番1号

兵庫県 530 安藤病院 兵庫県尼崎市東難波町5丁目19番16号

兵庫県 531 兵庫県立塚口病院 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目8番17号

兵庫県 532  医療法人　一誠会大原病院 兵庫県尼崎市宮内町1丁目9番地

兵庫県 533  医療法人　純徳会田中病院 兵庫県尼崎市武庫川町2丁目2番地

兵庫県 534 西武庫病院 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目4番地の13

兵庫県 535 明和病院 兵庫県西宮市上鳴尾町4番31号

兵庫県 536 谷向病院 兵庫県西宮市今津水波町6番30号

兵庫県 537  西宮協立脳神経外科病院 兵庫県西宮市今津山中町11番1号

兵庫県 538 三好病院 兵庫県西宮市甲子園口北町24番9号

兵庫県 539  西宮市立中央病院 兵庫県西宮市林田町8番24号

兵庫県 540 兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町1番1号

兵庫県 541  社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺病院 兵庫県西宮市室川町10番22号

兵庫県 542 高田上谷病院 兵庫県西宮市山口町上山口4丁目26番14号

兵庫県 543 笹生病院 兵庫県西宮市弓場町5番37号

兵庫県 544  兵庫県立西宮病院 兵庫県西宮市六湛寺町13番9号

兵庫県 545   社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓・血管ｾﾝﾀｰ 兵庫県西宮市池田町３番２５号　　　　　　　　　　　　　

兵庫県 546 市立芦屋病院 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町39番1号

兵庫県 547 芦屋セントマリア病院 兵庫県芦屋市大原町5番20号

兵庫県 548  医療法人　昭圭会南芦屋浜病院 兵庫県芦屋市陽光町3番21号

兵庫県 549   独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院　　　 兵庫県三田市大原1314番地
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兵庫県 550 三田市民病院　　　 兵庫県三田市けやき台3丁目1番地1号

兵庫県 551  医療法人社団　尚仁会平島病院　　　 兵庫県三田市天神1丁目2番15号

兵庫県 552  医療法人　尚和会宝塚第一病院 兵庫県宝塚市向月町19番5号

兵庫県 553 こだま病院 兵庫県宝塚市御殿山1丁目3番2号

兵庫県 554 宝塚市立病院 兵庫県宝塚市小浜4丁目5番1号

兵庫県 555 東宝塚さとう病院 兵庫県宝塚市長尾町2番1号

兵庫県 556  医　療　法　人　回　生　会宝　　塚　　病　　院 兵庫県宝塚市野上2丁目1番2号

兵庫県 557  公立学校共済組合近畿中央病院 兵庫県伊丹市車塚3丁目1番地

兵庫県 558  伊丹恒生脳神経外科病院 兵庫県伊丹市西野1丁目300番1

兵庫県 559 市立伊丹病院 兵庫県伊丹市昆陽池１丁目100番地

兵庫県 560 祐生病院 兵庫県伊丹市山田5丁目3番13号

兵庫県 561 正愛病院 兵庫県川西市久代2丁目5番34号

兵庫県 562 自衛隊阪神病院 兵庫県川西市久代4丁目1番50号

兵庫県 563  医療法人　晋真会ベリタス病院 兵庫県川西市新田１丁目2番23号

兵庫県 564  医療法人　協和会協立病院 兵庫県川西市中央町16番5号

兵庫県 565 市立川西病院 兵庫県川西市東畦野5丁目21番1号

兵庫県 566  医療法人社団　仙齢会はりま病院 兵庫県加古郡播磨町北野添2丁目1番15号

兵庫県 567  医療法人社団　松本会松本病院 兵庫県加古川市加古川町粟津232番地の1

兵庫県 568  兵庫県立加古川医療センター 兵庫県加古川市神野町203番地

兵庫県 569  一般財団法人　甲南病院加古川病院 兵庫県加古川市神野町西条1545番地の1

兵庫県 570  医療法人社団　順心会順心病院 兵庫県加古川市平岡町一色115番地

兵庫県 571 加古川東市民病院 兵庫県加古川市平岡町一色797番地の295

兵庫県 572  医療法人社団せいわ会たずみ病院 兵庫県加古川市尾上町口里790番地の66

兵庫県 573 加古川西市民病院 兵庫県加古川市米田町平津384番地の1

兵庫県 574 私立稲美中央病院 兵庫県加古郡稲美町国安字運上林1286-23

兵庫県 575 高砂市民病院          兵庫県高砂市荒井町紙町33番1号

兵庫県 576  医療法人沖縄徳洲会高砂西部病院 兵庫県高砂市中筋1丁目10番41号

兵庫県 577 あさぎり病院 兵庫県明石市朝霧台1120番地の2

兵庫県 578 野木病院 兵庫県明石市魚住町長坂寺字ツエ池1003番地の1

兵庫県 579  医療法人　大宗会王子回生病院 兵庫県明石市大道町2丁目2番3号

兵庫県 580  医療法人　誠仁会大久保病院 兵庫県明石市大久保町大窪2095番地の1

兵庫県 581   医療法人社団せいゆう会神明病院 兵庫県明石市大久保町大窪2520番地

兵庫県 582  医療法人　双葉会西江井島病院 兵庫県明石市大久保町西島653番地

兵庫県 583  医療法人　仁愛会田畑胃腸病院 兵庫県明石市大久保町森田111番地の1

兵庫県 584 明石医療センター 兵庫県明石市大久保町八木743番地の33

兵庫県 585 兵庫県立がんセンター 兵庫県明石市北王子町13番70号

兵庫県 586  医療法人社団　仁恵会石井病院 兵庫県明石市天文町１丁目５番１１号

兵庫県 587  明石市立市民病院 兵庫県明石市鷹匠町1番33号

兵庫県 588  医療法人社団　医仁会譜久山病院 兵庫県明石市西明石北町3丁目1番23号

兵庫県 589 あさひ病院 兵庫県明石市林崎町2丁目1番31号

兵庫県 590 明石回生病院 兵庫県明石市二見町東二見549番地の1

兵庫県 591  医療法人　明仁会明舞中央病院 兵庫県明石市松が丘4丁目1番32号

兵庫県 592 市立小野市民病院          兵庫県小野市中町323番地

兵庫県 593   独立行政法人国立病院機構兵庫青野原病院 兵庫県小野市南青野

兵庫県 594 市立加西病院          兵庫県加西市北条町横尾１丁目13番地

兵庫県 595 加東市民病院　　　      兵庫県加東市家原85番地

兵庫県 596 多可赤十字病院          兵庫県多可郡多可町中区岸上280番地

兵庫県 597  西脇市立西脇病院          兵庫県西脇市下戸田652番地の1

兵庫県 598  三木市立三木市民病院 兵庫県三木市加佐58番地の1

兵庫県 599 公立神崎総合病院          兵庫県神崎郡神河町粟賀町385番地
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道府県 番号 施設名 住所

兵庫県 600  県 立 粒 子 線医 療 セ ン タ － 兵庫県たつの市新宮町光都1丁目2番1号

兵庫県 601 たつの市立御津病院　　　 兵庫県たつの市御津町中島1666番地1

兵庫県 602 公立宍粟総合病院          兵庫県宍粟市山崎町鹿沢93番地

兵庫県 603  兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 兵庫県たつの市新宮町光都1丁目７番１号

兵庫県 604  医療法人社団天馬会半田中央病院          兵庫県相生市旭3丁目2番18号

兵庫県 605 相生市民病院          兵庫県相生市栄町5番12号

兵庫県 606  医療法人　伯鳳会赤穂中央病院          兵庫県赤穂市惣門町52番地の6

兵庫県 607 赤穂市民病院          兵庫県赤穂市中広1090番地

兵庫県 608  公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療ｾﾝﾀｰ         兵庫県豊岡市出石町福住1300番地

兵庫県 609  公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療ｾﾝﾀｰ 兵庫県豊岡市日高町岩中81番地

兵庫県 610  公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県豊岡市戸牧1094番地

兵庫県 611 公立浜坂病院          兵庫県美方郡新温泉町二日市１８４－１

兵庫県 612 公立村岡病院          兵庫県美方郡香美町村岡区村岡3036番地の1

兵庫県 613 公立香住病院          兵庫県美方郡香美町香住区若松540番地

兵庫県 614  公立豊岡病院組合立朝来梁瀬医療ｾﾝﾀｰ 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町900番地1

兵庫県 615  公立豊岡病院組合立朝来和田山医療ｾﾝﾀｰ 兵庫県朝来市和田山町竹田2021番地

兵庫県 616 公立八鹿病院 兵庫県養父市八鹿町八鹿1878番地1

兵庫県 617 岡本病院 兵庫県篠山市東吹1015番地1

兵庫県 618  兵庫医科大学ささやま医療センター 兵庫県篠山市黒岡5

兵庫県 619 柏原赤十字病院 兵庫県丹波市柏原町柏原259番地1

兵庫県 620  兵庫県立柏原病院 兵庫県丹波市柏原町柏原5208番地1

兵庫県 621  医療法人　敬愛会大塚病院 兵庫県丹波市氷上町絹山513番地

兵庫県 622  医療法人社団　みどり会にしき記念病院 兵庫県篠山市西谷575番地の1

兵庫県 623  兵庫県立淡路病院          兵庫県洲本市下加茂１丁目6番6号

兵庫県 624 原泌尿器科病院 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目7番17号

兵庫県 625 母と子の上田病院 兵庫県神戸市中央区国香通1丁目1番4号

兵庫県 626 三聖病院 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目2番5号

兵庫県 627 彦坂病院　　　  兵庫県神戸市兵庫区西多聞通１丁目1番21号

兵庫県 628 甲北病院 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目18番36号

兵庫県 629  医療法人　三友会若宮病院 兵庫県神戸市須磨区衣掛町3丁目1番30号

兵庫県 630 久野病院 兵庫県神戸市西区神出町広谷623番地の16

兵庫県 631 國富胃腸病院 兵庫県姫路市青山3丁目33番1号

兵庫県 632  医療法人社団普門会姫路田中病院 兵庫県姫路市書写717番地

兵庫県 633  医療法人社団　綱島会厚生病院 兵庫県姫路市御立西4丁目1番25号

兵庫県 634 中谷整形外科病院 兵庫県加古川市平岡町新在家105番地

兵庫県 635 大西脳神経外科病院 兵庫県明石市大久保町江井島1661番地の1

兵庫県 636 大山病院          兵庫県西脇市黒田庄町田高313番地

兵庫県 637 服部病院          兵庫県三木市大塚218番地の3

兵庫県 638 ときわ病院          兵庫県三木市志染町広野5丁目271番地

兵庫県 639 三木山陽病院          兵庫県三木市志染町吉田1213番地の1

兵庫県 640  医療法人社団　景珠会八重垣病院　　　 兵庫県たつの市新宮町井野原531番地の2

兵庫県 641  医療法人社団　一葉会佐用共立病院          兵庫県佐用郡佐用町佐用1111番地

兵庫県 642  医療法人　聖医会佐用中央病院          兵庫県佐用郡佐用町佐用3529番地の3

兵庫県 643 とくなが病院　　　 兵庫県たつの市神岡町東觜崎473番地の5

兵庫県 644 龍野中央病院　　　 兵庫県たつの市龍野町島田 667番地の1

兵庫県 645 栗原病院　　　 兵庫県たつの市龍野町富永495番地の1

兵庫県 646 洲本伊月病院          兵庫県洲本市桑間428番地

兵庫県 647 聖隷淡路病院 兵庫県淡路市岩屋３８番地

兵庫県 648 翠鳳第一病院          兵庫県南あわじ市広田広田１３４番地の１

兵庫県 649  財団法人神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目６番地
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兵庫県 650  神戸医療生活協同組合神戸協同病院 兵庫県神戸市長田区久保町2丁目4番7号

