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【北海道】

医療法人 白石脳神経外科病院

JA北海道厚生連 旭川厚生病院

医療法人 発寒中央病院

医療法人社団五風会 さっぽろ香雪病院

JA北海道厚生連 遠軽厚生病院

医療法人 麻生整形外科病院

医療法人社団公和会 中村病院

JA北海道厚生連 倶知安厚生病院

医療法人 萬田記念病院

医療法人社団功和会 佐久間病院

JA北海道厚生連 帯広厚生病院

医療法人アンリー・デュナン会 深川第一病院

医療法人社団宏仁会 しろした病院

JA北海道厚生連 摩周厚生病院

医療法人えんどう会 創成東病院

医療法人社団康仁会 中田泌尿器科病院

JA北海道厚生連 鵡川厚生病院

医療法人こぶし 植苗病院

医療法人社団弘和会 森産科婦人科病院

JA北海道厚生連 網走厚生病院

医療法人杏医会 札幌呼吸器科病院

医療法人社団耕仁会 曽我クリニック

ＪＣＨＯ北海道病院

医療法人医仁会 中村記念南病院

医療法人社団耕仁会 曽我病院

JR札幌病院

医療法人医仁会 中村記念病院

医療法人社団札幌朗愛会 札幌朗愛会病院

医療法人社団研仁会 北海道脳神経外科記念病院

KKR札幌医療センター

医療法人丸谷会 丸谷病院

医療法人社団三愛会 名寄三愛病院

KKR札幌医療センター斗南病院

医療法人菊郷会 石橋胃腸病院

医療法人社団讃生会 宮の森記念病院

N&Rデンタルオフィス田中歯科口腔外科

医療法人共生会 川湯の森病院

医療法人社団慈成会 東旭川病院

NTT東日本札幌病院

医療法人喬成会 花川病院

医療法人社団慈藻会 平松記念病院

あかびら市立病院

医療法人恵仁会 空知病院

医療法人社団修道会 本田記念病院

芦別平和診療所

医療法人恵池会 遠軽学田病院

医療法人社団信佑会 吉田記念病院

医療法人社団 土田病院

医療法人渓仁会 札幌西円山病院

医療法人社団信洋会 石山病院

医療法人社団高翔会 北星記念病院

医療法人渓和会 江別病院

医療法人社団深仁会 ふかざわ病院

一般社団法人日本海員掖済 小樽掖済会病院

医療法人健光会 旭川ペインクリニック病院

医療法人社団図南会 あしりべつ病院

医療法人 西さっぽろ病院

医療法人研成会 札幌鈴木病院

医療法人社団正寿会 秋田記念病院

医療法人礼風会 五輪橋マタニティクリニック

医療法人元生会 森山病院

医療法人社団正心会 岡本病院

オホーツク勤医協北見病院

医療法人五月会 小笠原クリニック札幌病院

医療法人社団清和会 南札幌病院

くにもと病院

医療法人交雄会 そうべつ温泉病院

医療法人社団静和会 昆布温泉病院

公益社団法人北海道勤医協 上砂川診療所

医療法人孝仁会 釧路脳神経外科病院

医療法人社団静和会 静和記念病院

さかえまち西診療所

医療法人孝仁会 星が浦病院

医療法人社団静和会 石井病院

札幌南徳洲会病院

医療法人恒貴会 東光やわらぎ泌尿器科

医療法人社団静和会 平和リハビリテーション病院

社会医療法人アルデバラン さっぽろ二十四軒病院

医療法人耕仁会 札幌太田病院

医療法人社団静和会 平和病院

社会医療法人恵和会 恵庭第一病院

医療法人鴻仁会 深瀬病院

医療法人社団千寿会 三愛病院

社会医療法人北斗 上士幌クリニック

医療法人財団明理会 道南ロイヤル病院

医療法人社団創成 旭川南病院

社会医療法人平成醫塾 苫小牧東病院

医療法人資生会 千歳病院

医療法人社団創成会 羊蹄グリーン病院

せたな町立国保病院

医療法人治恵会 北見中央病院

医療法人社団知仁会 富丘まごころ内科クリニック

セントベビークリニック

医療法人社団 はらだ病院

医療法人社団中山会 新札幌パウロ病院

つだ歯科矯正歯科クリニック

医療法人社団 ひらおか内科胃腸科

医療法人社団哲栄会 順天病院

つねかわ歯科

医療法人社団 ひろ内科循環器科クリニック

医療法人社団刀圭会 協立病院

つるい養生邑病院

医療法人社団 ふらの西病院

医療法人社団藤花会 釧路谷藤病院

独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院

医療法人社団 みと内科循環器クリニック

医療法人社団藤花会 江別谷藤病院

独立行政法人労働者健康安全機構
北海道中央労災病院
独立行政法人労働者健康安全機構

医療法人社団 愛心館愛心メモリアル病院

医療法人社団同仁会 長野病院

医療法人社団 旭川圭泉会病院

医療法人社団洞仁会 洞爺温泉病院

医療法人社団 宮崎整形外科医院

医療法人社団苫仁会 神谷病院

医療法人社団 慶愛病院

医療法人社団博愛会 開西病院

ななえ新病院

医療法人社団 五稜会病院

医療法人社団博仁会 大江病院

ミネルバ病院

医療法人社団 荒木病院

医療法人社団朋仁会 整形外科北新病院

もなみクリニック

医療法人社団 高橋病院

医療法人社団萌仁会 荻野病院

愛全病院

医療法人社団 札幌外科記念病院

医療法人社団豊武会 幌東病院

旭川医科大学病院

医療法人社団 札幌協立病院

医療法人社団豊友会 千歳豊友会病院

北海道中央労災病院 せき損センター

旭川赤十字病院

医療法人社団 三ツ山病院

医療法人社団北腎会 坂泌尿器科病院

医療法社団 札幌百合の会病院

医療法人社団 三樹会病院

医療法人社団明珠会 札幌白石産科婦人科病院

医療法人 サンプラザ新札幌循環器病院

医療法人社団 新井病院

医療法人社団明生会

医療法人 ときわ病院

医療法人社団 水口整形外科医院

医療法人 王子総合病院

医療法人社団 道都病院

医療法人 記念塔病院

医療法人社団 苫小牧緑ヶ丘病院

医療法人 亀田病院分院亀田北病院

医療法人社団 函館脳神経外科病院

医療法人社団明日佳 岩見沢明日佳病院

医療法人 五輪橋整形外科病院

医療法人社団 尾形病院

医療法人社団友愛会 恵愛病院

医療法人 札幌円山整形外科病院

医療法人社団 尾谷病院

医療法人社団養生館 苫小牧日翔病院

医療法人 札幌宮の沢病院

医療法人社団 北札幌病院

医療法人社団蘭友会 札幌里塚病院

医療法人 札幌山の上病院

医療法人社団 北樹会病院

医療法人社団朗愛会 こが病院

医療法人 札幌第一病院

医療法人社団 明日佳 白石明日佳病院

医療法人社団六樹会 聖台病院

医療法人 札幌中央病院

医療法人社団 網走中央病院

医療法人社団和城会 三恵病院

医療法人 札幌平岡病院

医療法人社団いずみ会 北星病院

医療法人社団翔嶺館 音更宏明館病院

医療法人 札幌麻生脳神経外科病院

医療法人社団ピエタ会 石狩病院

医療法人社団翔嶺館 十勝の杜病院

医療法人 札幌緑誠病院

医療法人社団恩和会 旭川高砂台病院

医療法人社団翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル

医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院

医療法人社団我汝会 えにわ病院

医療法人樹恵会 石田病院

医療法人 新札幌整形外科病院

医療法人社団楽生会 皆川病院

医療法人秀友会 札幌秀友会病院

医療法人 清水桜ヶ丘病院

医療法人社団幾生会 南そらち記念病院

医療法人重仁会 大谷地病院

医療法人 西病院

医療法人社団恵愛会 茨戸病院

医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院

医療法人 中島病院

医療法人社団恵誠会 札幌恵北病院

医療法人譲仁会 聖ヶ丘病院

医療法人 東札幌病院

医療法人社団恵和会 宮の森病院

医療法人新星健会 月寒東内科クリニック

医療法人 東北海道病院

医療法人社団慶友会 吉田病院

医療法人新和会 北海道消化器科病院

医療法人 白石中央病院

医療法人社団憲仁会 牧田病院

医療法人進和会 西２条腎泌尿器科病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。

イムス札幌内科リハビリテーション病院
医療法人社団明生会
イムス札幌消化器中央総合病院
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医療法人仁友会 北彩都病院

