
病院名 住所 電話番号

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 077-548-2111

滋賀県 大津赤十字病院 〒520-8511 滋賀県大津市長等一丁目1-35 077-522-4131

滋賀県 彦根市立病院 〒522-8539 彦根市八坂町1882 0749-22-6050

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1379 0748-33-3151

滋賀県 滋賀県立総合病院 〒524-8524 滋賀県守山市守山5丁目4番30号 077-582-5031

滋賀県 長浜赤十字病院 〒526-8585 滋賀県長浜市宮前町14番7号 0749-63-2111

大阪府 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-32 06-6341-8651

大阪府 大阪府済生会中津病院 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2丁目10-39 06-6372-0333

大阪府 田附興風会医学研究所北野病院 〒530-8480 大阪市北区扇町 2-4-20 06-6312-1221

大阪府 大阪市立総合医療センター 〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22 06-6929-1221

大阪府 独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター 〒540-0006 大阪市中央区法円坂2-1-14 06-6942-1331

大阪府 国家公務員共済組合連合会　大手前病院 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-5-34 06-6941-0484

大阪府 大阪警察病院 〒543-0035 大阪市天王寺区北山町10-31 06-6771-6051

大阪府 大阪赤十字病院 〒543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30 06-6774-5111

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 06-6645-2121

大阪府 医療法人橘会東住吉森本病院 〒546-0014 大阪市東住吉区鷹合3丁目2番66号 06-6606-0010

大阪府 大阪府済生会泉尾病院 〒551-0032 大阪市大正区北村3丁目4番5号 06-6552-0091

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 〒553-0003 大阪市福島区福島4-2-78 06-6441-5451

大阪府 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 〒558-8558 大阪市住吉区万代東3丁目1番56号 06-6692-1201

大阪府 社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会千里病院 〒565-0862 大阪府吹田市津雲台1丁目1番6号 06-6871-0121

大阪府 大阪大学医学部附属病院 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番15号 06-6879-5111

大阪府 国立循環器病研究センター 〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6番1号 06-6170-1070

大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院 〒569-1192 大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号 072-681-3801

大阪府 大阪医科大学附属病院 〒569-8686 大阪府高槻市大学町2番7号 072-683-1221

大阪府 関西医科大学附属病院 〒573-1191 枚方市新町2丁目3番1号 072-804-0101

大阪府 関西医科大学総合医療センター 〒570-8507 守口市文園町10番15号 06-6992-1001

大阪府 守口生野記念病院 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目17-33 06-6906-1100

大阪府 社会医療法人　彩樹　守口敬仁会病院 〒570-0021 大阪府守口市八雲東町2-47-12 06-6906-9191

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構　星ヶ丘医療セ
ンター

〒573-8511 大阪府枚方市星丘4-8-1 072-840-2641

大阪府 医療法人藤井会石切生喜病院 〒579-8026 大阪府東大阪市弥生町18-28 072-988-3121

大阪府 八尾市立病院 〒581-0069 大阪府八尾市龍華町1丁目3番1号 072-922-0881

大阪府 医療法人春秋会城山病院 〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの2丁目8番1号 072-958-1000

大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター 〒586-8521 大阪府河内長野市木戸東町2-1 0721-53-5761

大阪府 近畿大学病院 〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221

大阪府 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町1179-3 072-252-3561

大阪府 医療法人良秀会　高石藤井心臓血管病院 〒592-0014 大阪府高石市綾園2-15-18 072-263-5050

大阪府 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 〒592-8555 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-244 072-265-5558

大阪府 市立岸和田市民病院 〒596-8501 大阪府岸和田市額原町1001番地 072-445-1000

大阪府 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 〒596-8522 大阪府岸和田市加守町4-27-1 072-445-9915

大阪府 大阪母子医療センター 〒594-1101 大阪府和泉市室堂町840 0725-56-1220

大阪府 ベルランド総合病院 〒599-8247 大阪府堺市中区東山500番地の3 072-234-2001

京都府 医療法人財団康生会武田病院 〒600-8558 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小
路町841-5 075-361-1351
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京都府 京都第二赤十字病院 〒602-8026 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町
355番地の5 075-231-5171