兵庫県 651 みやそう病院 兵庫県伊丹市北野2丁目113番地3

兵庫県 652 水守外科 兵庫県神戸市須磨区神の谷7-1-1

兵庫県 653 三輪外科 兵庫県神戸市須磨区東落合2-13-21

兵庫県 654 まつざきクリニック 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町2-24-8

兵庫県 655 青木外科整形外科 兵庫県尼崎市若王寺1-2-23

兵庫県 656 西原クリニック 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目8番17号

兵庫県 657 あおぞらクリニック 兵庫県三田市大畑字清水357-1

兵庫県 658 第２西原クリニック 兵庫県伊丹市野間8-5-10

兵庫県 659 塩津外科胃腸科 兵庫県加古川市平岡町土山字東山1-20

兵庫県 660  医療法人社団山田脳神経外科医院 兵庫県姫路市東辻井4-10-16

兵庫県 661  脳神経外科枚田クリニック 兵庫県養父市上野1168

兵庫県 662 河上整形外科 兵庫県淡路市志筑新島6-27

兵庫県 663 ＩＨＩ　播磨病院 兵庫県相生市旭３丁目５番１５号

兵庫県 664 魚橋病院 兵庫県相生市若狭野町若狭野２３５番地の２６

奈良県 665 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター 奈良市七条２丁目789

奈良県 666 県立奈良病院 奈良市平松１丁目30-1

奈良県 667 市立奈良病院 奈良市東紀寺町1-50-1

奈良県 668 社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 奈良市八条４丁目643

奈良県 669 奈良春日病院 奈良市鹿野園町1212-1

奈良県 670 医療法人平和会吉田病院 奈良市西大寺赤田町1-7-1

奈良県 671 医療法人新生会高の原中央病院 奈良市右京１丁目3-3

奈良県 672 西の京病院 奈良市六条町102-1

奈良県 673 医療法人宝山会奈良小南病院 奈良市八条５丁目437-8

奈良県 674 医療法人松本快生会西奈良中央病院 奈良市百楽園５丁目２番６号

奈良県 675 医療法人岡谷会おかたに病院 奈良市南京終町１丁目25-1

奈良県 676 奈良西部病院 奈良市三碓町2143ｰ1

奈良県 677 財団法人沢井病院 奈良市船橋町8

奈良県 678 宗教法人大倭大本宮大倭病院 奈良市大倭町5-5

奈良県 679 医療法人社団石洲会石洲会病院 奈良市四条大路１丁目9-4

奈良県 680 松倉病院 奈良市川之上突抜町15

奈良県 681 奈良東九条病院 奈良市東九条町752

奈良県 682 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター 大和郡山市小泉町2815

奈良県 683 県立三室病院 生駒郡三郷町三室１丁目14-16

奈良県 684 天理市立病院 天理市富堂町300-11

奈良県 685 公益財団法人天理よろづ相談所病院 天理市三島町200

奈良県 686 近畿大学医学部奈良病院 生駒市乙田町1248番-1

奈良県 687 社会医療法人高清会高井病院 天理市蔵之庄町461-2

奈良県 688 奈良社会保険病院 大和郡山市朝日町1-62

奈良県 689 田北病院 大和郡山市城南町2-13

奈良県 690 医療法人和幸会阪奈中央病院 生駒市俵口町741

奈良県 691 医療法人社団松下会白庭病院 生駒市白庭台6丁目10-1

奈良県 692 医療法人青心会郡山青藍病院 大和郡山市本庄町1-1

奈良県 693 倉病院 生駒市本町1-7

奈良県 694 奈良県立医科大学附属病院 橿原市四条町840

奈良県 695 奈良県総合リハビリテ－ションセンター 磯城郡田原本町多722

奈良県 696 宇陀市立病院 宇陀市榛原萩原815

奈良県 697 国保中央病院 磯城郡田原本町宮古404-1

奈良県 698 済生会中和病院 桜井市阿部323

奈良県 699 平成記念病院 橿原市四条町827
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奈良県 700 大和橿原病院 橿原市石川町81

奈良県 701 平尾病院 橿原市兵部町6-28

奈良県 702 医療法人社団岡田会山の辺病院 桜井市草川60

奈良県 703 医療法人拓誠会　辻村病院 宇陀市菟田野区松井7-1

奈良県 704 大和高田市立病院 大和高田市礒野北町１-1

奈良県 705 社会福祉法人恩賜財団済生会御所病院 御所市三室20

奈良県 706 秋津鴻池病院 御所市池ノ内1064

奈良県 707 東朋香芝病院 香芝市瓦口211-1

奈良県 708 医療法人土庫病院 大和高田市日之出町12-3

奈良県 709 医療法人友紘会奈良友紘会病院 北葛城郡上牧町服部台５丁目2-1

奈良県 710 医療法人果恵会恵王病院 北葛城郡王寺町王寺２丁目10-18

奈良県 711 中井記念病院 大和高田市根成柿字野田　151-1

奈良県 712 吉本整形外科外科病院 大和高田市野口136

奈良県 713 県立五條病院 五條市野原西５丁目2-59

奈良県 714 町立大淀病院 吉野郡大淀町下渕353-1

奈良県 715 吉野町国民健康保険吉野病院 吉野郡吉野町丹治130-1

奈良県 716 バルツァゴーデル 奈良市鹿野園町1000-1

和歌山県 717  日本赤十字社和歌山医療センター　 和歌山県和歌山市小松原通4-20

和歌山県 718  公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院　 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1

和歌山県 719 独立行政法人 労働者健康福祉機構 和歌山労災病院 和歌山県和歌山市木ノ本９３－１

和歌山県 720 海南市民病院 和歌山県海南市日方1272-3

和歌山県 721 石本胃腸肛門病院 和歌山県和歌山市田中町３丁目１番地

和歌山県 722 医療法人 井上病院 和歌山県和歌山市小人町南ノ丁２０番地

和歌山県 723 今村病院 和歌山県和歌山市砂山南二丁目４番２１号

和歌山県 724 河西田村病院 和歌山県和歌山市島橋東ノ丁１番１１号

和歌山県 725 医療法人裕紫会 中谷病院 和歌山県和歌山市鳴神１２３の１

和歌山県 726 上山病院 和歌山県和歌山市内原９９８

和歌山県 727 宇都宮病院 和歌山県和歌山市鳴神５０５－４

和歌山県 728 向陽病院 和歌山県和歌山市津秦４０番地

和歌山県 729 済生会和歌山病院 和歌山県和歌山市十二番丁４５番地

和歌山県 730 嶋病院  和歌山県和歌山市西仲間町１丁目３０番地

和歌山県 731 医療法人三日月会 月山医院  和歌山県和歌山市小松原通１丁目３番地

和歌山県 732 医療法人進正会 寺下病院 和歌山県和歌山市和歌町２２番地

和歌山県 733 誠佑記念病院 和歌山県和歌山市西田井３９１

和歌山県 734 医療法人愛晋会 中江病院 和歌山県和歌山市船所３０－１

和歌山県 735  医療法人匡慈会中谷医科歯科病院 和歌山県和歌山市屋形町１丁目１１番地

和歌山県 736 古梅記念病院 和歌山県和歌山市新生町５番３７号

和歌山県 737 医療法人 橋本病院 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁４番３１号

和歌山県 738 医療法人 堀口整形外科病院 和歌山県和歌山市本町五丁目３５

和歌山県 739  和歌山中央医療生活協同組合和歌山生協病院 和歌山県和歌山市有本１４３－１

和歌山県 740 医療法人　須佐病院 和歌山県和歌山市吹屋町４丁目３０

和歌山県 741 石本病院 和歌山県海南市船尾３６５番地

和歌山県 742 医療法人恵友会恵友病院 和歌山県海南市船尾２６４－２

和歌山県 743 辻整形外科 和歌山県海南市築地一番地の５０

和歌山県 744 辻秀輝整形外科 和歌山県海南市名高１７８－１

和歌山県 745 国保野上厚生総合病院 和歌山県海草郡紀美野町小畑１９８

和歌山県 746 公立那賀病院 和歌山県紀の川市打田1282

和歌山県 747 医療法人共栄会名手病院 紀の川市名手市場２９４番地１

和歌山県 748 奥クリニック 和歌山県紀の川市黒土２６３番地１

和歌山県 749 北山産婦人科クリニック 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖６６２番地の1
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和歌山県 750 医療法人三車会貴志川紀和病院 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖１４２３－３

和歌山県 751 富田病院 和歌山県岩出市紀泉台２

和歌山県 752 殿田胃腸肛門病院 和歌山県岩出市宮１１７－７

和歌山県 753 長雄整形外科 和歌山県紀の川市下井阪４４７－１

和歌山県 754 医療法人稲穂会稲穂会病院 和歌山県紀の川市粉河７５６－３

和歌山県 755 橋本市民病院 和歌山県橋本市小峰台2-8-1

和歌山県 756 医療法人南労会紀和病院 和歌山県橋本市岸上１８番地の１

和歌山県 757 医療法人博寿会山本病院 和歌山県橋本市東家六丁目７番２６号

和歌山県 758 和歌山県立医科大学附属病院　紀北分院 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺２１９

和歌山県 759 伊藤病院 和歌山県橋本市高野口町伏原１０１１

和歌山県 760 高野町立高野山総合診療所 和歌山県伊都郡高野町大字高野山６３１

和歌山県 761 医療法人博周会　梅本診療所 和歌山県橋本市隅田町河瀬３５２

和歌山県 762 医療法人岡田整形外科 和歌山県橋本市市脇１－４５－２

和歌山県 763 有田市立病院 和歌山県有田市宮崎町6

和歌山県 764 県立こころの医療センター 和歌山県有田郡有田川町庄31

和歌山県 765 桜ヶ丘病院 和歌山県有田市宮崎町８４１－１

和歌山県 766 済生会有田病院 和歌山県有田郡湯浅町吉川５２－６

和歌山県 767 有田南病院 和歌山県有田郡有田川町小島１５番地

和歌山県 768 西岡病院 和歌山県有田郡有田川町小島２７８番地１

和歌山県 769 国保日高総合病院 和歌山県御坊市薗116-2

和歌山県 770 北出病院 和歌山県御坊市湯川町財部７２８の４

和歌山県 771 整形外科 北裏病院 和歌山県御坊市湯川町小松原４５４

和歌山県 772   独立行政法人国立病院機構和歌山病院 和歌山県日高郡美浜町和田１１３８

和歌山県 773 独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療センター 和歌山県田辺市たきない町27番1号

和歌山県 774 社会保険紀南病院 和歌山県田辺市新庄町46-70

和歌山県 775 紀南こころの医療センター 和歌山県田辺市たきない町25-1

和歌山県 776 医療法人研医会田辺中央病院 和歌山県田辺市南新町１４７

和歌山県 777 白浜はまゆう病院 和歌山県西牟婁郡白浜町１４４７

和歌山県 778 国保すさみ病院 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見２３８０

和歌山県 779 新宮市立医療センター 和歌山県新宮市蜂伏18番7号

和歌山県 780 くしもと町立病院 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台６９１－７

和歌山県 781 那智勝浦町立温泉病院 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満483-1

福井県 782 レイクヒルズ美方病院 三方上中郡若狭町気山３１５号１番地の９

福井県 783 杉田玄白記念公立小浜病院 小浜市大手町２－２

福井県 784 若狭町国民健康保険上中病院 三方上中郡若狭町市場19号5番地

福井県 785 社会保険高浜病院 飯郡高浜町宮崎８７－１４－２

福井県 786 田中病院 小浜市遠敷１０丁目６０１－１

786施設合計
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徳島県 1 麻野病院 徳島県名西郡石井町石井字石井２３１－１

徳島県 2 稲次整形外科病院 徳島県板野郡藍住町笠木字西野５０番地の１

徳島県 3 浦田病院 徳島県板野郡松茂町広島字南ハリ１３

徳島県 4 小川病院 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜７１６番地

徳島県 5 兼松病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤５４番地

徳島県 6 川島病院 徳島県徳島市北佐古１番町１番３９号

徳島県 7 きたじま田岡病院 徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保３０番地１

徳島県 8 協立病院 徳島県徳島市八万町橋本９２－１

徳島県 9 健康保険鳴門病院 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番１

徳島県 10 田岡病院 徳島県徳島市万代町４丁目２－２

徳島県 11 手束病院 徳島県名西郡石井町石井字石井４３４

徳島県 12 徳島県立中央病院 徳島県徳島市蔵本町１－１０－３

徳島県 13 徳島市民病院 徳島県徳島市北常三島町２丁目３４番地

徳島県 14 徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町２丁目５０番地の１

徳島県 15 徳島健生病院 徳島県徳島市下助任町４丁目９番地

徳島県 16 独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター 徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