市立札幌病院静療院

長万部町立病院

医療法人清陵会 藤井病院

市立三笠総合病院

定山渓病院

医療法人聖仁会 森病院

市立士別総合病院

天塩町立国民健康保険病院

医療法人双葉会 旭川脳神経外科循環内科病院

市立室蘭総合病院

登別記念病院

医療法人藻友会 札幌いしやま病院

市立千歳市民病院

登別中央病院

医療法人太平洋記念 みなみ病院

市立稚内こまどり病院

東苗穂病院

医療法人大空 札幌山鼻病院

市立稚内病院

道東勤医協釧路協立病院

医療法人徹仁会 厚別耳鼻咽喉科病院

市立函館病院

道南勤医協函館稜北病院

医療法人同仁会 佐々木病院

市立美唄病院

道北勤医協一条通病院

医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院

慈啓会病院

特定医療法人とこはる 東栄病院

医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院

自衛隊札幌病院

特定医療法人平成会 平成会病院

医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院

鹿追町国民健康保険病院

特定医療法人朋友会 石金病院

医療法人扶恵会 釧路中央病院

斜里町国民健康保険病院

特定医療法人北楡会 札幌北楡病院

医療法人風のすずらん会 江別すずらん病院

社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生病院

特別医療法人社団即仁会 北広島病院

医療法人勉仁会 中垣病院

社会医療法人 製鉄記念室蘭病院

特別医療法人秀眸会 大塚眼科病院

医療法人勉仁会 東小樽病院

社会医療法人 柏葉脳神経外科病院

独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター

医療法人豊和会 新札幌豊和会病院

社会医療法人 母恋 日鋼記念病院

独立行政法人国立病院機構 帯広病院

医療法人北仁会 旭山病院

社会医療法人 母恋天使病院

独立行政法人国立病院機構 函館病院

医療法人北仁会 石橋病院

社会医療法人 北海道循環器病院

独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター

医療法人北武会 野口病院

社会医療法人延山会 苫小牧澄川病院

独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター

医療法人北翔会 岩見沢北翔会病院

社会医療法人延山会 北成病院

苫小牧市立病院

医療法人盟侑会 島松病院

社会医療法人恵和会 西岡病院

苫都病院

医療法人優仁会 若葉台病院

社会医療法人孝仁会 新くしろクリニック

奈井江町立国民健康保険病院

医療法人優仁会 滝川中央病院

社会医療法人康和会 札幌しらかば台病院

南小樽病院

医療法人悠気会 熊谷病院

社会医療法人社団 カレスサッポロ時計台記念病院

日高町立門別国民健康保険病院

医療法人雄心会 新都市砂原病院

社会医療法人社団 カレスサッポロ北光記念病院

白老町立国民健康保険病院

医療法人雄心会 函館新都市病院

社会医療法人社団明日佳 桜台明日佳病院

函館市医師会病院

医療法人緑光会 野宮病院

社会医療法人社団明日佳 札幌明日佳病院

函館赤十字病院

医療法人臨生会 吉田病院

社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院

函館中央病院

医療法人澤山会 手稲病院

社会医療法人禎心会 新札幌恵愛会病院

八雲総合病院

一般財団法人 札幌同交会病院

社会医療法人北海道恵愛会 札幌南一条病院

美瑛町立病院

栄杜会 小原病院

社会医療法人北海道恵愛会 札幌南三条病院

美幌町立国民健康保険病院

遠軽共立病院

社会医療法人北斗 北斗病院

美幌療育病院

遠別町立国保病院

社会福祉法人真宗協会 帯広光南病院

標茶町立病院

奥尻町国民健康保険病院

社会福祉法人函館共愛会 共愛会病院

富田病院

歌志内市立病院

社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院

平木歯科クリニック

我汝会 さっぽろ病院

社会福祉法人北海道社会事業協会 岩内病院

北海道医療大学歯科内科クリニック

岩田病院

社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院

北海道医療大学病院

興部町国民健康保険病院

社会福祉法人北海道社会事業協会 帯広病院

北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院

勤医協札幌西区病院

社会福祉法人北海道社会事業協会 洞爺病院

北海道厚生農業協同組合連合会 札幌厚生病院

勤医協札幌病院

社会福祉法人北海道社会事業協会 富良野病院

北海道新仁会 千歳桂病院

勤医協中央病院

社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院

北海道大学病院

釧路赤十字病院

手稲渓仁会病院

北海道泌尿器科記念病院

栗山赤十字病院

十勝脳神経外科病院

北海道立旭川子ども総合療育センター

公立芽室病院

小清水赤十字病院

北海道立羽幌病院

厚沢部町国民健康保険病院

小樽市立病院

北海道立向陽ヶ丘病院

広尾町国民健康保険病院

小樽循環器病院

北海道立江差病院

康和会 札幌しらかば台南病院

心優会留萌記念病院

北海道立子ども総合医療・療育センター

江別市立病院

新ひだか町立三石国民健康保険病院

北海道立緑ヶ丘病院

高桑整形外科永山クリニック

新ひだか町立静内病院

北海道療育園

国民健康保険月形町立病院

深川市立病院

北見赤十字病院

国民健康保険中富良野町立病院

神居やわらぎ泌尿器科

北光会 朝里中央病院

今金町国保病院

清水赤十字病院

北斗デンタルクリニック

砂川市立病院

西28デンタルクリニック

幌加内町国民健康保険病院

財団法人 小児愛育協会附属愛育病院

西堀病院

本別町国民健康保険病院

財団法人北海道医療団 音更病院

石狩幸惺会病院

名寄市立総合病院

財団法人北海道医療団 帯広第一病院

総合病院伊達赤十字病院

名寄東病院

札幌さくら病院

総合病院浦河赤十字病院

網走脳神経外科・リハビリテーション病院

札幌トロイカ病院

大西病院

木古内町国民健康保険病院

札幌ファミリー歯科医院

大倉山学院

勇気会医療法人北央病院

札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル

滝川市立病院

留萌市立病院

札幌循環器病院

滝川脳神経外科病院

札幌整形外科

池田町立病院

【青森県】

山下整形外科クリニック

置戸赤十字病院

あおもり協立病院

市立旭川病院

町立下川病院

一般財団法人黎明郷

市立芦別病院

町立厚岸病院

市立釧路国民健康保険阿寒診療所

町立中標津病院

市立釧路総合病院

町立長沼病院

市立根室病院

町立別海病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター
一般財団法人医療と育成のための研究所
清明会弘前中央病院
医療法人財団青仁会 青南病院
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医療法人継心会 はちのへハートセンタークリニック

