
病院名 郵便番号 住　　所 電話番号

独立行政法人 国立病院機構

舞鶴医療センター
〒625-8502 舞鶴市字行永2410 0773-62-2680

独立行政法人 国立病院機構

東近江総合医療センター
〒527-8505 滋賀県東近江市五智町255 0748-22-3030

独立行政法人 国立病院機構

兵庫あおの病院
〒675-1327 兵庫県小野市市場町926-453 0794-62-5533

独立行政法人 国立病院機構 宇多野病院 〒616-8255 京都市右京区鳴滝音戸山町8 075-461-5121

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
〒610-0113 城陽市中芦原 0774-54-1400

京都府立舞鶴こども療育センター 〒625-0052 舞鶴市行永2410番地37 0773-63-4865

地方独立行政法人　明石市立市民病院 〒673-8501 兵庫県明石市鷹匠町1-33 078-912-2323

綾部市立病院 〒623-0011 綾部市青野町大塚20-1 0773-43-0123

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

地方独立行政法人　市立大津市民病院 〒520-0804 滋賀県大津市本宮2-9-9 077-522-4607

亀岡市立病院 〒621-8585 亀岡市篠町篠野田1-1 0771-25-7313

東近江市蒲生医療センター 〒529-1572 滋賀県東近江市桜川西町340 0748-55-1175

地方独立行政法人京都市立病院機構

京都市立病院
〒604-8845 京都市中京区壬生東高田町1-2 075-311-5311

地方独立行政法人京都市立病院機構

京都市立京北病院
〒601-0533 京都市右京区京北下中町鳥谷3 075-854-0221

京都中部総合医療センター 〒629-0197 南丹市八木町八木上野25 0771-42-2510

京都山城総合医療センター 〒619-0214 木津川市木津駅前1丁目27番地 0774-72-0235

京丹後市立 久美浜病院 〒629-3403 京丹後市久美浜町161 0772-82-1500

国保京丹波町病院 〒622-0311 京都府船井郡京丹波町和田大下28 0771-86-0220

長浜市立 湖北病院 〒529-0493 滋賀県長浜市木之本町黒田1221 0749-82-3315

精華町国民健康保険病院 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字砂子田7 0774-94-2076

市立奈良病院 〒630-8305 奈良市東紀寺町1-50-1 0742-24-1251

東近江市立 能登川病院 〒521-1223 滋賀県東近江市猪子町191 0748-42-1333

市立福知山市民病院 〒620-8505 福知山市厚中町231 0773-22-2101

市立舞鶴市民病院 〒624-0906 舞鶴市字倉谷町1350番地11 0773-60-9020

京丹後市立 弥栄病院 〒627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3452-1 0772-65-2003

市立野洲病院 〒520-2331 野洲市小篠原1094 077-587-1332

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355-5 075-231-5171

舞鶴赤十字病院 〒624-0906 舞鶴市字倉谷427 0773-75-4175

社会福祉法人恩賜財団

大阪府済生会吹田病院
〒564-0013 大阪府吹田市川園町1-2 06-6382-1521

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



社会福祉法人恩賜財団  済生会滋賀県病院 〒520-3046 滋賀県栗東市大橋2-4-1 077-552-1221

独立行政法人地域医療機能推進機構

京都鞍馬口医療センター
〒603-8151 京都市北区小山下総町27 075-441-6101

独立行政法人地域医療機能推進機構

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

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

パナソニック健康保険組合 松下記念病院 〒570-8540 大阪府守口市外島町5-55 06-6992-1231

医療法人  愛寿会同仁病院 〒602-0917 京都市上京区一条通新町東入東日野殿町394-1 075-431-3300

一般社団法人　愛生会山科病院 〒607-8086 京都市山科区竹鼻四丁野町19-4 075-594-2323

医療法人 恒昭会 藍野病院 〒567-0011 大阪府茨木市高田町11-18 072-627-7611

朝日大学病院 〒500-8523 岐阜市橋本町3-23 058-254-0907

医療法人内海慈仁会 有馬病院 〒651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口1637-5 078-904-0721

社会福祉法人あじろぎ会　宇治病院 〒611-0011 宇治市五ヶ庄芝ノ東54-2 0774-32-6000

医療法人栄仁会 宇治おうばく病院 〒611-0011 宇治市五ヶ庄三番割32-1 0774-32-8111

医療法人仁心会 宇治川病院 〒611-0042 宇治市小倉町老ノ木31 0774-22-1335

宇治武田病院 〒611-0021 宇治市宇治里尻36-26 0774-25-2500

医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 〒611-0041 宇治市槇島町石橋145番 0774-20-1111