徳島県 17 中洲八木病院 徳島県徳島市中州町１－３１

徳島県 18 松永病院 徳島県徳島市南庄町４丁目６３番地１

徳島県 19 水の都記念病院 徳島県徳島市北島田町１丁目４５番地２

徳島県 20 橘整形外科 徳島県徳島市寺島本町西２丁目３７番地の１

徳島県 21 中村整形 徳島県徳島市南二軒屋町１丁目１番１６号

徳島県 22 阿波病院 徳島県阿波市市場町市場字岸ノ下１９０番地１

徳島県 23 麻植協同病院 徳島県吉野川市鴨島町鴨島２５２

徳島県 24 独立行政法人国立病院機構徳島病院 徳島県吉野川市鴨島町敷地１３５４番地

徳島県 25 美摩病院 徳島県吉野川市鴨島町上下島４９７

徳島県 26 阿部整形外科 徳島県吉野川市鴨島町上下島１０５番地

徳島県 27 阿南医師会中央病院 徳島県阿南市宝田町川原２

徳島県 28 阿南共栄病院 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ３６番地

徳島県 29 国民健康保険勝浦病院 徳島県勝浦郡勝浦町大字棚野字竹国１３－２

徳島県 30 徳島赤十字病院 徳島県小松島市小松島町字井利ノ口１０３番地

徳島県 31 那賀町立上那賀病院 徳島県那賀郡那賀町小浜１３７番地の１

徳島県 32 原田病院 徳島県阿南市富岡町あ石１４－１

徳島県 33 海陽町国民健康保険海南病院 徳島県海部郡海陽町四方原字広谷１６－１

徳島県 34 徳島県立海部病院 徳島県海部郡牟岐町中村字本村７５－１

徳島県 35 美波町国民健康保険日和佐病院 徳島県海部郡美波町奥河内字井ノ上２０

徳島県 36 美波町国民健康保険由岐病院 徳島県海部郡美波町港町字西１番地

徳島県 37 つるぎ町立半田病院 徳島県美馬郡つるぎ町半田字中薮２３４－１

徳島県 38 ホウエツ病院 徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南１３０番地３

徳島県 39 徳島県立三好病院 徳島県三好市池田町シマ８１５－２

徳島県 40 三好市国民健康保険市立三野病院 徳島県三好市三野町芝生１２７０－３０

香川県 41 香川県立白鳥病院 香川県東かがわ市松原９６３

香川県 42 さぬき市民病院 香川県さぬき市寒川町石田東甲３８７－１

香川県 43 太田病院 香川県東かがわ市三本松１７５８

香川県 44 医療法人社団聖心会坂本病院 香川県東かがわ市川東１０３－１

香川県 45  国立療養所大島青松園 香川県高松市庵治町６０３４－１

香川県 46  独立行政法人国立病院機構 高松医療センター 香川県高松市新田町乙8

香川県 47 香川県立中央病院 香川県高松市番町5丁目４－１６

香川県 48 高松市民病院 香川県高松市宮脇町2丁目３６－１

香川県 49  高松市民病院塩江分院 香川県高松市塩江町安原上東９９－１

通電医療機関一覧（四国電力管内）
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香川県 50 高松赤十字病院 香川県高松市番町4丁目１－３

香川県 51  社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 香川県高松市多肥上町1331-1

香川県 52  香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院 香川県高松市屋島西町１８５７－１

香川県 53 社会保険栗林病院 香川県高松市栗林町3丁目５－９

香川県 54 高松病院 香川県高松市天神前4-18

香川県 55 高松平和病院 香川県高松市栗林町1丁目４－１

香川県 56 国立大学法人 香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町大字池戸１７５０－１

香川県 57 医療法人和光会前田病院 香川県高松市東ﾊｾﾞ町824

香川県 58 医療法人財団博仁会キナシ大林病院 香川県高松市鬼無町藤井435－１

香川県 59 医療法人社団三恵会木太三宅病院 香川県高松市木太町8区３８３６－７

香川県 60 医療法人社団新進会おさか脳神経外科病院 香川県高松市三名町378-1

香川県 61 医療法人社団研宣会広瀬病院 香川県高松市松縄町35-3

香川県 62 医療法人社団ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｹｰ五番丁病院 香川県高松市番町2丁目４－１６

香川県 63 財団法人三宅医学研究所附属三宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 香川県高松市天神前5-5

香川県 64 医療法人社団百石病院 香川県高松市屋島西町１９３７－１

香川県 65  医療法人社団讃陽堂松原病院 香川県木田郡三木町大字池辺３２３２－ 1

香川県 66  医療法人社団仁樹会オサカ病院  香川県高松市香川町浅野２７２

香川県 67  医療法人和広会伊達病院 香川県高松市観光町５８８－８

香川県 68  医療法人社団啓友会久米川病院 香川県高松市新田町甲４７４－３

香川県 69  医療法人社団藤英会斉藤病院 香川県高松市花園町１丁目６－８

香川県 70  医療法人社団弘徳会マオカ病院  香川県高松市瓦町１丁目１２番地４５

香川県 71  医療法人春風会樫村病院  香川県木田郡三木町平木５６－７

香川県 72  医療法人社団雙和会クワヤ病院 香川県高松市塩屋町１－４

香川県 73  医療法人社団大塚整形外科医院 香川県高松市中央町１－２８

香川県 74  医療法人社団海部医院 香川県高松市高松町２３６５

香川県 75  医療法人社団高松脳神経外科外科医院 香川県高松市檀紙町１５９３－１

香川県 76  医療法人社団太隆会タムラ整形外科医院  香川県高松市上天神町１３０－３

香川県 77  医療法人社団高畠医院  香川県高松市木太町１９８６

香川県 78  医療法人社団温光会屋島整形外科医院  香川県高松市高松町３００９－２４

香川県 79  医療法人社団藤井外科胃腸科 香川県高松市田村町１２７７

香川県 80  医療法人社団渋谷整形外科医院 香川県高松市牟礼町牟礼９８６－１

香川県 81   医療法人社団弘仁会三条整形外科スポーツクリニック 香川県高松市三条町４８２－１

香川県 82  医療法人勝賀かつが整形外科クリニック 香川県高松市香西本町１１４－１０

香川県 83  医療法人社団少将井いがわ医院 香川県高松市藤塚町１－１１－１

香川県 84 かがわ総合リハビリテーション病院 香川県高松市田村町１１１４番地

香川県 85  独立行政法人労働者健康福祉機構 香川労災病院 香川県丸亀市城東町3丁目３－１

香川県 86 香川県立丸亀病院 香川県丸亀市土器町東9丁目２９１

香川県 87  総合病院坂出市立病院 香川県坂出市文京町1丁目６－４３

香川県 88  社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 香川県坂出市室町3丁目5-28

香川県 89  独立行政法人国立病院機構 善通寺病院 香川県善通寺市仙遊町2丁目１－１

香川県 90  独立行政法人国立病院機構 香川小児病院 香川県善通寺市善通寺町２６０３

香川県 91 綾川町国民健康保険陶病院 香川県綾歌郡綾川町陶1720-1

香川県 92  香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院 香川県綾歌郡綾川町滝宮４８６

香川県 93 医療法人圭良会永生病院 香川県仲多度郡まんのう町買田２２１－３

香川県 94 医療法人社団赤心会赤沢病院 香川県坂出市府中町325

香川県 95 坂出聖マルチン病院 香川県坂出市谷町1丁目4-13

香川県 96 医療法人社団西山脳神経外科病院 香川県坂出市加茂町５９３番地１

香川県 97 医療法人社団たけお会岩佐病院 香川県仲多度郡琴平町榎井７７５

香川県 98 社会医療法人財団エム・アイ・ユー麻田総合病院 香川県丸亀市津森町219

香川県 99   医療法人社団誠和会中野外科・胃腸科医院 香川県丸亀市土器町東三丁目６１７
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香川県 100 三豊市立西香川病院 香川県三豊市高瀬町比地中2986-3

香川県 101 三豊市立永康病院 香川県三豊市詫間町詫間1298-2

香川県 102 三豊総合病院 香川県観音寺市豊浜町姫浜708

香川県 103 医療法人社団寿愛会羽崎病院 香川県観音寺市栄町３丁目４－１

香川県 104 医療法人社団豊南会香川井下病院 香川県観音寺市大野原町花稲８１８番地１

香川県 105  医療法人社団愛有会岩崎病院  香川県三豊市詫間町松崎2780－426

香川県 106 松井病院  香川県観音寺市村黒町７３９

香川県 107 森川整形外科病院  香川県三豊市高瀬町下勝間１６２３ー１

香川県 108  医療法人社団力正会小林整形外科医院  香川県観音寺市柞田町甲６０６－４

愛媛県 109 公立学校共済組合四国中央病院 愛媛県四国中央市川之江町２２３３

愛媛県 110 長谷川病院 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９－１

愛媛県 111 医療法人綮愛会　石川病院 愛媛県四国中央市上分町７３２－１

愛媛県 112 公立学校共済組合三島医療センター 愛媛県四国中央市中之庄町１６８４番地の２

愛媛県 113 愛媛労災病院 愛媛県新居浜市南小松原町１３－２７

愛媛県 114 愛媛県立新居浜病院 愛媛県新居浜市本郷３－１－１

愛媛県 115 財団法人積善会　附属十全総合病院 愛媛県新居浜市北新町１－５

愛媛県 116 住友別子病院 愛媛県新居浜市王子町３－１

愛媛県 117 循環器科林病院 愛媛県新居浜市中西町６－４６

愛媛県 118 医療法人社団久和会　立花病院 愛媛県新居浜市喜光地町１－１３－２９

愛媛県 119 西条中央病院 愛媛県西条市朔日市８０４

愛媛県 120 社会医療法人社団更生会　村上記念病院 愛媛県西条市大町７３９

愛媛県 121 社会福祉法人恩賜財団済生会　西条病院 愛媛県西条市朔日市字榎ケ坪２６９番地１

愛媛県 122 西条市立周桑病院 愛媛県西条市壬生川１３１

愛媛県 123 横山病院 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６

愛媛県 124 西条市民病院 愛媛県西条市小松町妙口甲１５２１

愛媛県 125 今治市医師会市民病院 愛媛県今治市別宮町７－１－４０

愛媛県 126 白石病院 愛媛県今治市松本町１－５－９

愛媛県 127 今治第一病院 愛媛県今治市宮下町１―１―２１

愛媛県 128 三木病院 愛媛県今治市泉川町１―３―４５

愛媛県 129 放射線第一病院 愛媛県今治市北日吉町１－１０－５０

愛媛県 130 木原病院 愛媛県今治市別宮町３－７－８

愛媛県 131 瀬戸内海病院 愛媛県今治市北宝来町２－４－９

愛媛県 132 今治セントラル病院 愛媛県今治市松本町２―６―６

愛媛県 133 医療法人補天会光生病院 愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０

愛媛県 134 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 愛媛県今治市喜田村７丁目１番６号

愛媛県 135 愛媛県立今治病院 愛媛県今治市石井町４－５－５

愛媛県 136 広瀬病院 愛媛県今治市拝志１番２６号

愛媛県 137 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 愛媛県今治市北日吉町１丁目７番４３号

愛媛県 138 片木脳神経外科 愛媛県今治市別名２７４　　　

愛媛県 139 国立病院機構四国がんセンター 愛媛県松山市南梅本町甲１６０

愛媛県 140 松山赤十字病院 愛媛県松山市文京町１

愛媛県 141 総合病院　松山市民病院 愛媛県松山市大手町２－６－５

愛媛県 142 野本記念病院 愛媛県松山市三番町５－１２－１

愛媛県 143 奥島病院 愛媛県松山市道後町２－２－１

愛媛県 144 松山笠置記念　心臓血管病院 愛媛県松山市末広町１８－２

愛媛県 145 松山城東病院 愛媛県松山市松末２－１９－３６

愛媛県 146 浦屋病院 愛媛県松山市中一万町５－１０

愛媛県 147 南松山病院 愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０

愛媛県 148 愛媛県立中央病院 愛媛県松山市春日町８３

愛媛県 149 梶浦病院 愛媛県松山市三番町４―４―５
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愛媛県 150 愛媛生協病院 愛媛県松山市来住町１０９１－１