医療法人 赤坂病院

洋野町国民健康保険種市病院

医療法人弘愛会 弘愛会病院

医療法人楽山会 せいてつ記念病院

鶯宿温泉病院

医療法人元秀会 弘前小野病院

医療法人財団仁医会 釜石のぞみ病院

医療法人雄心会 青森新都市病院

医療法人財団仁医会 都南病院

【宮城県】

さくら病院

医療法人社団愛生会 昭和病院

ＩＭＳグループ 医療法人財団明理会

社会医療法人博進会 南部病院

医療法人社団帰厚堂 南昌病院

シルバー病院

医療法人社団恵仁会 三愛病院

Ｔ’ｓレディースクリニック

つがる西北五広域連合 西北中央病院

一関病院

医療法人 菅野愛生会 こころのホスピタル

独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院

奥州市国民健康保険まごころ病院

ヒロサキメディカルセンター

奥州市総合水沢病院

医療法人浄仁会 大泉記念病院

医療法人ときわ会 ときわ会病院

荻野病院

エコー療育園

医療法人弘仁会 於本病院

釜石厚生病院

公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院

医療法人社団清泉会 布施病院

岩手医科大学附属病院

公益社団法人地域医療振興協会

医療法人整友会 弘前記念病院

岩手県立一戸病院

医療法人正恵会 石田温泉病院

岩手県立釜石病院

財団法人宮城県精神障害者救護会 国見台病院

医療法人清照会 湊病院

岩手県立久慈病院

スズキ記念病院

医療法人赤心会 十和田東病院

岩手県立軽米病院

精神科病院 仙南サナトリウム＋

一部事務組合下北医療センターむつ総合病院

岩手県立江刺病院

てんかん専門病院ベーテル

五戸総合病院

岩手県立住田病院

東北医科薬科大学 若林病院

公立金木病院

岩手県立沼宮内病院

独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院

公立七戸病院

岩手県立千厩病院

みやぎ県南中核病院

弘前大学医学部附属病院

岩手県立大船渡病院

医療法人永仁会 永仁会病院

国保おいらせ病院

岩手県立大槌病院

医療法人海邦会 鹿島記念病院

国立療養所松丘保養園

岩手県立胆沢病院

医療法人吉田報恩会 春日療養園

黒石市国保黒石病院

岩手県立中央病院

医療法人金上仁友会 金上病院

財団法人 鷹揚郷腎研究所弘前病院

岩手県立中部病院

医療法人宏人会 木町病院

財団法人愛成会 弘前愛成会病院

岩手県立東和病院

医療法人財団弘慈会 石橋病院

財団法人仁和会 三沢中央病院

岩手県立南光病院

医療法人社団 仙石病院

財団法人双仁会 黒石厚生病院

岩手県立二戸病院

医療法人社団杏仁会 内科河原町病院

財団法人双仁会 青森厚生病院

岩手県立二戸病院附属九戸地域診療センター

医療法人社団健育会 石巻港湾病院

三戸町国民健康保険 三戸中央病院

岩手県立磐井病院

医療法人社団初心会 杜のホスピタル・あおば

三沢市立三沢病院

岩手県立療育センター

医療法人社団赤石会 赤石病院

自衛隊三沢病院

希望会 希望ケ丘病院

医療法人社団博亮会 野崎病院

自衛隊大湊病院

久慈恵愛病院

医療法人社団北杜会 船岡今野病院

室岡整形外科病院

公益財団法人 いわてリハビリテーションセンター

医療法人松田会 松田病院

社会福祉法人敬仁会 青森敬仁会病院

国民健康保険葛巻病院

医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院

社団法人慈恵会 青い森病院

国民健康保険藤沢町民病院

医療法人有恒会 こだまホスピタル

社団法人慈恵会 青森慈恵会病院

財団法人 総合花巻病院

貝山中央病院

社団法人青森精神医学研究附属 浅虫温泉病院

財団法人みちのく愛隣協会 東八幡平病院

丸森町国民健康保険丸森病院

十和田済誠会病院

財団法人岩手済生医会 中津川病院

宮城県立こども病院

十和田市立中央病院

三陸病院

宮城県立精神医療センター

須藤病院

社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院

宮城中央病院

青森県立あすなろ医療療育センター

社団医療法人 石川病院

宮城利府掖済会病院

イムス明理会仙台総合病院

古川グリーンヒルズ

女川町地域医療センター

青森県立つくしが丘病院

社団医療法人 栃内病院

栗原市立栗駒病院

青森県立はまなす医療療育センター

社団医療法人久仁会 内丸病院

栗原市立栗原中央病院

青森県立中央病院

社団医療法人啓愛会 美山病院

光ヶ丘スペルマン病院

青森市民病院

松園第一病院

光ヶ丘保養園

青森保険生活協同組合 生協さくら病院

松園第二病院

公立加美病院

総合リハビリ美保野病院

盛岡つなぎ温泉病院

公立刈田綜合病院

増田病院

盛岡観山荘病院

公立黒川病院

津軽保健生活協同組合 健生病院

盛岡市立病院

国家公務員共済組合連合会 東北公済病院

津軽保健生活協同組合 藤代健生病院

盛岡赤十字病院

国立療養所東北新生園

独立行政法人国立病院機構 弘前病院

盛岡南病院

財団法人 宮城厚生協会長町病院

独立行政法人国立病院機構 青森病院

盛岡友愛病院

財団法人 片倉病院

独立行政法人国立病院機構 八戸病院

西和賀町国民健康保険沢内病院

財団法人宮城厚生協会 古川民主病院

梅村病院

川久保病院

財団法人宮城厚生協会 泉病院

八戸市立市民病院

特定医療法人弘慈会 宮古第一病院

坂総合病院

八戸城北病院

特定医療法人社団清和会 奥州病院

三浦病院

八戸赤十字病院

独立行政法人国立病院機構 花巻病院

自衛隊仙台病院

芙蓉会病院

独立行政法人国立病院機構 釜石病院

社会医療法人康陽会 中嶋病院

平川市国保平川病院

独立行政法人国立病院機構 岩手病院

守病院

北部上北広域事務組合 公立野辺地病院

独立行政法人国立病院機構 盛岡病院

小島病院

栃内病院第二病院

松島病院

【岩手県】

八角病院

真壁病院

一般財団法人岩手済生医会 三田記念病院

八幡平市立病院

翠十字 杜都千愛病院

ひがしやま病院

美希病院

西仙台病院

みちのく療育園

平和台病院

石巻市立牡鹿病院

医療法人 遠山病院

宝陽病院

石巻市立病院

医療法人 西城病院

北リアス病院

石巻赤十字病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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仙塩総合病院
仙台厚生病院
仙台市立病院
仙台整形外科病院