医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉3-34-52 077-567-3610

医療法人社団　大池病院 〒651-1242 神戸市北区山田町上谷上字溲疏原25 078-581-2297

西日本旅客鉄道株式会社 大阪鉄道病院 〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町1-2-22 06-6628-2221

公益財団法人

大阪労働衛生センター第一病院
〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島6-2-2 06-6474-1201

社会医療法人弘仁会 大島病院 〒612-8034 京都市伏見区桃山町泰長老115 075-622-0701

尾﨑病院 〒679-5225 兵庫県佐用郡佐用町上三河141-4 0790-77-0221

社会医療法人美杉会 男山病院 〒614-8366 八幡市男山泉19番地 075-983-0001

がくさい病院 〒604-8845 京都市中京区壬生東高田町1番9 075-754-7111

医療法人社団医聖会　学研都市病院 〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台7-4-1 0774-98-2123

医療法人社団淀さんせん会 金井病院 〒613-0911 京都市伏見区淀木津町612-12 075-631-1215

医療法人　亀岡病院 〒621-0815 亀岡市古世町三丁目21-1 0771-22-0341

医療法人清仁会 亀岡シミズ病院 〒621-0834 亀岡市篠町広田1-32-15 0771-23-0013

社会医療法人黎明会 北出病院 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部728-4 0738-22-2188

医療法人三幸会 北山病院 〒606-0017 京都市左京区岩倉上蔵町123 075-791-1177

医療法人社団行陵会 京都大原記念病院 〒601-1246 京都市左京区大原井出町164 075-744-3121

社会医療法人岡本病院（財団）

京都岡本記念病院
〒613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口100番地 0774-48-5500

医療法人回生会　京都回生病院 〒600-8814 京都市下京区中堂寺庄ノ内町8-1 075-311-5121



医療法人啓信会 京都きづ川病院 〒610-0101 城陽市平川西六反26-1 0774-54-1111

医療法人同仁会（社団）　京都九条病院 〒601-8453 京都市南区唐橋羅城門町10 075-691-7121

医療法人社団行陵会

京都近衛リハビリテーション病院
〒606-8315 京都市左京区吉田近衛町26番地 075-762-5000

医療法人社団恵心会 京都武田病院 〒600-8884 京都市下京区西七条南衣田町11 075-312-7001

医療法人新生十全会 京都双岡病院 〒616-8214 京都市右京区常盤古御所町2 075-881-2830

医療法人新生十全会 京都東山老年サナトリウム 〒607-8492 京都市山科区日ノ岡夷谷町11 075-771-4196

医療法人健康会総合病院 京都南病院 〒600-8876 京都市下京区西七条南中野町8 075-312-7361

公益社団法人京都保健会

京都民医連中央病院
〒616-8147 京都市右京区太秦土本町2番1 075-861-2220

医療法人社団医聖会 京都八幡病院 〒614-8114 八幡市川口別所61 075-971-2001

医療法人清水会　京都リハビリテーション病院 〒612-8431 京都市伏見区深草越後屋敷町17番地 075-646-5400

社会医療法人誠光会 草津総合病院 〒525-8585 滋賀県草津市矢橋町1660 077-563-8866

医療法人八仁会 久御山南病院 〒613-0042 京都府久世郡久御山町大字坊之池小字坊村中28 075-631-2261

医療法人社団仁生会 甲南病院 〒520-3321 滋賀県甲賀市甲南町葛木958 0748-86-3131

生活協同組合ヘルスコープおおさか

コープおおさか病院
〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見3-6-22 06-6914-1100

医療法人財団北林厚生会 五条山病院 〒630-8044 奈良市六条西4-6-3 0742-44-1811

医療法人社団京健会　西京病院 〒615-0026 京都市右京区西院北矢掛町39-1 075-313-0721

社会医療法人美杉会 佐藤病院 〒573-1124 大阪府枚方市養父東町65-1 072-864-1811

医療法人清仁会 シミズ病院 〒615-8237 京都市西京区山田中吉見町11-2 075-381-5161

医療法人財団　医道会

十条武田リハビリテーション病院
〒601-8325 京都市南区吉祥院八反田町32番地 075-671-2351

一般財団法人日本バプテスト連盟医療団

総合病院日本バプテスト病院
〒606-8273 京都市左京区北白川山ノ元町47 075-781-5191

医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院 〒612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町101 075-621-3101