愛媛県 151 社会福祉法人恩賜財団済生会　松山病院 愛媛県松山市山西町８８０番地２

愛媛県 152 渡辺病院 愛媛県松山市空港通７丁目13-3

愛媛県 153 平成脳神経外科病院 愛媛県松山市北井門２丁目７番２８号

愛媛県 154 なかじま中央病院 愛媛県松山市中島大浦３０８１－１

愛媛県 155 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川

愛媛県 156 国立病院機構愛媛病院 愛媛県東温市横河原３６６番地

愛媛県 157 愛媛県立子ども療育センター 愛媛県東温市田窪2135番地

愛媛県 158 国民健康保険久万高原町立病院 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万町６５

愛媛県 159 西本医院 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２－６　　

愛媛県 160 大洲中央病院 愛媛県大洲市東大洲５

愛媛県 161 喜多医師会病院 愛媛県大洲市徳森字小鳥越２６３２－３

愛媛県 162 大洲記念病院 愛媛県大洲市徳森１５１２番地

愛媛県 163 市立大洲病院 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０

愛媛県 164 神南診療所 愛媛県大洲市新谷乙１１８６－１

愛媛県 165 市立八幡浜総合病院 愛媛県八幡浜市大字大平１－６３８

愛媛県 166 西予市立宇和病院 愛媛県西予市宇和町卯之町１－２４６－１

愛媛県 167 西予市立野村病院 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地

愛媛県 168 加戸病院 愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地

愛媛県 169 市立宇和島病院 愛媛県宇和島市御殿町１－１

愛媛県 170 宇和島社会保険病院 愛媛県宇和島市賀古町２－１－３７

愛媛県 171 宇和島市立吉田病院 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７番地

愛媛県 172 宇和島市立津島病院 愛媛県宇和島市津島町高田丙１５番地

愛媛県 173 鬼北町立北宇和病院 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永４４５番地１

愛媛県 174 愛媛県立南宇和病院 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３番地第１

愛媛県 175 愛南町国保一本松病院 南宇和郡愛南町一本松５０５６番地２

高知県 176 室戸病院 室戸市元甲435-6

高知県 177 田野病院 安芸郡田野町1414-1

高知県 178 森澤病院 安芸市本町2-13-32

高知県 179 高知県立あき総合病院 安芸市宝永町1-32

高知県 180 新松田会愛宕病院 高知市愛宕町1-4-13

高知県 181 いずみの病院 高知市薊野北町2-10-53

高知県 182 国吉病院 高知市上町1-3-4

高知県 183 北島病院 高岡郡越知町越知甲1662

高知県 184 高知整形・脳外科病院 高知市上町5-6-41

高知県 185 高知生協病院 高知市口細山206-9

高知県 186 高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊767-5

高知県 187 清和病院 高岡郡佐川町乙1777

高知県 188 田中整形外科病院 高知市上町3-2-6

高知県 189 近森病院 高知市大川筋1-1-16

高知県 190 図南病院 高知市知寄町1-5-15

高知県 191 南国厚生病院 南国市立田1180

高知県 192 南国中央病院 南国市後免町3-1-27

高知県 193 野市中央病院 香南市野市町東野555-18

高知県 194 平田病院 高知市本町5-4-23

高知県 195 細木病院 高知市大膳町37

高知県 196 前田病院 高岡郡越知町越知甲2133

高知県 197 もみのき病院 高知市塚ノ原6-1

高知県 198 山崎外科整形外科病院 高岡郡越知町越知甲2107-1

高知県 199 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知市池2125-1
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高知県 200 高知赤十字病院 高知市新本町2-13-51

高知県 201 高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮185-1

高知県 202 独立行政法人国立病院機構高知病院 高知市朝倉西町1-2-25

高知県 203 厚生年金高知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 高知市神田317-12

高知県 204 佐川町立高北国民健康保険病院 高岡郡佐川町甲1687

高知県 205 ＪＡ高知病院 南国市明見字中野526-1

高知県 206 土佐市立土佐市民病院 土佐市高岡町甲1867

高知県 207 本山町立国民健康保険嶺北中央病院 長岡郡本山町本山620

高知県 208 いの町立国民健康保険仁淀病院 吾川郡いの町1369

高知県 209 内田脳神経外科 高知市塚ノ原37

高知県 210 川村整形外科 高知市曙町1-19-1

高知県 211 前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布1516-3

高知県 212 くぼかわ病院 高岡郡四万十町見付902-1

高知県 213 須崎くろしお病院 須崎市緑町4-30

高知県 214 梼原町立国民健康保険梼原病院 高岡郡梼原町川西路2320-1

高知県 215 大西病院 高岡郡四万十町古市町6-12

高知県 216 高陵病院 須崎市横町1-28

高知県 217 医療法人聖真会渭南病院 土佐清水市越前町6-1

高知県 218 大月町国民健康保険大月病院 幡多郡大月町鉾土603

高知県 219 高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈3-1

高知県 220 医療法人長生会大井田病院 宿毛市中央8-3-6

高知県 221 医療法人和光会木俵病院 四万十市中村一条通3-3-25

高知県 222 竹本病院 四万十市右山1973-2

高知県 223 筒井病院 宿毛市平田町戸内1802

高知県 224 医療法人島津会幡多病院 四万十市右山天神10-12

高知県 225 医療法人祥星会聖ケ丘病院 宿毛市押ノ川1196

高知県 226 松谷病院 土佐清水市天神町14-18

高知県 227 森下病院 四万十市中村一条通2-44

高知県 228 四万十市国民健康保険四万十市立市民病院 四万十市中村東町1-1-27

228施設合計
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道府県 番号 施設名 住所

福岡県 1 一般財団法人医療・介護・教育研究財団柳川病院 福岡県柳川市筑紫町29番地

福岡県 2  医療法人弘恵会ヨコクラ病院 福岡県みやま市高田町濃施394

福岡県 3  社会保険大牟田天領病院 福岡県大牟田市天領町      1-100

福岡県 4  福岡県済生会大牟田病院 福岡県大牟田市大字田隈810

福岡県 5 大牟田記念病院 福岡県大牟田市大字歴木1841

福岡県 6 米の山病院 福岡県大牟田市大字今山2324-1

福岡県 7  医療法人静光園白川病院 福岡県大牟田市上白川町   1-146

福岡県 8 長田病院 福岡県柳川市下宮永町523-1

福岡県 9 曽我病院 福岡県大牟田市大字吉野859

福岡県 10 南大牟田病院 福岡県大牟田市臼井町23-1

福岡県 11 みさき病院 福岡県大牟田市大字岬1230

福岡県 12  医療法人恒生堂永田整形外科病院 福岡県大牟田市原山町1-1

福岡県 13  医療法人悠久会大牟田共立病院 福岡県大牟田市明治町      3-7-5

福岡県 14 杉循環器科内科病院 福岡県大牟田市大字田隈950-1

福岡県 15  医療法人正寿会鎌田外科病院 福岡県柳川市三橋町高畑263-1

福岡県 16  医療法人けんこう兼行病院 福岡県大牟田市大字歴木977-4

福岡県 17  医療法人完光会今野病院 福岡県大牟田市末広町5-2

福岡県 18  医療法人幸親会有明病院 福岡県大牟田市船津町   440-3

福岡県 19  医療法人東翔会東原整形外科病院 福岡県大牟田市大字田隈830-1

福岡県 20 菅原病院 福岡県大牟田市上屋敷町   1-1-3

福岡県 21 医療法人金子病院 福岡県柳川市久々原65

福岡県 22 三宅病院 福岡県大牟田市東新町      2-2-5

福岡県 23 大牟田市立病院 福岡県大牟田市宝坂町      2-19-1

福岡県 24 独立行政法人国立病院機構大牟田病院 福岡県大牟田市大字橘1044-1

福岡県 25 嘉麻赤十字病院 福岡県嘉麻市上山田1237

福岡県 26  福岡県済生会飯塚嘉穂病院 福岡県飯塚市太郎丸265

福岡県 27 有松病院 福岡県嘉麻市鴨生824

福岡県 28  医療法人社団親和会共立病院 福岡県飯塚市横田  770-3

福岡県 29 社会保険稲築病院 福岡県嘉麻市口春744-1

福岡県 30  医療法人ユーアイ西野病院 福岡県嘉麻市鴨生532

福岡県 31 石田病院 福岡県嘉穂郡桂川町土師28

福岡県 32 明治記念病院 福岡県飯塚市川津360-3

福岡県 33 健康リハビリテーション内田病院 福岡県嘉麻市牛隈2510-4

福岡県 34  医療法人仁正会鎌田病院 福岡県嘉麻市中益420-1

福岡県 35  医療法人永和会末永病院 福岡県飯塚市幸袋124-1

福岡県 36 社会保険二瀬病院 福岡県飯塚市伊川1243-1

福岡県 37  医療法人遊心会大塚病院 福岡県嘉麻市上山田1440-7

福岡県 38 三宅脳神経外科病院 福岡県飯塚市楽市243-11

福岡県 39 児嶋病院 福岡県飯塚市本町19-32

福岡県 40 松岡病院 福岡県嘉麻市上山田1287

福岡県 41 飯塚市立病院 福岡県飯塚市弁分633－１

福岡県 42 飯塚病院 福岡県飯塚市芳雄町3-83

福岡県 43 独立行政法人労働者健康福祉機構総合せき損センター 福岡県飯塚市伊岐須550－4

福岡県 44  遠賀中間医師会おんが病院 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎１７２５番地２

福岡県 45 福岡新水巻病院 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1

福岡県 46 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 福岡県北九州市八幡東区   春の町5-9-27

福岡県 47 国家公務員共済組合連合会　新小倉病院 福岡県北九州市小倉北区   金田1-3-1

福岡県 48 ＪＲ九州病院 福岡県北九州市門司区高田2-1-1

福岡県 49  日本海員掖済会門司病院 福岡県北九州市門司区清滝1-3-1

通電医療機関一覧（九州電力管内）
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道府県 番号 施設名 住所

福岡県 50 東和病院 福岡県北九州市小倉南区   守恒本町1-3-1

福岡県 51 三萩野病院 福岡県北九州市小倉北区   三萩野1-12-18

福岡県 52 医療法人医和基会牧山中央病院 福岡県北九州市戸畑区初音町13-13

福岡県 53  医療法人社団清涼会岡垣記念病院 福岡県遠賀郡岡垣町中央台3-22-1

福岡県 54  医療法人健愛会健愛記念病院 福岡県遠賀郡遠賀町大字   木守字江の上1191

福岡県 55  医療法人しょうわ会正和中央病院 福岡県北九州市八幡西区   八枝3-13-1

福岡県 56 慈恵曽根病院 福岡県北九州市小倉南区   沼本町4-2-19

福岡県 57 北九州市立医療センタ－ 福岡県北九州市小倉北区   馬借2-1-1

福岡県 58 町立芦屋中央病院 福岡県遠賀郡芦屋町幸町  8-30

福岡県 59 独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院門司メディカルセンター 福岡県北九州市門司区東港町3-1

福岡県 60 九州厚生年金病院 福岡県北九州市八幡西区   岸の浦1－８－１

福岡県 61 北九州総合病院 福岡県北九州市小倉南区   湯川5-10-10

福岡県 62 北九州市立八幡病院 福岡県北九州市八幡東区   西本町4-18-1

福岡県 63  独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

福岡県 64  独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院 福岡県北九州市小倉南区曽根北町1番1号

福岡県 65 戸畑共立病院 福岡県北九州市戸畑区沢見二丁目５番１号

福岡県 66 製鉄記念八幡病院 福岡県北九州市八幡東区   春の町1-1-1

福岡県 67  健和会大手町病院 福岡県北九州市小倉北区   大手町15-1

福岡県 68 産業医科大学病院 福岡県北九州市八幡西区   医生ヶ丘1-1

福岡県 69 新小文字病院 福岡県北九州市門司区  　　　 大里新町2-5

福岡県 70 小倉記念病院 福岡県北九州市小倉北区   浅野三丁目２番１号

福岡県 71 中間市立病院 福岡県中間市蓮花寺3-1-7

福岡県 72 北九州市立門司病院 福岡県北九州市門司区      南本町3-1

福岡県 73 九州歯科大学附属病院 福岡県北九州市小倉北区真鶴2丁目6番1号

福岡県 74 産業医科大学若松病院 福岡県北九州市若松区浜町1丁目17-1

福岡県 75 北九州市立総合療育センター 〒802-0803 北九州市小倉南区春ヶ丘10-2

福岡県 76 社会保険筑豊病院 福岡県直方市大字山部  765-1

福岡県 77  医療法人相生会宮田病院 福岡県宮若市本城1636

福岡県 78  医療法人一寿会西尾病院 福岡県直方市津田町9-38

福岡県 79  健康保険直方中央病院 福岡県直方市大字感田523-5

福岡県 80 小竹町立病院 福岡県鞍手郡小竹町大字   勝野1191

福岡県 81  鞍手町病院事業鞍手町立病院 福岡県鞍手郡鞍手町大字   中山2437-1

福岡県 82  社会医療法人財団白十字会白十字病院 福岡県福岡市西区石丸      3-2-1

福岡県 83 医療法人原三信病院 福岡県福岡市博多区大博町１－８

福岡県 84 さくら病院 福岡県福岡市城南区片江  4-16-15

福岡県 85 井上病院 福岡県糸島市波多江６９９番地１

福岡県 86 原土井病院 福岡県福岡市東区青葉      6-40-8

福岡県 87 福西会病院 福岡県福岡市早良区野芥  1-2-36

福岡県 88 那珂川病院 福岡県福岡市南区向新町  2-17-17

福岡県 89 医療法人佐田厚生会佐田病院 福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－２８

福岡県 90 村上華林堂病院 福岡県福岡市西区戸切      2-14-45

福岡県 91 千鳥橋病院 福岡県福岡市博多区千代    ５－１８－１

福岡県 92 福岡鳥飼病院 福岡県福岡市城南区鳥飼  6-8-5

福岡県 93 貝塚病院 福岡県福岡市東区箱崎      7-7-27

福岡県 94 福岡山王病院 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目6番45号

福岡県 95 医療法人恵光会原病院 福岡県福岡市南区若久      2-6-1

福岡県 96 福岡逓信病院 福岡県福岡市中央区薬院２－６－１１

福岡県 97 医療法人西福岡病院 福岡県福岡市西区生の松原3-18-8

福岡県 98  社会医療法人社団至誠会木村病院 福岡県福岡市博多区千代    ２ －１３－１９

福岡県 99  医療法人和浩会安藤病院 福岡県福岡市城南区別府  1-2-1
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福岡県 100  医療法人輝栄会福岡輝栄会病院 福岡県福岡市東区千早      5-11-5