秋田県厚生農業協同組合連合会
秋田厚生医療センター
秋田県厚生農業協同組合連合会
能代厚生医療センター

若宮病院
酒田市立酒田病院
順仁堂遊佐病院
小国町立病院

仙台赤十字病院

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

西川町立病院

仙台中央病院

秋田県立脳血管研究センター

朝日町立病院

仙台東脳神経外科病院

秋田赤十字病院

鶴岡協立病院

仙台富沢病院

秋田大学医学部附属病院

鶴岡市立荘内病院

仙南病院

小泉病院

鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院

泉ヶ丘クリニック富谷中央病院

清和病院

独立行政法人国立病院機構 山形病院

泉整形外科病院

大館市立扇田病院

独立行政法人国立病院機構 米沢病院

早坂愛生会病院

大館市立総合病院

白鷹町立病院

総合南東北病院

大曲厚生医療センター

米沢市立病院

大崎市民病院

大曲母子医院

北村山公立病院

大崎市民病院鳴子温泉分院

男鹿みなと市民病院

大友病院

中通リハビリテーション病院

【福島県】

地方独立行政法人 宮城県立がんセンター

島田病院

一般財団法人 脳神経疾患研究所附属南東北福島病院

登米市立佐沼病院

湯雄医師会病院

いわき市医療センター

登米市立米谷病院

藤原記念病院

木村眼科クリニック

東北医科薬科大学病院

独立行政法人国立病院機構 あきた病院

独立行政法人労働者健康安全機構 福島労災病院

東北大学病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 秋田病院

羽生歯科医院

独立行政法人国立病院機構 宮城病院

能代山本医師会病院

医療法人 佐原病院

独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター

能代南病院

医療法人 佐藤胃腸科外科病院

独立行政法人国立病院機構 仙台西多賀病院

飯川病院

医療法人 板倉病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院

平鹿総合病院

医療法人回生堂 しのぶ病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院

由利組合総合病院

医療法人敬仁会 中野病院

南三陸町 南三陸病院

由利本荘医師会病院

医療法人昨雲会 飯塚病院

南浜中央病院

雄勝中央病院

医療法人昨雲会 飯塚病院附属有隣病院

平成眼科病院

【山形県】

医療法人慈久会 谷病院

本吉町国民健康保険病院

山形県立こころの医療センター

医療法人慈繁会 付属土屋病院

齋藤病院

一般財団法人 三友堂病院

医療法人社団恵周会 白河病院

美里町立南郷病院

【秋田県】

医療法人三愛会 池田記念病院

医療法人ゆうし会 南さがえ病院

医療法人社団敬愛会 福島南循環器科病院

医療法人徳洲会 庄内余目病院

医療法人社団新生会 佐藤病院

JA秋田厚生連 北秋田市民病院

置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院

医療法人社団茶畑会 立谷病院

秋田厚生連 湖東厚生病院

医療法人 宮原病院

医療法人社団日新会 入澤病院

医療法人荘和会 菅原病院

医療法人 斎藤胃腸病院

医療法人松尾会 松尾病院

地方独立行政法人秋田県立療育機構

医療法人 舟山病院

医療法人泉心会 泉保養院

秋田県立医療療育センター
独立行政法人労働者健康安全機構 秋田労災病院

医療法人杏山会 吉川記念病院

医療法人創流会 朝日病院

医療法人横山厚生会 横山病院

医療法人辰星会 枡記念病院

医療法人 佐藤病院

医療法人敬愛会 尾花沢病院

医療法人辰星会 枡病院

医療法人あけぼの会 花園病院

医療法人健友会 本間病院

医療法人篤仁会 富士病院

医療法人運忠会 土崎病院

医療法人篠田好生会 篠田総合病院

医療法人博文会 いわき開成病院

医療法人楽山会 大湯リハビリ温泉病院

医療法人篠田好生会 千歳篠田病院

医療法人白寿会 福島中央病院

医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院

医療法人篠田好生会 天童温泉篠田病院

医療法人平心会 須賀川病院

医療法人恭和会 渡部病院

医療法人社団 みゆき会病院

医療法人明信会 今泉眼科病院

医療法人健永会 大館記念病院

医療法人社団 小白川至誠堂病院

医療法人明信会 今泉西病院

医療法人三愛会 秋田東病院

医療法人社団松拍会 至誠堂総合病院

医療法人明精会 会津西病院

医療法人春生会 大里病院

医療法人社団清水会 矢吹病院

一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院

医療法人松野敬愛会 能代病院

医療法人社団斗南会 秋野病院

一般財団法人慈山会 医学研究所付属坪井病院

医療法人仁恵会 佐藤病院

医療法人二本松会 かみのやま病院

栄央会 なこそ病院

医療法人正観会 御野場病院

医療法人二本松会 山形さくら町病院

奥羽大学歯学部附属病院

医療法人惇慧会 外旭川病院

寒河江市立病院

桑野協立病院

医療法人梅栄会 細谷病院

金山町立病院

公益財団法人 星総合病院

医療法人明和会 大曲中通病院

公立高畠病院

公立岩瀬病院

医療法人緑陽会 笠松病院

公立置賜長井病院

公立大学法人福島県立医科大学

医療法人和光会 秋田共立病院

最上町立最上病院

医療法人和成会 今井病院

財団法人 三友堂病院 三友堂リハビリセンター

公立藤田総合病院

加藤病院

財団法人 山形県成人病検査センター

高野病院

京病院

山形県立河北病院

財団法人 会田病院

公立米内沢総合病院

山形県立新庄病院

財団法人 桜ヶ丘病院

山王胃腸病院

山形県立中央病院

財団法人 星総合病院三春町立三春病院

市立横手病院

山形県立日本海病院

財団法人 星総合病院星ケ丘病院

市立角館総合病院

山形厚生病院

財団法人 大原綜合病院附属清水病院

市立秋田総合病院

山形市立病院済生館

財団法人 大原綜合病院附属大原医療センター

市立大森病院

山形大学医学部附属病院

財団法人 竹田綜合病院

市立田沢湖病院

山形徳洲会病院

財団法人 竹田綜合病院附属芦ノ牧温泉病院

社会医療法人青嵐会 本荘第一病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。

会津医療センター附属病院

社会医療法人公徳会 佐藤病院

財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院

財団法人ときわ会 常磐病院
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財団法人金森和心会 雲雀ケ丘病院

医療法人圭友会 山手病院

社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター

財団法人湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院

医療法人恵仁会 筑波中央病院

社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院

四倉病院

医療法人恒貴会 協和中央病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

鹿島厚生病院

医療法人江東会 存身堂病院

社会医療法人秀公会 あづま脳神経外科病院

医療法人浩成会 菅谷医院

茨城県水戸済生会総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部

社会福祉法人恩賜財団済生会 福島県済生会川俣病院

医療法人三尚会 高須病院

社団医療法人尚佑会 矢吹病院

医療法人慈愛会 秋葉産婦人科病院

社会福祉法人恩賜財団済生会常陸大宮済生会病院

茨城県龍ケ崎済生会病院

社団医療法人容雅会 中村病院

医療法人慈仁会 川崎病院

社会福祉法人白十字会 白十字総合病院

社団医療法人養生会 かしま病院

医療法人社団 いとう眼科

勝田病院

車田病院

医療法人社団 山縣病院

小豆畑病院

寿泉堂松南病院

医療法人社団 筑波東病院

城南病院

小名浜生協病院

医療法人社団 日鉱記念病院

神栖済生会病院

松村総合病院

医療法人社団協栄会 大久保病院

水戸赤十字病院

針生ケ丘病院

医療法人社団恵和会 湯原病院

清仁会病院

菅波病院

医療法人社団光仁会 総合守谷第一病院

西間木病院

西白河病院

医療法人社団耕潤会 ハートフルふじしろ病院

西山堂病院

大河内記念病院

医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院

誠潤会水戸病院

大方病院

医療法人社団青洲会 神立病院

青柳病院

猪苗代町立猪苗代病院

医療法人社団善仁会 小山記念病院

石岡市医師会病院

長橋病院

医療法人社団双愛会 つくば双愛病院

石渡産婦人科病院

長春館病院

医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院

石本病院

田口病院

医療法人社団土合会 渡辺病院

総合病院水戸協同病院

渡辺病院

医療法人社団八峰会 池田病院

総合病院土浦協同病院

東北病院

医療法人仁愛会 日立おおみか病院

総和中央病院

特別医療法人福島厚生会 福島第一病院

医療法人仁愛会 水海道厚生病院

村立東海病院

独立行政法人国立病院機構 いわき病院

医療法人清真会 丹野病院

袋田病院

独立行政法人国立病院機構 福島病院

医療法人精光会 みやざきホスピタル

大橋病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松病院

医療法人聖麗会 聖麗メモリアル病院

大見病院

南相馬市立小高病院

医療法人誠潤会 城北病院分院

大原神経科病院

南相馬市立総合病院

医療法人滝田会 丸山荘病院

筑波メディカルセンター病院

南東北春日リハビリテーション病院

医療法人藤慈会 藤井病院

筑波大学附属病院

白河厚生総合病院

医療法人惇慈会 日立港病院

筑波麓仁会 筑波学園病院

福島県厚生農業協同組合連合会 高田厚生病院

医療法人博郁会 椎名産婦人科

長田医院

福島県厚生農業協同組合連合会 坂下厚生総合病院

医療法人博仁会 志村大宮病院

東京医科大学茨城医療センター

福島県厚生農業協同組合連合会 塙厚生病院

医療法人美湖会 美浦中央病院

東取手病院

福島県総合療育センター

医療法人鳳香会 東前病院

特定医療法人財団古宿会 水戸中央病院

福島県太陽の国病院

医療法人明保会 江幡産婦人科・内科病院

独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター

福島県立医科大学附属病院

医療法人竜仁会 牛尾病院

独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター

福島県立宮下病院

茨城県厚生農業協同組合連合会土浦協同病院

日立梅ヶ丘病院

福島県立南会津病院

なめがた地域医療センター

平間病院

福島県立矢吹病院

茨城県立あすなろの郷病院

北茨城市立総合病院

福島寿光会病院

茨城県立こころの医療センター

野上歯科医院

福島整肢療護園

茨城県立こども病院

野上病院

福島西部病院

茨城県立医療大学付属病院

廣橋第一病院

福島赤十字病院

茨城県立中央病院地域がんセンター

北福島医療センター

茨城西南医療センター病院

【栃木県】

永井ひたちの森病院

JAかみつが厚生連 上都賀総合病院

【茨城県】

猿島厚生病院

あしかがの森足利病院

ＪＡとりで総合医療センター

横瀬医院

医療法人社団友志会 石橋総合病院

いちはら病院

下館病院

一般財団法人とりぎメディカルセンター

医療法人三星会 茨城リハビリテーション病院

回春荘病院

医療法人慶友会 守谷慶友病院

笠間市立病院

とちぎメディカルセンター診療所
とちぎメディカルセンター 下都賀総合病院

きぬ医師会病院

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

とちぎリハビリテーションセンター

さくらがわ地域医療センター

株式会社日立製作所 多賀総合病院

なす療育園

西部メディカルセンター

株式会社日立製作所 日立総合病院

医療法人さくら会 さくらのクリニック

とよさと病院

久慈茅根病院

医療法人恵会 皆藤病院

独立行政法人国立病院機構 茨城東病院

宮本病院

医療法人社団京愛会 黒磯病院

茎崎アオイ病院

医療法人社団恵心会 高根沢中央病院

胸部疾患・療育医療センター
伊藤歯科医院

軽部病院

医療法人社団公済会 いたむろクリニック

医療型障害児入所施設 水方苑

古河市古河福祉の森診療所

医療法人社団大衞会 比企病院

医療法人 ファミリー歯科医院

古河赤十字病院

医療法人秀明会 大澤台病院

医療法人 加瀬病院

高萩それいゆ病院

医療法人秋山会 両毛病院

医療法人 住吉クリニック病院

国家公務員共済組合連合会 水府病院

医療法人報徳会 宇都宮病院

医療法人 小沢眼科内科病院

根本眼科

医療法人明倫会 日光野口病院

医療法人愛正会 やすらぎの丘温泉病院

財団法人 鹿島病院

医療法人陽気会 とちの木病院

医療法人一誠会 川崎胃腸科肛門科病院

桜ケ丘クリニック

宇都宮新直井病院

医療法人一路会 太田病院

桜井病院

宇都宮第一病院

医療法人茨城愛心会 古河病院

三岳荘 小松崎病院

宇都宮東病院

医療法人寛正会 水海道さくら病院

志村病院

高野病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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国際医療福祉大学塩谷病院