京都府 京都府立医科大学附属病院 〒602-8566. 京都市上京区河原町通広小路上る梶井
町465 075-251-5111

京都府 京都第一赤十字病院 〒605-0981 京都市東山区本町15-749 075-561-1121

京都府 京都大学医学部附属病院 〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 075-751-3111

京都府 洛和会音羽病院 〒607-8062 京都市山科区音羽珍事町2 075-593-4111

京都府 医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院 〒611-0041 京都府宇治市槙島町石橋145番 0774-20-1111

京都府 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター 〒612-8555 京都市伏見区深草向畑町1-1 075-641-9161

京都府 三菱京都病院 〒615-8087 京都府京都市西京区桂御所町１ 075-381-2111

京都府 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 〒615-8256 京都市西京区山田平尾町17番 075-391-5811

京都府 社会福祉法人恩賜財団　済生会京都府病院 〒617-0814 京都府長岡京市今里南平尾8番地 075-955-0111

京都府 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 〒625-8585 京都府舞鶴市字浜1035番地 0773-62-2510

奈良県 近畿大学奈良病院 〒630-0293 奈良県生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880

奈良県 地方独立行政法人奈良県立病院機構　奈良県総合医
療センター

〒630-8581 奈良市七条西町2丁目897-5 0742-46-6001

奈良県 社会医療法人高清会高井病院 〒632-0006 奈良県天理市蔵之庄町470-8 0743-65-0372

奈良県 公益財団法人天理よろづ相談所病院 〒632-8552 奈良県天理市三島町200番地 0743-63-5611

奈良県 医療法人橿原友絋会　大和橿原病院 〒634-0045 奈良県橿原市石川町81番地 0744-27-1071

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 〒634-8522 奈良県橿原市四条町840番地 0744-22-3051

奈良県 奈良県西和医療センター 〒636-0802 奈良県生駒郡三郷町三室1丁目14-16 0745-32-0505

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 〒640-8558 和歌山市小松原通四丁目20番地 073-422-4171

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 〒641-8510和歌山市紀三井寺811番地1 073-447-2300

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 〒650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-2 078-382-5111

兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 〒650-0047 神戸市中央区港島南町２丁目1-1 078-302-4321

兵庫県 神戸赤十字病院 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番1号 078-231-6006

兵庫県 JCHO神戸中央病院 〒651-1145 神戸市北区惣山町2丁目1番1 078-594-2211

兵庫県 神戸掖済会病院 〒655-0004 神戸市垂水区学が丘1丁目21番1号 078-781-7811

兵庫県 公益財団法人　甲南会　甲南医療センター 〒 658-0064 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原1-5-16 078-851-2161

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 〒660-8550 尼崎市東難波町二丁目17番77号 06-6480-7000

兵庫県 関西労災病院 〒660-8511 尼崎市稲葉荘3丁目1番69号 06-6416-1221

兵庫県 社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓脳・血管セ
ンター

〒662-0911 兵庫県西宮市池田町3-25 0798-36-1880

兵庫県 兵庫医科大学病院 〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 0798-45-6111

兵庫県 東宝塚さとう病院 〒665-0873 兵庫県宝塚市長尾町2-1 0797-88-2200

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲520 079-293-3131

兵庫県 明石医療センター 〒674-0063明石市大久保町八木743-33 078-936-1101

兵庫県 市立伊丹病院 〒664-8540 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目100番地 072-777-3773

兵庫県 姫路赤十字病院 〒670-8540 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号 079-294-2251

兵庫県 北播磨総合医療センター 〒675-1392 兵庫県小野市市場町926-250 0794-88-8800

兵庫県 加古川中央市民病院 〒675−8611 兵庫県加古川市加古川町本町439番地 079-451-5500

兵庫県 赤穂市民病院 〒678-0232 兵庫県赤穂市中広1090番地 0791-43-3222
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