福岡県 101  福岡市医師会成人病センター 福岡県福岡市早良区祖原15-7

福岡県 102 福岡リハビリテーション病院 福岡県福岡市西区野方      7-770

福岡県 103 国家公務員共済組合連合会千早病院 福岡県福岡市東区千早      2-30-1

福岡県 104 福岡和仁会病院 福岡県福岡市西区生の松原1-33-18

福岡県 105 福岡整形外科病院 福岡県福岡市南区柳河内  2-10-50

福岡県 106  医療法人社団誠和会牟田病院 福岡県福岡市早良区干隈  3-9-1

福岡県 107 早良病院 福岡県福岡市西区姪の浜  2-2-50

福岡県 108 八木病院 福岡県福岡市東区馬出      2-21-25

福岡県 109 長尾病院 福岡県福岡市城南区樋井川 3-47-1

福岡県 110 今津赤十字病院 福岡県福岡市西区今津377

福岡県 111 福岡豊栄会病院 福岡県福岡市西区大字田尻2703-1

福岡県 112  医療法人南川整形外科病院 福岡県福岡市西区姪の浜  4-14-17

福岡県 113 溝口外科整形外科病院 福岡県福岡市中央区天神４－６－２５

福岡県 114 医療法人寺沢病院 福岡県福岡市南区市崎      1-14-11

福岡県 115 聖峰会マリン病院 福岡県福岡市西区小戸      3-55-12

福岡県 116 白濱病院 福岡県福岡市南区日佐      4-39-20

福岡県 117 友田病院 福岡県福岡市博多区諸岡    ４－２８－２４

福岡県 118  医療法人社団朝菊会昭和病院 福岡県福岡市西区大字徳永字大町911-1

福岡県 119  医療法人松井医仁会大島眼科病院 福岡県福岡市博多区上呉服町１１－８

福岡県 120 医療法人社団広仁会広瀬病院 福岡県福岡市中央区渡辺通１－１２－１１

福岡県 121 福岡城南病院 福岡県福岡市中央区薬院４－６－９

福岡県 122 林眼科病院 福岡県福岡市博多区博多駅前４－２３－３５

福岡県 123 吉村病院 福岡県福岡市早良区西新  3-11-27

福岡県 124 秋本病院 福岡県福岡市中央区警固１－８－３

福岡県 125 杉岡記念病院 福岡県福岡市東区香椎照葉三丁目６番１号

福岡県 126 佐田整形外科病院 福岡県福岡市城南区神松寺 2-19-2

福岡県 127  医療法人原信会原口病院循環器科内科 福岡県福岡市早良区小田部 6-11-15

福岡県 128 医療法人有田病院 福岡県糸島市前原西４－５－２８

福岡県 129 松永病院 福岡県福岡市城南区片江  1-4-38

福岡県 130 福岡山田病院 福岡県福岡市東区箱崎      3-9-26

福岡県 131  医療法人恵真会渡辺整形外科病院 福岡県糸島市前原1811-1

福岡県 132 けご病院 福岡県福岡市中央区警固１－１４－８

福岡県 133 成田整形外科病院 福岡県福岡市博多区住吉    ４－３０－４２

福岡県 134 及川病院 福岡県福岡市中央区平尾２－２１－１６

福岡県 135  医療法人済世会河野名島病院 福岡県福岡市東区名島      4-28-53

福岡県 136 薬院ひ尿器科病院 福岡県福岡市中央区薬院２－５－２０

福岡県 137 倉光病院 福岡県福岡市西区大字飯盛664-1

福岡県 138 福岡和白病院 福岡県福岡市東区和白丘   2-2-75

福岡県 139 福岡赤十字病院 福岡県福岡市南区大楠       3-1-1

福岡県 140 福岡市立こども病院・感染症センター 福岡県福岡市中央区唐人町２－５－１

福岡県 141 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 福岡県福岡市中央区舞鶴３－５－２７

福岡県 142 福岡市民病院 福岡県福岡市博多区吉塚本町１３－１

福岡県 143  公立学校共済組合九州中央病院 福岡県福岡市南区塩原      3-23-1

福岡県 144 糸島医師会病院 福岡県糸島市浦志  532-1

福岡県 145 独立行政法人国立病院機構九州医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡県福岡市中央区地行浜１－８－１

福岡県 146  福岡県済生会福岡総合病院 福岡県福岡市中央区天神１－３－４６

福岡県 147 九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出       3-1-1

福岡県 148 福岡記念病院 福岡県福岡市早良区西新   1-1-35

福岡県 149 福岡大学病院 福岡県福岡市城南区七隈  7-45-1
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福岡県 150  独立行政法人国立病院機構福岡病院 福岡県福岡市南区屋形原  4-39-1

福岡県 151 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 福岡県福岡市南区野多目  3-1-1

福岡県 152 福岡歯科大学医科歯科総合病院 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

福岡県 153 姫野病院 福岡県八女郡広川町大字   新代2316

福岡県 154  医療法人社団慶仁会川崎病院 福岡県八女市津江５３８番地

福岡県 155 柳病院 福岡県八女市吉田２-1

福岡県 156 馬場病院 福岡県八女郡広川町大字   新代1389-409

福岡県 157 医療法人広川病院 福岡県八女郡広川町大字   新代930

福岡県 158 八媛病院 福岡県八女市本1486

福岡県 159 横田病院 福岡県八女郡広川町大字   新代1428-94

福岡県 160  医療法人清友会植田病院 福岡県筑後市大字西牟田6359-3

福岡県 161 公立八女総合病院 福岡県八女市高塚540-2

福岡県 162 みどりの杜病院 福岡県八女市立野362-1

福岡県 163 筑後市立病院 福岡県筑後市大字和泉   917-1

福岡県 164  医療法人社団高邦会高木病院 福岡県大川市大字酒見141-11

福岡県 165 田主丸中央病院 福岡県久留米市田主丸町益生田892

福岡県 166 丸山病院 福岡県小郡市山隈字弥八郎273-11

福岡県 167 聖和記念病院 福岡県小郡市津古字半女寺1470-1

福岡県 168 安本病院 福岡県久留米市三潴町玉満2371

福岡県 169 花畑病院 福岡県久留米市西町914

福岡県 170 福田病院 福岡県大川市大字向島1717-3

福岡県 171 神代病院 福岡県久留米市北野町八重亀382-1

福岡県 172 医療法人協和病院 福岡県小郡市祇園2-1-10

福岡県 173  医療法人松風海内藤病院 福岡県久留米市西町1164-1

福岡県 174 富田病院 福岡県久留米市城島町四郎丸261

福岡県 175 弥永協立病院 福岡県久留米市六ツ門町12-12

福岡県 176 本間病院 福岡県小郡市三沢526

福岡県 177 医療法人吉村病院 福岡県久留米市田主丸町田主丸520-1

福岡県 178 特別医療法人楠病院 福岡県久留米市日吉町115

福岡県 179 嶋田病院 福岡県小郡市小郡217-1

福岡県 180 聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422

福岡県 181  社会医療法人天神会新古賀病院 福岡県久留米市天神町120

福岡県 182 久留米大学病院 福岡県久留米市旭町67

福岡県 183  久留米大学医療センター 福岡県久留米市国分町   155-1

福岡県 184  社会保険久留米第一病院 福岡県久留米市櫛原町21

福岡県 185  社会医療法人陽明会小波瀬病院 福岡県京都郡苅田町大字新津1598

福岡県 186 新行橋病院 福岡県行橋市大字道場寺1411

福岡県 187 宗像水光会総合病院 福岡県福津市上西郷341-1

福岡県 188 蜂須賀病院 福岡県宗像市野坂2650

福岡県 189 宗像医師会病院 福岡県宗像市大字田熊5-5-3

福岡県 190 福岡県済生会二日市病院 福岡県筑紫野市湯町3-13-1

福岡県 191 医療法人文佑会原病院 福岡県大野城市白木原5-1-15

福岡県 192 医療法人春成会樋口病院 福岡県春日市紅葉ヶ丘東   丁目86番地

福岡県 193 医療法人正明会諸岡整形外科病院 福岡県筑紫郡那珂川町片縄3-81

福岡県 194 自衛隊福岡病院 福岡県春日市小倉東  1-61

福岡県 195 秦病院 福岡県大野城市筒井1-3-1

福岡県 196 医療法人恵山会丸山病院 福岡県太宰府市坂本1-4-6

福岡県 197 二日市共立病院 福岡県筑紫野市二日市中央2-10-1

福岡県 198 福岡大学筑紫病院 福岡県筑紫野市俗明院1-1-1

福岡県 199 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 福岡県春日市須玖北4-5
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福岡県 200 福岡県立精神医療センター太宰府病院 福岡県太宰府市五条3-8-1