みどり病院

生方医院

国際医療福祉大学病院

伊勢崎市民病院

西毛病院

黒須病院

伊勢崎福島病院

赤城高原ホスピタル

今井病院

医療法人 井上病院

赤城病院

佐藤病院

医療法人 小児科佐藤病院

前橋協立病院

佐野医師会病院

医療法人 新井胃腸科診療所

前橋赤十字病院

佐野厚生総合病院

医療法人 前橋北病院

前橋脳神経外科病院

佐野市民病院

医療法人 中央群馬脳神経外科病院

太田協立診療所

至誠会滝沢病院

医療法人パテラ会 月夜野病院

大和病院

自治医科大学附属病院

医療法人愛弘会 横田マタニティーホスピタル

田島病院

社会医療法人中山会 宇都宮記念病院

医療法人育生会 篠塚病院

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

社会医療法人博愛会 菅間記念病院

医療法人海宝会 海宝病院

独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人岸会 岸病院

独立行政法人国立病院機構 沼田病院

医療法人岩下会 岩下病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院

栃木県済生会宇都宮病院
重症心身障害児施設 星風会病院星風院

医療法人菊栄会 渋川中央病院

日新病院

小金井中央病院

医療法人群馬会 群馬病院

北毛病院

小山厚生病院

医療法人宏愛会 第一病院

綿貫病院

小山整形外科内科

医療法人恒和会 関口病院

野口病院

森病院

医療法人山口会 山口クリニック

利根中央病院

森病院

医療法人社団 ときざわレディスクリニック

両毛整肢療護園

真岡病院

医療法人社団三思会 くすの木病院

清和会 鹿沼病院

医療法人社団三思会 東邦病院

【埼玉県】

青木病院

医療法人社団全仁会 高木病院

医療法人春明会 みくに病院

川上病院

医療法人社団美心会 黒沢病院

一般社団法人巨樹の会 新久喜総合病院

前沢病院

医療法人社団醫光会 おうら病院

医療法人弘象会 東和病院

足利第一病院

医療法人社団醫光会 駒井病院

イムス富士見総合病院

足利中央病院

医療法人樹心会 角田病院

医療法人刀圭会 本川越病院

足利富士見台病院

医療法人信愛会 本多病院

こうのす共生病院

中野病院

医療法人誠和会 正田病院

さいたま市立病院

朝日病院

医療法人石井会 石井病院

さいたま赤十字病院

長﨑病院

医療法人赤城会 三枚橋病院

さくら記念病院

藤井脳神経外科病院

医療法人博仁会 第一病院

社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院

独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院

医療法人弥生会 吾妻さくら病院

社会医療法人埼玉医療福祉会

独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター

下仁田厚生病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院

館林記念病院

セントノア病院

栃木県医師会塩原温泉病院

館林厚生病院

並木病院

那須高原病院

希望の家療育病院

みずほ台病院

那須赤十字病院

希望館病院

愛生会 内科・婦人科・クリニック

那須中央病院

桐生厚生総合病院

医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院

那須脳神経外科病院

群馬県立がんセンター

医療法人 安東病院

南那須地区広域行政事務組合立 那須南病院

群馬県立小児医療センター

医療法人 笠幡病院

日光市民病院

群馬県立精神医療センター

医療法人 関越病院

日本赤十字社栃木県支部 足利赤十字病院

群馬循環器病院

医療法人 金子病院

飯田病院

県央病院

医療法人 今井病院

平成会 平尾産婦人科医院

原町赤十字病院

医療法人 埼玉成恵会病院

芳賀赤十字病院

光病院

医療法人 上武病院

鷲谷病院

公益社団法人群馬県医師会

獨協医科大学日光医療センター
獨協医科大学病院

群馬リハビリテーション病院
公益社団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院

丸木記念福祉メディカルセンター

医療法人 千葉外科病院
医療法人 大久保病院
医療法人 土屋小児病院

公立碓氷病院

医療法人 武蔵野総合病院

公立七日市病院

医療法人 蓮江病院

ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合 太田記念病院

公立藤岡総合病院

医療法人あかつき会 はとがや病院

医療法人財団明理会 イムス太田中央総合病院

公立富岡総合病院

医療法人ヘブロン会 大宮中央総合病院

医療法人相生会 わかば病院

国立大学法人 群馬大学医学部附属病院

医療法人愛和会 愛和病院

医療法人社団ほたか会 ほたか病院

国立療養所栗生楽泉園

医療法人一心会 伊奈病院

医療法人社団敬寿会 前橋城南病院

済恵会 須藤病院

医療法人一心会 蓮田一心会病院

医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院

財団法人大利根会 榛名病院

医療法人一成会 さいたま記念病院

医療法人鶴谷会 鶴谷病院

三省会堀江病院

医療法人永仁会 入間ハート病院

医療法人瑞穂会 介護老人保健施設みさと

産科婦人科舘出張 佐藤病院

医療法人菊一会 鶴ヶ島池ノ台病院

医療法人橘会 上之原病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人啓仁会 所沢ロイヤル病院

【群馬県】

医療法人慶仁会 城山病院
医療法人十薬会 上大類病院

群馬県済生会前橋病院

医療法人啓仁会 平成の森川島病院

渋川中央病院

医療法人啓仁会 平沢記念病院

医療法人積心会 富沢病院

昭和病院

医療法人健仁会 益子病院

財団法人脳血管研究所 美原記念病院

松井田病院

医療法人光仁会 春日部厚生病院

せせらぎ病院

沼田脳神経外科循環器科病院

医療法人光仁会 南部厚生病院

つつじメンタルホスピタル

上武呼吸器科内科病院

医療法人向英会 髙田整形外科病院

はるな生活協同組合 高崎中央病院

上牧温泉病院

医療法人好文会 あねとす病院

はんな・さわらび療育園

榛名荘病院

医療法人財団啓明会 中島病院

東前橋整形外科病院

清宮医院 山王リハビリテーション病院

医療法人財団健和会 みさと健和病院
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医療法人財団献心会 川越胃腸病院

岡病院

秩父市立病院

医療法人財団新生会 大宮共立病院

皆成病院

秩父生協病院

医療法人財団聖蹟会 埼玉県央病院

学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター

秩父第一病院

医療法人財団東京勤労者医療会 みさと協立病院

関東脳神経外科病院

秩父中央病院

医療法人財団明理会 埼玉セントラル病院

丸山記念総合病院

中川の郷療育センター

医療法人埼友会 埼友草加病院

岩槻中央病院

中村レディスクリニック

医療法人三信会 岸病院

岩槻南病院

朝霞厚生病院

医療法人至仁会 圏央所沢病院

久喜すずのき病院

朝霞病院

医療法人慈公会 公平病院

狭山厚生病院

坪田和光病院

医療法人社団愛友会 上尾中央第二病院

熊谷生協病院

東松山医師会病院

医療法人社団関心会 関本記念病院

恵愛病院

東松山市立市民病院

医療法人社団協友会

宏仁会小川病院

藤間病院

行田中央総合病院

独立行政法人国立病院機構 埼玉病院

医療法人社団協友会 東川口病院

高木病院

独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院

医療法人社団協友会 八潮中央総合病院

国民健康保険町立小鹿野中央病院

独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院

医療法人社団敬寿会 浅野胃腸病院

坂戸中央病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

彩の国東大宮メディカルセンター

医療法人社団厚生会 埼玉厚生病院

埼玉みさと総合リハビリテーション病院

医療法人社団康幸会 かわぐち心臓呼吸器病院

埼玉よりい病院

医療法人社団弘人会 中田病院

埼玉医科大学総合医療センター

医療法人社団秀栄会 所沢第一病院

埼玉医科大学病院

さいたま北部医療センター
独立行政法人地域医療機能推進機構
埼玉メディカルセンター
飯能老年病センター

医療法人社団庄和会 庄和中央病院

埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院

不動ヶ丘病院

医療法人社団松弘会 三愛病院

埼玉医療生活協同組合 皆野病院

武蔵台病院

医療法人社団清心会 至聖病院

埼玉県総合リハビリテーションセンター

武蔵嵐山病院

医療法人社団聖心会 十全病院

埼玉県立循環器・呼吸器病センター

武南病院

医療法人社団誠弘会 池袋病院

埼玉県立精神医療センター

武里病院

医療法人社団青葉会 狭山神経内科病院

埼玉県立嵐山郷

豊岡第一病院

医療法人社団全仁会 埼玉筑波病院

埼玉精神神経センター

防衛医科大学校病院

医療法人社団双愛会 大宮双愛病院

埼玉西協同病院

堀ノ内病院

医療法人社団草芳会 三芳野病院

埼玉脳神経外科病院

堀中病院

医療法人社団東光会

三浦病院

本強矢整形外科病院

三郷中央総合病院

本庄総合病院

医療法人社団東光会 戸田中央総合病院

山王クリニック

本庄福島病院

医療法人社団東光会 東所沢病院

市川胃腸科外科病院

明海大学歯学部付属明海大学病院

医療法人社団博翔会 桃泉園北本病院

指扇療養病院

蓮田病院

医療法人社団富家会 富家病院

自治医科大学附属さいたま医療センター

蕨市立病院

医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院

社会医療法人 さいたま市民医療センター

獨協医科大学埼玉医療センター

医療法人社団輔仁会 大宮厚生病院

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス

籠原病院

戸田中央リハビリテーション病院

医療法人社団明日佳 埼玉あすか松伏病院

東埼玉総合病院

医療法人社団明芳会 イムス三芳総合病院

社会医療法人埼玉医療福祉会 光の家療育センター

【千葉県】

医療法人社団明雄会 三芳の森病院

社会医療法人社団尚篤会 赤心堂病院

医療法人社団千寿雅会 長谷川病院

医療法人社団優慈会 佐々木病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

いすみ医療センター

医療法人社団和風会 所沢中央病院
医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院
医療法人尚寿会 あさひ病院
医療法人尚寿会 大生病院
医療法人昭友会 埼玉森林病院