医療法人社団菫会 園部病院 〒622-0002 南丹市園部町美園町5-8-7 0771-62-0515

医療法人桜花会 醍醐病院 〒601-1433 京都市伏見区石田大山町72 075-571-0030

医療法人大寿会　大寿会病院 〒573-0066 枚方市伊加賀西町47-1 072-841-1661

医療法人三幸会 第二北山病院 〒606-0017 京都市左京区岩倉上蔵町161 075-791-2137

医療法人沖縄徳洲会 高砂西部病院 〒676-0812 兵庫県高砂市中筋1-10-41 079-447-0100

医療法人社団さくら会 高橋病院 〒654-0026 神戸市須磨区大池町5-18-1 078-733-1136

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

医療法人医仁会 武田総合病院 〒601-1495 京都市伏見区石田森南町28-1 075-572-6331

医療法人社団石鎚会 田辺記念病院 〒610-0331 京田辺市田辺戸絶1 0774-63-1112

医療法人社団石鎚会 田辺中央病院 〒610-0334 京田辺市田辺中央6-1-6 0774-63-1111

医療法人芳松会 田辺病院 〒610-0312 京田辺市飯岡南原55 0774-62-0817



医療法人（財団）喜望会　谷向病院 〒663-8215 兵庫県西宮市今津水波町6-30 0798-33-0345

公益財団法人 丹後中央病院 〒627-8555 京丹後市峰山町杉谷158-1 0772-62-0791

医療法人丹笠会　丹波笠次病院 〒622-0213 京都府船井郡京丹波町須知町裏13-7 0771-82-1145

特定医療法人 桃仁会病院 〒612-8026 京都市伏見区桃山町伊賀83-1 075-622-1991

一般財団法人長岡記念財団　長岡病院 〒617-0843 長岡京市友岡4-18-1 075-951-9201

医療法人社団恵仁会 なぎ辻病院 〒607-8163 京都市山科区椥辻東潰5-1 075-591-1131

社会福祉法人京都社会事業財団　西陣病院 〒602-8319 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町1035 075-461-8800

花ノ木医療福祉センター 〒621-0018 亀岡市大井町小金岐北浦37-1 0771-23-0701

医療法人　原田病院 〒605-0947 京都市東山区七条通大和大路西入西之門町546-2 075-551-5668

特定医療法人敬愛会　東近江敬愛病院 〒527-0025 滋賀県東近江市八日市東本町8-16 0748-22-2222

医療法人恭昭会 彦根中央病院 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町421 0749-23-1211

医療法人弘英会　琵琶湖大橋病院 〒520-0232 滋賀県大津市真野5丁目1番29号 077-573-4321

特定医療法人明和会 琵琶湖病院 〒520-0113 大津市坂本1-8-5 077-578-2023

医療法人 福井愛育病院 〒910-0833 福井市新保2-301 0776-54-5757

社会医療法人岡本病院（財団）

伏見岡本病院
〒612-8083 京都市伏見区京町9-50 075-611-1114

社会福祉法人浩照会　伏見桃山総合病院 〒612-8364 京都市伏見区下油掛町895 075-621-1111

医療法人晴風園 ほうゆうリハビリテーション病

院
〒610-0121 城陽市寺田垣内後43-4 0774-53-8100

社会医療法人西陣健康会 堀川病院 〒602-0056 京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町865 075-441-8181

医療法人マキノ病院 〒520-1822 滋賀県高島市マキノ町新保1097 0740-27-0099

社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 〒569-1121 大阪府高槻市真上町3-13-1 072-681-5717

医療法人財団宮津康生会 宮津武田病院 〒626-0041 宮津市字鶴賀2059-1 0772-22-2157

医療法人真生会　向日回生病院 〒617-0001 向日市物集女町中海道92番地の12 075-934-6881

明治国際医療大学附属病院 〒629-0392 南丹市日吉町保野田ヒノ谷6-1 0771-72-1221

医療法人福知会 もみじヶ丘病院 〒620-0879 福知山市荒木3374 0773-22-2288

医療法人社団医聖会　八幡中央病院 〒614-8071 京都府八幡市八幡五反田39-1 075-983-0119

医療法人友仁会　友仁山崎病院 〒522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町80番地 0749-23-1800

医療法人清仁会 洛西シミズ病院 〒610-1106 京都市西京区大枝沓掛町13-107 075-331-8778

医療法人清仁会 洛西ニュータウン病院 〒610-1142 京都市西京区大枝東新林町3丁目6番地 075-332-0123

医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 〒607-8062 京都市山科区音羽珍事町2 075-593-4111

医療法人社団洛和会

洛和会音羽リハビリテーション病院
〒607-8113 京都市山科区小山北溝町32-1 075-581-6221

医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院 〒604-8401 京都市中京区聚楽廻松下町9番7 075-801-0351

医療法人　嶺南こころの病院 〒919-1541 福井県三方上中郡若狭町市場24-18-1 0770-62-1131



医療法人和松会 六地蔵総合病院 〒611-0001 宇治市六地蔵奈良町9 0774-33-1717