福岡県 201  医療法人社団医王会朝倉健生病院 福岡県朝倉市甘木151-4

福岡県 202 甘木中央病院 福岡県朝倉市甘木667

福岡県 203  医療法人かつき会香月病院 福岡県朝倉市下浦715

福岡県 204 朝倉医師会病院 福岡県朝倉市来春422

福岡県 205 方城療育園 福岡県田川郡福智町弁城4193-15

福岡県 206 社会保険田川病院 福岡県田川市大字上本町10-18

福岡県 207  医療法人療仕会松本病院 福岡県田川郡川崎町大字川崎1681-1

福岡県 208 村上外科病院 福岡県田川市魚町12-5

福岡県 209 糸田町立緑ヶ丘病院 福岡県田川郡糸田町３１８７

福岡県 210  地方独立行政法人川崎町立病院 福岡県田川郡川崎町大字川崎2430-1

福岡県 211 田川市立病院 福岡県田川市大字糒1700-2

福岡県 212  医療法人井上会篠栗病院 福岡県糟屋郡篠栗町大字   尾仲94

福岡県 213 社会保険仲原病院 福岡県糟屋郡志免町別府北2-12-1

福岡県 214  医療法人みなみ粕屋南病院 福岡県糟屋郡宇美町大字   宇美10-87

福岡県 215 栄光病院 福岡県糟屋郡志免町大字別府西3-8-15

福岡県 216 北九州古賀病院 福岡県古賀市千鳥2-12-1

福岡県 217 財団法人西日本産業衛生会若杉病院 福岡県糟屋郡篠栗町大字   田中字牟田275

福岡県 218  医療法人成雅会泰平病院 福岡県糟屋郡須恵町大字   新原14-7

福岡県 219  医療法人社団正信会水戸病院 福岡県糟屋郡須恵町大字   旅石115-483

福岡県 220  医療法人泯江堂三野原病院 福岡県糟屋郡篠栗町大字   金出3553

福岡県 221  医療法人社団廣徳会岡部病院 福岡県糟屋郡宇美町明神坂1-2-1

福岡県 222  医療法人社団愛和会古賀中央病院 福岡県古賀市天神1-13-30

福岡県 223 片井整形外科・内科病院 福岡県糟屋郡粕屋町大字   大隈132-1

福岡県 224  医療法人社団三誠会ひまわり病院 福岡県糟屋郡粕屋町大字   仲原８８－１

福岡県 225 上野外科胃腸科病院 福岡県糟屋郡志免町志免  2-10-20

福岡県 226 福岡青洲会病院 福岡県糟屋郡粕屋町長者原800-1

福岡県 227 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 福岡県古賀市千鳥1-1-1

福岡県 228 福岡県立粕屋新光園 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜4-2-1

佐賀県 229 独立行政法人国立病院機構佐賀病院 佐賀市日の出一丁目20-1

佐賀県 230 諸隈病院 佐賀市水ヶ江二丁目6-22

佐賀県 231 佐賀市立富士大和温泉病院 佐賀市富士町大字梅野1721-1

佐賀県 232 佐賀県立病院好生館 佐賀市水ヶ江一丁目12-9

佐賀県 233 藤川病院 佐賀市松原一丁目2-6

佐賀県 234 副島病院 佐賀市大財一丁目6-60

佐賀県 235 佐賀社会保険病院 佐賀市兵庫南三丁目8-1

佐賀県 236 小野病院 佐賀市巨勢町大字牛島244-7

佐賀県 237 小栁記念病院 佐賀市諸富町大字諸富津230-2

佐賀県 238 医療法人仁和会小池病院 佐賀市嘉瀬町大字中原1922-2

佐賀県 239 医療法人社団敬愛会佐賀記念病院 佐賀市高木瀬町大字長瀬1240-1

佐賀県 240 佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島五丁目1-1

佐賀県 241 医療法人春陽会上村病院 佐賀市兵庫町大字渕1903-1

佐賀県 242 医療法人安寿会田中病院 佐賀市嘉瀬町扇町2344-16

佐賀県 243 福田脳神経外科病院 佐賀市本庄町大字本庄1236

佐賀県 244 正島脳神経外科病院 佐賀市鍋島一丁目3-10

佐賀県 245 ふじおか病院 佐賀市大和町大字尼寺2685

佐賀県 246 独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター 神埼郡吉野ヶ里町三津160

佐賀県 247 橋本病院 神埼市神埼町本告牟田3005

佐賀県 248 小城市民病院 小城市小城町松尾4100

佐賀県 249 多久市立病院 多久市多久町1771-4

5 / 14 



道府県 番号 施設名 住所

佐賀県 250 医療法人ひらまつ病院 小城市小城町815-1

佐賀県 251 独立行政法人国立病院機構東佐賀病院 三養基郡みやき町大字原古賀7324

佐賀県 252 大島病院 三養基郡みやき町大字白壁4287

佐賀県 253 松岡病院 鳥栖市西新町1422

佐賀県 254 やよいがおか鹿毛病院 鳥栖市弥生が丘二丁目143

佐賀県 255 今村病院 鳥栖市轟木町1523-6

佐賀県 256 医療法人仁徳会　今村病院 鳥栖市本通町一丁目855-10

佐賀県 257 社会福祉法人恩賜財団済生会支部佐賀県済生会唐津病院 唐津市元旗町817

佐賀県 258 唐津赤十字病院 唐津市二夕子一丁目5-1

佐賀県 259 唐津市民病院きたはた 唐津市北波多徳須恵1424-1

佐賀県 260 河畔病院 唐津市松南町119-2

佐賀県 261 唐津第一病院 唐津市朝日町1071-4

佐賀県 262 伊万里有田共立病院 西松浦郡有田町二ノ瀬甲860番地

佐賀県 263 西田病院 伊万里市山代町楠久890-2

佐賀県 264 社会保険浦之崎病院 伊万里市山代町立岩417

佐賀県 265 山元記念病院 伊万里市二里町八谷搦88-4

佐賀県 266 新武雄病院 武雄市武雄町大字富岡11083

佐賀県 267 大町町立病院 杵島郡大町町大字大町8878-1

佐賀県 268 高島病院 杵島郡白石町大字戸ヶ里1831-18

佐賀県 269 白石共立病院 杵島郡白石町大字福田1296

佐賀県 270 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 嬉野市嬉野町大字下宿丙2436

佐賀県 271 医療法人祐愛会織田病院 鹿島市大字高津原4306

佐賀県 272 医療法人犬塚病院 鹿島市大字高津原602-3

佐賀県 273 町立太良病院 藤津郡太良町大字多良1520-12

佐賀県 274 信愛整形外科医院 佐賀県佐賀市川原４－８

佐賀県 275 森永整形外科医院 佐賀県佐賀市開成６－１４－４８

佐賀県 276 橋野医院 佐賀県佐賀市高木瀬長瀬１２４０－1

佐賀県 277 うれしのふくだクリニック 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲４１２９－１

長崎県 274 井上病院 長崎県長崎市宝町６番１２号

長崎県 275 日本海員掖済会長崎病院 長崎県長崎市樺島町５－１６

長崎県 276 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町３番１５号

長崎県 277 医療法人　昭和会　恵美須町病院 長崎県長崎市恵美須町３－４

長崎県 278 長崎大学病院 長崎県長崎市坂本１丁目７－１

長崎県 279 長崎市立市民病院 長崎県長崎市新地町６－３９

長崎県 280 医療法人　誠仁会　千綿病院 長崎県長崎市矢上町９番１２号

長崎県 281 医療法人　光晴会病院 長崎県長崎市葉山１丁目３番１２号

長崎県 282 医療法人　徳洲会　長崎北徳洲会病院 長崎県長崎市滑石１丁目１２番５号

長崎県 283 医療法人　厚生会　虹が丘病院 長崎県長崎市虹が丘町１番１号

長崎県 284 社会医療法人健友会　上戸町病院 長崎県長崎市上戸町４丁目２－２０

長崎県 285 田上病院 長崎県長崎市田上２丁目１４番１５号

長崎県 286 健正会　大久保病院 長崎県長崎市戸石町１４７０番地１

長崎県 287 長崎記念病院 長崎県長崎市深堀町１丁目１１番地５４

長崎県 288 長崎市立病院成人病センター 長崎県長崎市淵町２０－５

長崎県 289 聖フランシスコ病院 長崎県長崎市小峰町９－２０

長崎県 290 済生会長崎病院 長崎県長崎市片淵２丁目５番１号

長崎県 291 独立行政法人国立病院機構　長崎病院 長崎県長崎市桜木町６－４１

長崎県 292 十善会病院 長崎県長崎市籠町７番１８号

長崎県 293 三菱重工業株式会社長崎造船所病院 長崎県長崎市飽の浦町１－７３

長崎県 294 医療法人　医新会　出島病院 長崎県長崎市出島町１２番２３号

長崎県 295 医療法人　外海弘仁会　日浦病院 長崎県長崎市下黒崎町１４０２
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長崎県 296 長崎友愛病院 長崎県長崎市蚊焼町２３１４番地１

長崎県 297 医療法人　光善会　長崎百合野病院 長崎県西彼杵郡時津町元村郷１１５５－２

長崎県 298 ながさきハートクリニック 長崎県長崎市恵美須町4－1 

長崎県 299 医療法人　わかば会　俵町浜野病院 長崎県佐世保市俵町２２－１

長崎県 300 京町内科病院 長崎県佐世保市本島町１番２０号

長崎県 301 杏林病院 長崎県佐世保市早苗町４９１－１４

長崎県 302 久保内科病院 長崎県佐世保市田原町１１－９

長崎県 303 三川内病院 長崎県佐世保市三川内本町２９０

長崎県 304 千住病院 長崎県佐世保市宮地町５番５号

長崎県 305 医療法人　光省会　福田外科病院 長崎県佐世保市藤原町３８－３

長崎県 306 佐世保市立総合病院 長崎県佐世保市平瀬町９番地３

長崎県 307 独立行政法人労働者健康福祉機構　長崎労災病院 長崎県佐世保市瀬戸越２丁目１２－５

長崎県 308 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院 長崎県佐世保市島地町１０－１７

長崎県 309 佐世保中央病院 長崎県佐世保市大和町１５

長崎県 310 地方独立行政法人　北松中央病院 長崎県佐世保市江迎町赤坂免２９９番地

長崎県 311 医療法人　十全会　潜竜徳田循環器科整形外科病院 長崎県佐世保市江迎町田ノ元免４６７

長崎県 312 柿添病院 長崎県平戸市鏡川町２７８

長崎県 313 医療法人社団　壮志会　押渕病院 長崎県松浦市御厨町里免３７番地１

長崎県 314 医療法人　青洲会　青洲会病院 長崎県平戸市田平町山内免６１２－４

長崎県 315 国民健康保険　平戸市民病院 長崎県平戸市岩の上町１５０８番地３

長崎県 316 平戸市立生月病院 長崎県平戸市生月町山田免２９６５番地

長崎県 317 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター 長崎県大村市久原２丁目１００１－１

長崎県 318 長崎県精神医療センター 長崎県大村市西部町１５７５番地２

長崎県 319 市立大村市民病院 長崎県大村市古賀島町１３３－２２

長崎県 320 医療法人　慧明会　貞松病院 長崎県大村市東本町５３７番地

長崎県 321 独立行政法人国立病院機構　長崎川棚医療センター 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷２００５－１

長崎県 322 健康保険諫早総合病院 長崎県諫早市永昌東町２４番１号

長崎県 323 長崎県立こども医療福祉センター 長崎県諫早市永昌東町２４－３

長崎県 324 医療法人　三佼会　宮崎病院 長崎県諫早市久山町１５７５番地１

長崎県 325 諫早記念病院 長崎県諫早市天満町２番２１号

長崎県 326 日本赤十字社長崎原爆諫早病院 長崎県諫早市多良見町化屋９８６－２

長崎県 327 医療法人　祥仁会　西諫早病院 長崎県諫早市貝津町３０１５

長崎県 328 柴田長庚堂病院 長崎県島原市中堀町６８

長崎県 329 愛野記念病院 長崎県雲仙市愛野町甲３８３８－１

長崎県 330 医療法人　博愛会　哲翁病院 長崎県南島原市口之津町甲１１８１

長崎県 331 医療法人　栄和会　泉川病院 長崎県南島原市深江町丁２４０５

長崎県 332 公立新小浜病院 長崎県雲仙市小浜町南本町９３番地

長崎県 333 長崎県島原病院 長崎県島原市下川尻町７８９５番地

長崎県 334 長崎県富江病院　 長崎県五島市富江町狩立４９９番地

長崎県 335 長崎県奈留病院 長崎県五島市奈留町浦１６４４

長崎県 336 長崎県五島中央病院 長崎県五島市吉久木町２０５番地

長崎県 337 長崎県上五島病院 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５４９－１１

長崎県 338 小値賀町国民健康保険診療所 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷１７５７番地８

熊本県 345 熊本赤十字病院 熊本県熊本市東区長嶺南２丁目１－１

熊本県 346 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター 熊本県熊本市中央区二の丸１番５号

熊本県 347 済生会熊本病院 熊本県熊本市南区近見５丁目３－１

熊本県 348 医療法人社団　愛育会　福田病院 熊本県熊本市中央区新町２丁目２－６

熊本県 349 熊本市立熊本市民病院 熊本県熊本市東区湖東1－１－６０

熊本県 350 熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市中央区本荘１丁目１－１

熊本県 351 熊本県立こころの医療ｾﾝﾀｰ 熊本県熊本市南区富合町平原391
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熊本県 352 熊本市立植木病院 熊本県熊本市北区植木町岩野285-29