埼玉県済生会栗橋病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会鴻巣病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会川口総合病院

医療法人徳洲会 成田富里徳洲会病院
オーケーエム会 オーククリニックフォーミズ病院
キッコーマン総合病院
しおさい歯科クリニック
タムス浦安病院

医療法人信猶会 菊地病院

社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院

東京歯科大学千葉歯科医療センター

医療法人信和会 三ケ島病院

寿康会病院

独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院

医療法人真正会 霞ヶ関南病院

秀和総合病院

松戸市立総合医療センター

医療法人親和会 鳳永病院

秋山レディースクリニック

安房地域医療センター

医療法人仁栄会 所沢緑ヶ丘病院

春日部市立病院

医療法人 グリーンエミネンス中村古峡記念病院

医療法人聖仁会 西部総合病院

春日部中央総合病院

医療法人 巻石堂病院

医療法人壮幸会 行田総合病院

順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

医療法人 三橋病院

医療法人刀水会 斎藤記念病院

所沢ハートセンター

医療法人 式場病院

医療法人藤仁会 藤村病院

所沢胃腸病院

医療法人 深町病院

医療法人同愛会 熊谷外科病院

小川赤十字病院

医療法人 鎗田病院

医療法人博仁会 共済病院

小林病院

医療法人社団福生会 斎藤労災病院

医療法人白翔会 浦和神経サナトリウム

松弘会 トワーム小江戸病院

医療法人沖縄徳洲会 四街道徳洲会病院

医療法人福寿会 埼玉回生病院

上尾中央総合病院

医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院

医療法人豊仁会 三井病院

城南中央病院

医療法人学而会 木村病院

医療法人堀川会 堀川病院

心の絆 蓮田よつば病院

医療法人京友会 京友会病院

医療法人明浩会 西大宮病院

新しらおか病院

医療法人光洋会 三芳病院

医療法人明晴会 西武入間病院

深谷赤十字病院

医療法人公明会 塩田病院

医療法人良仁会 桜ヶ丘病院

瀬戸病院

医療法人厚仁会 内田病院

医療法人壽鶴会 菅野病院

西川病院

医療法人弘仁会 板倉病院

医療法人壽鶴会 東武中央病院

静風荘病院

医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院

永井クリニック

川口さくら病院

医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院

越谷市立病院

川口工業総合病院

医療法人三紫会 小田病院

越谷誠和病院

草加市立病院

医療法人三省会 本多病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。

7/31

2021年3月現在
5964施設

医療安全情報提供医療機関一覧
医療法人三矢会 八街総合病院

医療法人社団保健会 谷津保健病院

医療法人思誠会 勝田台病院

医療法人社団睦会 いけだ病院

船橋市立医療センター

医療法人社団 嵐川大野中央病院

医療法人社団明敬会 重城病院

全日本民医連 東京勤労者医療会 東葛病院

医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院

医療法人社団弥生会

医療法人社団ときわ会 常盤平中央病院

旭神経内科リハビリテーション病院

船橋市立リハビリテーション病院

地方独立行政法人さんむ医療センター
地方独立行政法人総合病院 国保旭中央病院

医療法人社団ともみ会 高橋レディースクリニック

医療法人社団優仁会 鈴木神経科病院

帝京大学ちば総合医療センター

医療法人社団ますお会 第２北総病院

医療法人社団有相会 最成病院

島田台病院

医療法人社団ますお会 柏の葉北総病院

医療法人社団良知会 共立習志野台病院

東京ベイ・浦安市川医療センター

医療法人社団わかさ会 南八街病院

医療法人社団緑祐会 永野病院

東京歯科大学市川総合病院

医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院

医療法人社団和康会 三橋病院

東京慈恵会医科大学附属柏病院

医療法人社団葵会 千葉・柏たなか病院

医療法人浄光会 汐見丘病院

東京病院松飛台

医療法人社団葵会 千葉・柏リハビリテーション病院

医療法人新都市医療研究会君津会 玄々堂君津病院

東船橋病院

医療法人社団威風会 栗山中央病院

医療法人静和会 浅井病院

東邦大学医療センター佐倉病院

医療法人社団育誠會 北総栄病院

医療法人積仁会 島田総合病院

東陽病院

医療法人社団一条会 一条会病院

医療法人鉄蕉会 亀田リハビリテーション病院

独立行政法人 放射線医学総合研究所

医療法人社団一心会 初富保健病院

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

医療法人社団喜晴会 野田中央病院

医療法人同和会 千葉病院

重粒子医科学センター病院
独立行政法人国立病院機構 下志津病院

医療法人社団嬉泉会 大島記念嬉泉病院

医療法人南陽会 田村病院

独立行政法人国立病院機構 下総精神医療センター

医療法人社団貴志会 菅原病院

医療法人博正会 北条病院

独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター

医療法人社団菊田会 習志野第一病院

医療法人博道会 館山病院

独立行政法人国立病院機構 千葉東病院

医療法人社団吉祥会 加藤病院

医療法人柏葉会 柏戸病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 千葉病院

医療法人社団協友会 船橋総合病院

医療法人明星会 東条メンタルホスピタル

独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院

医療法人社団協友会 柏厚生総合病院

医療法人明星会 東条病院

南房総市立富山国保病院

医療法人社団鏡一会 鏡戸病院

医療法人友康会 行徳中央病院

日吉台病院

医療法人社団啓心会 岡田病院

一般財団法人銚子市医療公社 銚子市立病院

日本医科大学千葉北総病院

医療法人社団圭寿会 兒玉病院

一般社団法人巨樹の会 松戸リハビリテーション病院

日本大学松戸歯学部付属病院

医療法人社団圭春会 小張総合病院

稲毛病院

柏市立柏病院

医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院

我孫子つくし野病院

白金会 白金整形外科病院

医療法人社団健仁会 船橋北病院

我孫子東邦病院

平山病院

医療法人社団幸有会 記念病院

鋸南病院

平和台病院

医療法人社団康喜会 東葛辻仲病院

九十九里ホーム病院

保健会 東京湾岸リハビリテーション病院

医療法人社団江陽会 江陽台病院

君津中央病院

北総白井病院

医療法人社団三愛会 君塚病院

五香病院

岬病院

医療法人社団志仁会 薬丸病院

公立長生病院

医療法人社団紫雲会 千葉南病院

国際医療福祉大学市川病院

【東京都】

医療法人社団慈心会 青山病院

国保小見川総合病院

IMSグループ 医療法人財団明理会

医療法人社団慈優会 九十九里病院

国保匝瑳市民病院

医療法人社団寿光会 栗源病院

国保多古中央病院

医療法人社団周晴会 鈴木病院

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

NTT東日本関東病院

医療法人社団曙会 流山中央病院

国立研究開発法人

あきしま相互病院

医療法人社団上総会 山之内病院

国立国際医療研究センター国府台病院

東京腎泌尿器センター大和病院
JR東京総合病院

あきる台病院

医療法人社団心癒会 しのだの森ホスピタル

財団法人日産厚生会 佐倉厚生園

あけぼの病院

医療法人社団心和会 新八千代病院

財団法人復光会 総武病院

医療法人社団 石川記念会

医療法人社団心和会 八千代病院

山野病院

医療法人社団 亨洋会

医療法人社団真療会 野田病院

市川市リハビリテーション病院

医療法人社団緑野会 東京品川病院

医療法人社団親月会 千葉中央外科内科

自動車事故対策機構千葉療護センター

医療法人社団大和会 多摩川病院

医療法人社団成和会 山口病院

社会医療法人社団健脳会 千葉脳神経外科病院

いすゞ病院

医療法人社団清志会 山本病院

社会福祉法人恩賜財団済生会

医療法人社団清志会 大倉記念病院

千葉県済生会習志野病院

一般財団法人 慈愛病院
イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院

医療法人社団聖秀会 聖光ヶ丘病院

秋元病院

医療法人社団神徳会 芝公園かみやまクリニック

医療法人社団聖仁会 我孫子聖仁会病院

順天堂大学浦安病院

医療法人社団公人会 みむろウィメンズクリニック

医療法人社団誠馨会 セコメディック病院

小板橋病院

医療法人社団城南すこやか会

医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター

松戸市立福祉医療センター東松戸病院

医療法人社団誠馨会 総泉病院

成田赤十字病院

医療法人社団苑田会 花はたリハビリテーション病院

医療法人社団誠仁会 みはま病院

聖光会病院

医療法人社団容生会 ようせいクリニック

医療法人社団誠和会 長谷川病院

聖隷佐倉市民病院

医療法人社団レニア会 武谷ピニロピ記念

医療法人社団千葉いずみ会 泉中央病院

聖和会 天王台消化器病院

医療法人社団千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院

誠馨会 新東京病院

医療法人財団桜会 あだち共生病院

医療法人社団全生会 江戸川病院

千葉県こども病院

うえむらもときデンタルクリニック

医療法人社団創進会 みつわ台総合病院

千葉県勤労者医療協会千葉健生病院

クリニック ドゥ ランジェ

医療法人社団爽風会 佐々木病院

千葉県循環器病センター

クロス病院

医療法人社団琢心会 辰巳病院

千葉県精神科医療センター

コージ歯科

城南レディースクリニック品川

きよせの森コミュニティクリニック

医療法人社団天宣会 北柏リハビリ総合病院

千葉県千葉リハビリテーションセンター

サワイ病院

医療法人社団東光会 茂原中央病院

千葉県立佐原病院

社会医療法人社団慈生会 等潤病院

医療法人社団東明会 下総病院

千葉市立海浜病院

聖カタリナ病院

医療法人社団透光会 大栄病院

千葉市立青葉病院

東京国際大堀病院

医療法人社団普照会 井上記念病院

千葉西総合病院

特定医療法人社団東京明日佳 東京明日佳病院

医療法人社団芙蓉会 千葉芙蓉病院

千葉大学医学部附属病院

独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災病院

医療法人社団平静会 大村病院

千葉中央メディカルセンター

ふよう病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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医療法人社団永寿会 三鷹中央病院

みなみ野循環器病院

医療法人社団永生会 永生病院

医療法人社団瑞雲会 高田馬場病院
医療法人社団瑞心会 杉並リハビリテーション病院

明大前アートクリニック

医療法人社団悦伝会 目白第二病院

医療法人社団成守会 はせがわ病院

リハビリテーションエーデルワイス病院

医療法人社団苑田会 苑田会リハビリテーション病院

医療法人社団成和会 西新井病院

愛里病院

医療法人社団苑田会 苑田第二病院

医療法人社団正風会 小林病院

綾瀬循環器病院

医療法人社団雅会 山本病院

医療法人社団清愛会 七生病院

杏林大学医学部付属病院

医療法人社団樺島会 樺島病院

医療法人社団清湘会 清湘会記念病院

医療法人 松井病院

医療法人社団喜平会 奥島病院

医療法人社団清伸会 高尾厚生病院

医療法人 内藤病院

医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院

医療法人社団清新会 東府中病院

医療法人永寿会 恩方病院

医療法人社団京浜会 京浜病院

医療法人社団清智会 清智会記念病院

医療法人永寿会 陵北病院

医療法人社団京浜会 新京浜病院

医療法人社団誠志会 誠志会病院

医療法人啓仁会 吉祥寺南病院

医療法人社団共済会 共済会櫻井病院

医療法人社団青雲会 北野台病院

医療法人財団 荻窪病院

医療法人社団暁慶会 はらメディカルクリニック

医療法人社団青葉会 一橋病院

医療法人財団 寿康会病院

医療法人社団玉栄会 東京天使病院

医療法人社団青葉会

医療法人財団 織本病院

医療法人社団桐光会 調布病院

医療法人財団 神尾記念病院

医療法人社団欣助会 吉祥寺病院

医療法人社団青葉会 世田谷神経内科病院

医療法人財団 川野病院

医療法人社団薫風会 山田病院

医療法人社団静恒会 本多病院

医療法人財団 大橋病院

医療法人社団恵友会 三恵病院

医療法人社団静山会 清川病院

医療法人財団 富士病院

医療法人社団恵和会 赤羽岩渕病院

医療法人社団石仁会 白石病院

小平中央リハビリテーション病院

医療法人財団 立川中央病院

医療法人社団慶成会 よみうりランド慶友病院

医療法人社団創生会 町田病院

医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生病院

医療法人社団慶泉会 町田慶泉病院

医療法人社団爽玄会 碑文谷病院

医療法人財団岩尾会 東京海道病院

医療法人社団敬智会 梶原病院

医療法人社団総風会 江戸川共済病院

医療法人財団岩尾会 東京青梅病院

医療法人社団健育会 石川島記念病院

医療法人社団大隅会 森本病院

医療法人財団興和会 右田病院

医療法人社団健育会 竹川病院

医療法人社団大慈会 慈秀病院

医療法人財団敬寿会 相武病院

医療法人社団研精会 山田病院

医療法人社団大成会 長汐病院

医療法人財団健康文化会 小豆沢病院

医療法人社団五十鈴会 坂本病院

医療法人社団大坪会 三軒茶屋病院

医療法人財団健貢会 総合東京病院

医療法人社団五葉会 ファウンズ産婦人科病院

医療法人社団大坪会 東和病院

医療法人財団健和会 柳原病院

医療法人社団厚潤会 花輪病院

医療法人社団大日会 小金井太陽病院

医療法人財団謙仁会 亀有病院

医療法人社団向日葵会 まつしま産婦人科小児科病院

医療法人社団大日会 太陽こども病院

医療法人財団厚生会 古川橋病院

医療法人社団幸悠会 鈴木慈光病院

医療法人社団潮友会 うしお病院

医療法人財団厚生協会 東京足立病院

医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院

医療法人社団直和会 平成立石病院

医療法人財団佐花会 大井中央病院

医療法人社団広恵会 春山記念病院

医療法人社団津端会 京葉病院

医療法人財団朔望会 常盤台外科病院

医療法人社団康明会 日野田中病院

医療法人社団鶴永会 鶴が丘病院

医療法人財団慈生会 野村病院

医療法人社団済安堂 井上眼科病院

医療法人社団鉄友会 柳町病院

医療法人財団仁医会 牧田総合病院

医療法人社団済安堂 西葛西・井上眼科病院

医療法人社団天紀会 こころのホスピタル町田

医療法人財団赤光会 斎藤病院

医療法人社団崎陽会 日の出ヶ丘病院

医療法人社団田島厚生会 舟渡病院

医療法人財団荘敬会 井上病院

医療法人社団三医会 鶴川厚生病院

医療法人社団東京愛成会 高月病院

医療法人財団中島記念会 大森山王病院

医療法人社団三秀会 羽村三慶病院

医療法人社団東京朝日会 あさひ病院

医療法人財団同潤会 富士見病院

医療法人社団三秀会 青梅三慶病院

医療法人社団東光会 西東京中央総合病院

医療法人財団南葛勤医協 芝病院

医療法人社団三成会 前田病院

医療法人社団同善会 同善病院

医療法人財団日扇会 第一病院

医療法人社団三奉会 井上病院

医療法人社団徳成会 八王子山王病院

医療法人財団美生会 小金井病院

医療法人社団慈光会 八木病院

医療法人社団徳静会 横畠外科胃腸科病院

医療法人財団保養会 竹丘病院

医療法人社団慈誠会 慈誠会記念病院

医療法人社団日岩会 下井病院

医療法人財団明理会 鶴川サナトリウム病院

医療法人社団慈誠会 成増病院

医療法人社団日心会 総合病院一心病院

医療法人財団明理会 明理会中央総合病院

医療法人社団慈誠会 前野病院

医療法人社団博栄会 浮間中央病院

医療法人財団利定会 大久野病院

医療法人社団慈誠会 東武練馬中央病院

医療法人社団博鳳会 敬愛病院

医療法人財団良心会 青梅成木台病院

医療法人社団慈誠会 徳丸リハビリテーション病院

医療法人社団美誠会 足立北病院

医療法人財団緑雲会 多摩病院

医療法人社団慈誠会 茲誠会若木原病院

医療法人社団美誠会 荒川病院

医療法人財団緑秀会 田無病院

医療法人社団寿廣記念会 岸病院

医療法人社団福仁会 小松川病院

医療法人社団 すずき病院

医療法人社団修世会 木場病院

医療法人社団文寿会 福原病院

医療法人社団 伊藤病院

医療法人社団秀輝会 目蒲病院

医療法人社団峰至会 西原病院

医療法人社団 叡宥会安田病院

医療法人社団秀仁会 櫻井病院

医療法人社団豊寿会 熊川病院

医療法人社団 関川会関川病院

医療法人社団俊和会 寺田病院

医療法人社団明若会 高島平中央総合病院

医療法人社団 金地病院

医療法人社団潤恵会 敬仁病院

医療法人社団明生会 セントラル病院

医療法人社団 高山整形外科病院

医療法人社団純正会 東大泉病院

医療法人社団明芳会 イムス葛飾ハートセンター

医療法人社団 慈英会病院

医療法人社団純正会 八王子北部病院

医療法人社団明芳会

医療法人社団 竹口病院

医療法人社団順江会 江東病院

医療法人社団 渡辺病院

医療法人社団昌医会 葛西昌医会病院

医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院

医療法人社団 藤﨑病院

医療法人社団昭愛会 水野病院

医療法人社団明和会 西八王子病院

医療法人社団 墨田中央病院

医療法人社団松和会 池上総合病院

医療法人社団佑和会 木村病院

医療法人社団アート会 キネマアートクリニック

医療法人社団埴原会 赤羽病院

医療法人社団有仁会 阿部病院

医療法人社団おきの会 旗の台脳神経外科病院

医療法人社団新新会 多摩あおば病院

医療法人社団雄心会 山﨑病院

医療法人社団オリンピア会 オリンピア眼科病院

医療法人社団森山医会 森山記念病院

医療法人社団遼山会 関町病院

医療法人社団向日葵清心会 青梅今井病院

医療法人社団真清会 東京北部病院

医療法人社団玲瓏会 金町中央病院

医療法人社団ユメイン 野崎クリニック

医療法人社団親和会 野猿峠脳神経外科病院

医療法人社団菫会 目黒病院

医療法人社団杏順会 越川病院

医療法人社団仁圭会 林外科病院

医療法人清恵会 篠原病院

イムス板橋リハビリテーション病院

医療法人社団医善会 いずみ記念病院

医療法人社団仁成会 高木病院

医療法人青峰会 くじらホスピタル

医療法人社団一秀会 葛飾橋病院

医療法人社団仁生堂 大村病院

医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院