熊本県 353 熊本中央病院 熊本県熊本市南区田井島１丁目5-1

熊本県 354 社団法人 熊本市医師会 熊本地域医療センター 熊本県熊本市中央区本荘５丁目１６－１０

熊本県 355 杉村病院 熊本県熊本市中央区本荘 3-7-18

熊本県 356 九州記念病院 熊本県熊本市中央区水前寺公園 3-38

熊本県 357 慶徳加来病院 熊本県熊本市中央区練兵町 98

熊本県 358 江南病院 熊本県熊本市中央区渡鹿 5-1-37

熊本県 359 十善病院 熊本県熊本市中央区南熊本 3-6-34

熊本県 360 東病院 熊本県熊本市南区出仲間 5-2-2

熊本県 361 川野病院 熊本県熊本市中央区大江 6-25-1

熊本県 362 熊本脳神経外科病院 熊本県熊本市中央区本荘 6-1-21

熊本県 363 西日本病院 熊本県熊本市東区八反田 3-20-1

熊本県 364 医療法人寺尾病院 熊本県熊本市北区小糸山町 759

熊本県 365 帯山中央病院 熊本県熊本市中央区帯山 4-5-18

熊本県 366 山口病院 熊本県熊本市西区田崎 3-1-17

熊本県 367 医療法人聖粒会慈恵病院 熊本県熊本市西区島崎 6-1-27

熊本県 368 熊本整形外科病院 熊本県熊本市中央区九品寺 1-15-7

熊本県 369 くわみず病院 熊本県熊本市中央区神水 1-14-41

熊本県 370 熊本機能病院 熊本県熊本市北区山室 6-8-1

熊本県 371 朝日野総合病院 熊本県熊本市北区室園町 12-10

熊本県 372 南部中央病院 熊本県熊本市南区南高江 6-2-24

熊本県 373 ＮＴＴ西日本九州病院 熊本県熊本市中央区新屋敷 1-17-27

熊本県 374 大塚病院 熊本県熊本市北区植木町豊田 603

熊本県 375 緒方脳神経外科医院 熊本県熊本市西区池田 1-14-82

熊本県 376 田嶋外科内科医院 熊本県熊本市西区田崎 2-2-48

熊本県 377 北部脳神経外科・神経内科 熊本県熊本市北区楠野町裏畑１０６７－１

熊本県 378 大橋通クリニック 熊本県山鹿市大橋通 703

熊本県 379 宇賀岳病院 熊本県宇城市松橋町松橋 1455-1

熊本県 380 熊本県こども総合療育ｾﾝﾀｰ 熊本県宇城市松橋町豊福2900

熊本県 381 国民健康保険　宇城市民病院 熊本県宇城市松橋町豊福505

熊本県 382 済生会みすみ病院 熊本県宇城市三角町波多775-1

熊本県 383 国立病院機構　熊本南病院 熊本県宇城市松橋町豊福2338

熊本県 384 公立玉名中央病院 熊本県玉名市中1950

熊本県 385 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾2600

熊本県 386 国民健康保険和水町立病院 熊本県玉名郡和水町江田4040

熊本県 387 山鹿市民医療センター 熊本県山鹿市山鹿511

熊本県 388 三森循環器科・呼吸器科病院 熊本県山鹿市大橋通 1204

熊本県 389 保利病院 熊本県山鹿市古閑 984

熊本県 390 山鹿中央病院 熊本県山鹿市山鹿 1000

熊本県 391 川口病院 熊本県菊池市隈府 823-1

熊本県 392 国立療養所菊池恵楓園 熊本県合志市栄3796

熊本県 393 独立行政法人国立病院機構菊池病院 熊本県合志市福原208

熊本県 394 独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院 熊本県合志市須屋2659

熊本県 395 熊本セントラル病院 熊本県菊池郡大津町室 955

熊本県 396 菊池郡市医師会立病院 熊本県菊池市亘 366

熊本県 397 菊池中央病院 熊本県菊池市隈府 494

熊本県 398 岸病院 熊本県菊池市泗水町豊水 3388-1

熊本県 399 熊本リハビリテーション病院 熊本県菊池郡菊陽町曲手 760

熊本県 400 菊陽台病院 熊本県菊池郡菊陽町久保田 2964

熊本県 401 阿蘇中央病院 熊本県阿蘇市黒川1178
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熊本県 402 小国公立病院 熊本県阿蘇郡小国町宮原1743

熊本県 403 阿蘇温泉病院 熊本県阿蘇市内牧 1153-1

熊本県 404 阿蘇立野病院 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野 185-1

熊本県 405 矢部広域病院 熊本県上益城郡山都町下馬尾204

熊本県 406 蘇陽病院 熊本県上益城郡山都町滝上526

熊本県 407 熊本労災病院 熊本県八代市竹原町1670

熊本県 408 八代市立病院 熊本県八代市妙見町145

熊本県 409 健康保険八代総合病院 熊本県八代市松江城町2-26

熊本県 410 岡川病院 熊本県八代市通町 8-9

熊本県 411 開病院 熊本県八代市新地町 6-26

熊本県 412 八代郡医師会立病院 熊本県八代郡氷川町今 151-1

熊本県 413 松本医院 熊本県八代市鏡町両出 1503-1

熊本県 414 峯苫医院 熊本県八代市坂本町坂本 4139-1

熊本県 415 高橋医院 熊本県八代市坂本町坂本 4228-17

熊本県 416 水俣市立総合医療ｾﾝﾀｰ 熊本県水俣市天神町1-2-1

熊本県 417 医療法人岡部病院 熊本県水俣市桜井町 3-3-3

熊本県 418 健康保険人吉総合病院 熊本県人吉市老神町35

熊本県 419 球磨郡公立多良木病院 熊本県球磨郡多良木町多良木4210

熊本県 420 医療法人蘇春堂球磨病院 熊本県人吉市上青井町 176

熊本県 421 医療法人外山胃腸病院 熊本県人吉市南泉田町 1

熊本県 422 上天草総合病院 熊本県上天草市龍ケ岳町高戸1419-19

熊本県 423 健康保険天草中央総合病院 熊本県天草市東町 101

熊本県 424 天草市立牛深市民病院 熊本県天草市牛深町3050番地

熊本県 425 国民健康保険天草市立河浦病院 熊本県天草市河浦町白木河内223番地11

熊本県 426 国民健康保険天草市立新和病院 熊本県天草市新和町小宮地763番地3

熊本県 427 天草市立栖本病院 熊本県天草市栖本町馬場2560番地14

熊本県 428 社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター 熊本県天草市亀場町食場地蔵円854-1

熊本県 429 天草慈恵病院 熊本県天草郡苓北町上津深江 278-10

熊本県 430 天草第一病院 熊本県天草市今釜新町 3413-6

熊本県 431 苓北医師会病院 熊本県天草郡苓北町富岡 3600-3

大分県 432 国家公務員共済組合連合会新別府病院 大分県別府市大字鶴見３８９８番地

大分県 433 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 大分県別府市大字内竃１４７３番地

大分県 434 国東市民病院 大分県国東市安岐町下原１４５６番地

大分県 435 大分県厚生連鶴見病院 大分県別府市大字鶴見４３３３番地

大分県 436 別府中央病院 大分県別府市北的ヶ浜町５番１９号

大分県 437 中村病院 大分県別府市秋葉町８番２４号

大分県 438 黒木記念病院 大分県別府市照波園町１４番２８号

大分県 439 内田病院 大分県別府市末広町３番１号

大分県 440 杵築市立山香病院 大分県杵築市山香町大字野原１６１２番地１

大分県 441 独立行政法人国立病院機構西別府病院 大分県別府市大字鶴見４５４８番地

大分県 442 九州大学病院別府病院 大分県別府市大字鶴見原４５４６番地

大分県 443 あおぞら病院 大分県国東市国東町小原２６５０

大分県 444 サンライズ酒井病院 大分県速見郡日出町３１５６番地

大分県 445 大分県立病院 大分県大分市豊饒４７６番地

大分県 446 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県大分市大字宮﨑１５０９－２

大分県 447 大分大学医学部附属病院 大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

大分県 448 大分赤十字病院 大分県大分市千代町３丁目２番３７号

大分県 449 臼杵市医師会立コスモス病院 大分県臼杵市大字戸室長谷１１３１番地１

大分県 450 大分岡病院 大分県大分市西鶴崎３丁目７－１１

大分県 451 独立行政法人国立病院機構大分医療センター 大分県大分市横田２丁目１１番４５号
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大分県 452 社会医療法人三愛会大分三愛メディカルセンター 大分県大分市大字市１２１３番地

大分県 453 医療法人社団恵愛会大分中村病院 大分県大分市大手町３丁目２番４３号

大分県 454 社会医療法人財団天心堂へつぎ病院 大分県大分市大字中戸次字二本木５９５６番地

大分県 455 永冨脳神経外科病院 大分県大分市西大道２丁目１番２０号

大分県 456 河野脳神経外科病院 大分県大分市大字森町字無田々通２５０番７

大分県 457 大分こども病院 大分県大分市片島８３番地の７

大分県 458 津久見市医師会立津久見中央病院 大分県津久見市大字千怒６０１１番地

大分県 459 湯布院厚生年金病院 大分県由布市湯布院町川南２５２

大分県 460 今村病院 大分県大分市大手町３丁目２－３７

大分県 461 大分健生病院 大分県大分市古ヶ鶴１丁目１－１５

大分県 462 医療法人敬和会大分東部病院 大分県大分市大字志村字谷ヶ迫７６５

大分県 463 佐賀関病院 大分県大分市大字佐賀関７５０－８８

大分県 464 中津市立中津市民病院 大分県中津市大字下池永１７３番地

大分県 465 宇佐高田医師会病院 大分県宇佐市大字南宇佐６３５番地

大分県 466 梶原病院 大分県中津市中殿町３丁目２９番地の８

大分県 467 酒井病院 大分県中津市中央町１丁目１番４３号

大分県 468 医療法人社団中津胃腸病院 大分県中津市大字永添５１０番地

大分県 469 川嶌整形外科病院 大分県中津市大字宮夫１４－１

大分県 470 中津脳神経外科病院 大分県中津市大字福島字道竹１０５５番地

大分県 471 中津第一病院 大分県中津市大字宮夫２５２番地の２

大分県 472 松永循環器病院 大分県中津市中央町１丁目３番５４号

大分県 473 医療法人杏林会村上記念病院 大分県中津市諸町１７９９

大分県 474 佐藤第一病院 大分県宇佐市大字法鏡寺７７－１

大分県 475 高田中央病院 大分県豊後高田市新地１１７６－１

大分県 476 黒田整形外科 大分県宇佐市大字上田１５１０

大分県 477 健康保険南海病院 大分県佐伯市常磐西町１１番２０号

大分県 478 西田病院 大分県佐伯市鶴岡西町２丁目２６６番地

大分県 479 御手洗病院 大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦２２１５－９

大分県 480 大分県済生会日田病院 大分県日田市大字三和６４３番地の７

大分県 481 日田中央病院 大分県日田市淡窓２丁目５－１７

大分県 482 聖陵岩里病院 大分県日田市大字高瀬１６－１８

大分県 483 一ノ宮脳神経外科病院 大分県日田市竹田新町６９０－１４

大分県 484 豊後大野市民病院 大分県豊後大野市緒方町馬場２７６番地

大分県 485 竹田医師会病院 大分県竹田市大字拝田原４４８番地

大分県 486 大久保病院 大分県竹田市久住町大字柏木２０２６－２

大分県 487 帰巌会みえ病院 大分県豊後大野市三重町赤嶺１２５０番地１

宮崎県 488 独立行政法人国立病院機構宮崎東病院 宮崎市大字田吉４３７４番地１

宮崎県 489 県立宮崎病院 宮崎市北高松町５番３０号

宮崎県 490 社会保険宮崎江南病院 宮崎市大坪町西1-2-1

宮崎県 491 医療法人社団仁和会　竹内病院 宮崎市霧島2丁目260番地

宮崎県 492 医療法人財団志清会　阿波岐ヶ原病院 宮崎市阿波岐原町前浜4276-706

宮崎県 493 医療法人社団　城山病院 宮崎市清武町大字船引２３８

宮崎県 494 宮崎大学医学部附属病院 宮崎市清武町木原５２００

宮崎県 495 宮崎市立田野病院 宮崎市田野町乙7696

宮崎県 496 市民の森病院 宮崎市大字塩路２７８３－３７

宮崎県 497 宮崎医療センター病院 宮崎市高松町２番１６号

宮崎県 498 宮崎市郡医師会病院 宮崎市新別府町船戸７３８－１

宮崎県 499 宮崎県立こども療育センター 宮崎市清武町木原４２５７－８

宮崎県 500 金丸脳神経外科病院 宮崎市池内町八幡田８０３

宮崎県 501 迫田病院 宮崎市城ヶ崎3丁目2番地1
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宮崎県 502 南部病院 宮崎市大字恒久891-14

宮崎県 503 潤和会記念病院 宮崎市大字小松1119

宮崎県 504 社団法人八日会　藤元中央病院 宮崎市北川内町乱橋３５８４ー１

宮崎県 505 古賀総合病院 宮崎市池内町数太木1749-1

宮崎県 506 宮崎生協病院 宮崎市大島町天神前1171番地

宮崎県 507 宮崎善仁会病院 宮崎市新別府町江口950番地1

宮崎県 508 独立行政法人国立病院機構都城病院 都城市祝吉町５０３３番地１

宮崎県 509 藤元早鈴病院 都城市早鈴町１７－１

宮崎県 510 宗正病院 都城市八幡町１５街区３号

宮崎県 511 医療法人明成会吉松病院 都城市蔵原町５街区２９号

宮崎県 512 医療法人与州会　柳田病院 宮崎県都城市東町１０街区１７号

宮崎県 513 医療法人社団橘会橘病院 都城市中町１５街区２４号

宮崎県 514 都城市郡医師会病院 都城市大岩田町５８２２番地３

宮崎県 515 医療法人社団牧会小牧病院 都城市立野町５号５番地１

宮崎県 516 医療法人倫生会三州病院 都城市花操町３街区１４号

宮崎県 517 ベテスダクリニック 宮崎県都城市年見町２３－１２

宮崎県 518 メディカルシティ東部病院 都城市立野町３６３３番地１

宮崎県 519 宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10

宮崎県 520 延岡市医師会病院 延岡市出北６丁目１６２１番

宮崎県 521 医療法人伸和会　共立病院 延岡市中川原町3-42

宮崎県 522 医療法人久康会　平田東九州病院 延岡市伊形町４７９１

宮崎県 523 黒木病院 延岡市北小路１４番地１

宮崎県 524 五ケ瀬町国民健康保険病院 西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所２１０９番地１

宮崎県 525 高千穂町国民健康保険病院 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井４３５－１

宮崎県 526 日之影町国民健康保険病院 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折９０７４－３

宮崎県 527 日南市立中部病院 日南市大堂津5-10-1

宮崎県 528 百瀬病院 宮崎県日南市南郷町中村乙2101

宮崎県 529 県立日南病院 日南市木山1-9-5

宮崎県 530 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１７番地

宮崎県 531 小林市立病院 小林市細野2235-3

宮崎県 532 医療法人　三和会　池田病院 小林市真方27-1

宮崎県 533 えびの市立病院 えびの市大字原田3223

宮崎県 534 国民健康保険高原病院 西諸県郡高原町大字西麓871

宮崎県 535 医療法人　友愛会　園田病院 小林市堤3005-1

宮崎県 536 大塚病院 宮崎県西都市御舟町２丁目４５番地

宮崎県 537 西都児湯医療センター 宮崎県西都市大字妻１５３７番地

宮崎県 538 医療法人隆徳会　鶴田病院 西都市御舟町１丁目７８番地

宮崎県 539 独立行政法人国立病院機構宮崎病院 児湯郡川南町大字川南１９４０３番地４

宮崎県 540 都農町国民健康保険病院 児湯郡都農町大字川北５２０２番地

宮崎県 541 医療法人宏仁会　海老原総合病院 児湯郡高鍋町大字上江字堂ヶ瀬２０７番地

宮崎県 542 千代田病院 日向市鶴町２－９－２０

宮崎県 543 宮崎県済生会日向病院 東臼杵郡門川町南町４丁目１２８番地

宮崎県 544 日向市立東郷病院 日向市東郷町山陰丙１４１２番地１

宮崎県 545 美郷町国民健康保険西郷病院 東臼杵郡美郷町西郷区田代２９番地

宮崎県 546 椎葉村国民健康保険病院 東臼杵郡椎葉村大字下福良１７４７－５

宮崎県 547 和田病院 日向市向江町１－１９６－１

鹿児島県 548 鹿児島市立病院 鹿児島県鹿児島市加治屋町２０－１７

鹿児島県 549 今給黎総合病院 鹿児島県鹿児島市下竜尾町４－１６

鹿児島県 550 鹿児島市医師会病院 鹿児島県鹿児島市鴨池新町７番１号

鹿児島県 551 鹿児島赤十字病院 鹿児島県鹿児島市平川町２５４５
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鹿児島県 552 南風病院 鹿児島県鹿児島市長田町１４－３

鹿児島県 553 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 鹿児島県鹿児島市城山町８－１

鹿児島県 554 鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘八丁目３５番１号

鹿児島県 555 総合病院鹿児島生協病院 鹿児島県鹿児島市谷山中央五丁目２０－１０

鹿児島県 556 鹿児島徳洲会病院 鹿児島県鹿児島市下荒田三丁目８－１

鹿児島県 557 今村病院分院 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１１－２３

鹿児島県 558 中央病院 鹿児島県鹿児島市泉町６－７

鹿児島県 559 鹿児島厚生連病院 鹿児島県鹿児島市天保山町２２－２５

鹿児島県 560 今村病院 鹿児島県鹿児島市堀江町１７－１

鹿児島県 561 植村病院 鹿児島県鹿児島市伊敷二丁目１－２

鹿児島県 562 整形外科米盛病院 鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目２９－５０

鹿児島県 563 三宅病院 鹿児島県鹿児島市谷山中央七丁目３－１

鹿児島県 564 日高病院 鹿児島県鹿児島市西千石町８－１３

鹿児島県 565 豊島病院 鹿児島県鹿児島市下荒田三丁目２７－１

鹿児島県 566 外科馬場病院 鹿児島県日置市吹上町湯之浦２３７８

鹿児島県 567 厚地脳神経外科病院 鹿児島県鹿児島市東千石町４－１３

鹿児島県 568 小田代病院 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目２５－６

鹿児島県 569 林内科胃腸科病院 鹿児島県鹿児島市武二丁目３３－８

鹿児島県 570 整形外科三愛病院 鹿児島県鹿児島市郡元三丁目１４－７

鹿児島県 571 白坂病院 鹿児島県鹿児島市中央町１３－１４

鹿児島県 572 谷山緑地病院 鹿児島県鹿児島市谷山中央三丁目３９０－８

鹿児島県 573 いちき串木野市医師会立脳神経外科センター 鹿児島県いちき串木野市上名５３９１－３

鹿児島県 574 共立病院 鹿児島県鹿児島市南郡元町１１－１１

鹿児島県 575 医療法人康成会植村病院 鹿児島県鹿児島市草牟田一丁目４－７

鹿児島県 576 増田整形外科病院 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目１－１

鹿児島県 577 三船病院  鹿児島県鹿児島市吉野町１０００４－１

鹿児島県 578 済生会鹿児島病院 鹿児島県鹿児島市南林寺町１－１１

鹿児島県 579 池田病院 鹿児島県鹿児島市西田一丁目４－１

鹿児島県 580 田上記念病院 鹿児島県鹿児島市西別府町１７９９

鹿児島県 581 整形外科田平病院 鹿児島県鹿児島市加治屋町１６－１２

鹿児島県 582 桜島病院 鹿児島県鹿児島市野尻町５９

鹿児島県 583 河井脳神経外科 鹿児島市小松原二丁目１０－１９

鹿児島県 584 かわはら脳神経外科クリニック 鹿児島県鹿児島市和田一丁目１７－１０

鹿児島県 585 中野脳神経外科 鹿児島県鹿児島市東開町３－１６３

鹿児島県 586 県立薩南病院 鹿児島県南さつま市加世田高橋１９６８－４

鹿児島県 587 独立行政法人国立病院機構指宿病院 鹿児島県指宿市十二町４１４５

鹿児島県 588 南さつま市立坊津病院 鹿児島県南さつま市坊津町泊１９

鹿児島県 589 枕崎市立病院 鹿児島県枕崎市日之出町２３０番地

鹿児島県 590 小原病院 鹿児島県枕崎市折口町１０９

鹿児島県 591 菊野病院 鹿児島県南九州市川辺町平山３８１５

鹿児島県 592 山川病院 鹿児島県指宿市山川小川１５７１

鹿児島県 593 サザン・リージョン病院 鹿児島県枕崎市緑町２２０

鹿児島県 594 真愛病院 南さつま市加世田東本町７番地３

鹿児島県 595 加世田病院 鹿児島県南さつま市加世田唐仁原１１８１番地

鹿児島県 596 今林整形外科病院 鹿児島県指宿市十町３５２－２

鹿児島県 597 久木田整形外科病院 鹿児島県枕崎市港町１１３

鹿児島県 598 有馬病院 鹿児島県南さつま市加世田地頭所５７０

鹿児島県 599 南さつま中央病院 南さつま市加世田本町３７番地４

鹿児島県 600 指宿浩然会病院 鹿児島県指宿市十町１１４５

鹿児島県 601 南薩ケアホスピタル 鹿児島県南九州市川辺町平山５８６０ 
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鹿児島県 602 肥後病院 鹿児島県指宿市十二町２１５７

鹿児島県 603 中村温泉病院 鹿児島県南九州市頴娃町別府１

鹿児島県 604 指宿さがら病院 鹿児島県指宿市湯の浜一丁目１１－２９

鹿児島県 605 指宿温泉病院 鹿児島県指宿市西方１０５０ 

鹿児島県 606 宮薗病院 鹿児島県指宿市開聞十町１２６６

鹿児島県 607 川辺生協病院 鹿児島県南九州市川辺町両添１１１８番地

鹿児島県 608 伊藤記念病院 鹿児島県指宿市東方３６７ 

鹿児島県 609 尾辻病院 鹿児島県枕崎市住吉町６０ 

鹿児島県 610 指宿脳神経外科 鹿児島県指宿市東方８７１４－２１

鹿児島県 611 済生会川内病院 鹿児島県薩摩川内市原田町２－４６

鹿児島県 612 川内市医師会立市民病院 鹿児島県薩摩川内市永利町字西平４１０７－７

鹿児島県 613 薩摩郡医師会病院 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町５１０

鹿児島県 614 上村病院 鹿児島県薩摩川内市東開聞町９－２２

鹿児島県 615 森園病院 鹿児島県薩摩川内市大小路町１９－３８

鹿児島県 616 市比野記念病院 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野３０７９

鹿児島県 617 若松記念病院 鹿児島県薩摩川内市神田町１１－２０

鹿児島県 618 伊達病院 鹿児島県薩摩川内市神田町４－２５

鹿児島県 619 出水総合医療センター 鹿児島県出水市明神町５２０

鹿児島県 620 出水郡医師会立阿久根市民病院 鹿児島県阿久根市赤瀬川４５１３

鹿児島県 621 内山病院 鹿児島県阿久根市高松町２２

鹿児島県 622 出水総合医療センター高尾野診療所 鹿児島県出水市高尾野町大久保３８１６－２８

鹿児島県 623 県立北薩病院 鹿児島県伊佐市大口宮人５０２－４

鹿児島県 624 霧島市立医師会医療センター 鹿児島県霧島市隼人町松永３３２０

鹿児島県 625 県立姶良病院 鹿児島県姶良市平松６０６７

鹿児島県 626 独立行政法人国立病院機構南九州病院 鹿児島県姶良市加治木町木田１８８２

鹿児島県 627 鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンター 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3930-7

鹿児島県 628 青雲会病院 鹿児島県姶良市西餅田３０１１

鹿児島県 629 大井病院 鹿児島県姶良市加治木町本町１４１

鹿児島県 630 寺田病院 鹿児島県伊佐市大口上町３１－４

鹿児島県 631 国分生協病院 鹿児島県霧島市国分中央三丁目２２－１８

鹿児島県 632 霧島記念病院 鹿児島県霧島市国分福島一丁目５－１９

鹿児島県 633 整形外科松元病院 鹿児島県伊佐市大口里４９１－２

鹿児島県 634 霧島杉安病院 鹿児島県霧島市霧島田口２１４３

鹿児島県 635 国分中央病院 鹿児島県霧島市国分福島一丁目２５－７０

鹿児島県 636 大口温泉リハビリテーション病院 鹿児島県伊佐市大口青木３０２２－３４ 

鹿児島県 637 水間病院 鹿児島県伊佐市菱刈前目２１２５ 

鹿児島県 638 国分脳神経外科 鹿児島県霧島市国分向花１５４－１

鹿児島県 639 菱刈中央医院 鹿児島県伊佐市菱刈前目７９０番地１

鹿児島県 640 曽於郡医師会立病院 鹿児島県曽於市大隅町月野８９４番地

鹿児島県 641 昭南病院 鹿児島県曽於市大隅町下窪町１

鹿児島県 642 びろうの樹脳神経外科 鹿児島県志布志市有明町野井倉８０４１－１

鹿児島県 643 県民健康プラザ鹿屋医療センタ－ 鹿児島県鹿屋市札元一丁目８－８

鹿児島県 644 肝属郡医師会立病院 鹿児島県肝属郡錦江町神川１３５－３

鹿児島県 645 垂水市立医療センター垂水中央病院 鹿児島県垂水市錦江町１番地１４０

鹿児島県 646 肝付町立病院 鹿児島県肝属郡肝付町北方１９５３番地

鹿児島県 647 国立療養所星塚敬愛園 鹿児島県鹿屋市星塚町４２０４

鹿児島県 648 大隅鹿屋病院 鹿児島県鹿屋市新川町６０８１－１

鹿児島県 649 小倉記念病院 鹿児島県鹿屋市寿町八丁目２１－２

鹿児島県 650 池田病院 鹿児島県鹿屋市下祓川町１８３０

鹿児島県 651 検見崎病院 鹿屋市西原１－２－１
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鹿児島県 652 徳田脳神経外科病院 鹿児島県鹿屋市打馬１丁目１１２４８番地１

鹿児島県 653 かのや東病院 鹿児島県鹿屋市笠之原町２９２３－１

鹿児島県 654 垂水徳洲会病院 鹿児島県垂水市田神１２－２

鹿児島県 655 鮫島整形外科病院 鹿児島県鹿屋市寿１－１－１

鹿児島県 656 黎明脳神経外科医院 鹿児島県鹿屋市串良町上小原３５００－５

鹿児島県 657 鹿屋ハートセンター 鹿児島県鹿屋市札元二丁目３７４６－８

655施設合計
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