医療法人社団一陽会 陽和病院

医療法人社団仁泉会 としま昭和病院

医療法人伯鳳会 東京曳舟病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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医療法人柏堤会 奥沢病院

財団法人東京都保健医療公社 大久保病院

大内病院

一般財団法人 精神医学研究所附属東京武蔵野病院

財団法人東京都保健医療公社 東部地域病院

滝山病院

一般財団法人聖路加国際メディカルセンター

財団法人日産厚生会 玉川病院

池下レディースクリニック吉祥寺

聖路加国際病院

財団法人平和協会 駒沢病院

竹内病院

一般社団法人衛生文化協会 城西病院

桜ヶ丘記念病院

中野江古田病院

一般社団法人至誠会 第二病院

三ノ輪病院

町田胃腸病院

稲城市立病院

三軒茶屋第2病院

町田市民病院

宇都宮レディースクリニック

山口病院

長尽会 長久保病院

苑田会 苑田会人工関節センター病院

慈誠会 浮間舟渡病院

帝京大学医学部附属病院

苑田第一病院

自衛隊中央病院

田園都市レディースクリニック二子玉川

苑田第三病院

社会医療法人一成会 木村病院

都立大塚病院

王子生協病院

社会医療法人河北医療財団

東京医科歯科大学医学部附属病院

回心堂病院
学校法人北里研究所 北里大学北里研究所病院

河北リハビリテーション病院
社会医療法人河北医療財団 河北総合病院

東京医科歯科大学歯学部附属病院
東京医科大学八王子医療センター

葛飾赤十字産院

社会医療法人財団大和会 東大和病院

東京医科大学病院

岩井整形外科内科病院

社会医療法人財団大和会 武蔵村山病院

東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院

岩倉病院

社会医療法人社団健生会 立川相互病院

東京警察病院

嬉泉病院

社会医療法人社団正志会 南町田病院

東京健生病院

吉祥寺あさひ病院

社会福祉法人 三井記念病院

東京歯科大学水道橋病院

吉方病院

社会福祉法人 仁生社江戸川病院

東京慈恵会医科大学附属病院

久米川病院

社会福祉法人あそか会 あそか病院

東京女子医科大学東医療センター

久留米ヶ丘病院

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会 昭島病院

東京女子医科大学病院

宮内庁病院

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

東京多摩病院

救世軍ブース記念病院

総合母子保健センター 愛育病院

東京大学医科学研究所附属病院

救世軍清瀬病院

社会福祉法人康和会 久我山病院

東京大学医学部附属病院

巨樹の会 小金井リハビリテーション病院

社会福祉法人賛育会 賛育会病院

東京逓信病院

駒木野病院

社会福祉法人慈生会 ベトレヘムの園病院

東京都リハビリテーション病院

恵仁会 ３６６リハビリテーション病院

社会福祉法人上宮会 清瀬上宮病院

東京都健康長寿医療センター

慶愛クリニック

社会福祉法人上智社会事業団 上智厚生病院

東京都国民健康保険団体連合会 南多摩病院

慶應義塾大学病院

社会福祉法人新栄会 滝野川病院

東京都済生会 向島病院

古畑病院

社会福祉法人聖ヨハネ会 桜町病院

東京都済生会 中央病院

五の橋レディスクリニック

社会福祉法人鶴風会 東京小児療育病院

東京都立 多摩総合医療センター

光仁会第一病院

社会福祉法人白十字会 東京白十字病院

東京都立広尾病院

公益財団法人 河野臨床医学研究所

社会福祉法人黎明会 南台病院

東京都立神経病院

附属第三北品川病院
公益財団法人 東京都保健医療公社 豊島病院

社団法人東京都教職員互助会 三楽病院

東京都立多摩総合精神保健福祉センター

秋葉原ARTClinic

東京都立東大和療育センター

公益財団法人がん研究会 有明病院

順天堂大学医学部附属順天堂医院

東京都立北療育医療センター

公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院

順天堂大学医学部附属練馬病院

東都文京病院

公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター

勝楽堂病院

東邦大学医療センター大橋病院

公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院

小児総合医療センター

東邦大学医療センター大森病院

公立阿伎留医療センター

小澤病院

同愛記念病院

公立学校共済組合 関東中央病院

昭和大学江東豊洲病院

特別医療法人社団愛有会 三愛病院

公立昭和病院

昭和大学歯科病院

特別医療法人社団時正会 佐々総合病院

公立福生病院

昭和大学病院

独立行政法人国立病院機構 災害医療センター

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院

昭和大学病院附属東病院

独立行政法人国立病院機構 村山医療センター

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

松江病院

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院

上野睡眠クリニック

独立行政法人国立病院機構 東京病院

国家公務員共済組合連合会 立川病院

常盤台病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

国家公務員共済組合連合会総合病院 三宿病院

新宿富澤耳鼻咽喉科

ＪＣＨＯ 東京新宿メディカルセンター

国際医療福祉大学三田病院

新小岩クリニック船堀

独立行政法人地域医療機能推進機構

国民健康保険町立 八丈病院

深川立川病院

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院

神田ウィメンズクリニック

独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院

仁寿会 中村病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター

世田谷井上病院

国立研究開発法人

世田谷中央病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院

国立精神・神経医療研究センター病院

東京蒲田医療センター

東京山手メディカルセンター

清瀬富士見病院

二本松眼科病院

国立療養所多磨全生園

聖ケ丘病院

日本医科大学多摩永山病院

黒田病院

西砂川病院

日本医科大学付属病院

佐々木研究所附属杏雲堂病院

青梅慶友病院

日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院

財団法人 井之頭病院

青梅市立総合病院

日本歯科大学附属病院

財団法人 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院

青葉病院

日本赤十字社 医療センター

財団法人ライフ・エクステンション研究所附属

赤羽中央総合病院

日本赤十字社 東京都支部 大森赤十字病院

赤羽東口病院

日本大学医学部附属板橋病院

財団法人愛世会 愛誠病院

扇大橋病院

日本大学歯学部付属歯科病院

財団法人愛生会 厚生荘病院

浅草寺病院

日野市立病院

財団法人高尾保養院 東京高尾病院

総合病院 厚生中央病院

博慈会 記念総合病院

財団法人仁和会 総合病院

多摩済生病院

八王子恵愛病院

財団法人天誠会 武蔵境病院

大泉生協病院

八王子消化器病院

財団法人東京都保健医療公社 多摩南部地域病院

大田病院

八王子保健生活協同組合 城山病院

永寿総合病院
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美誠会 板橋宮本病院

医療法人五星会 菊名記念病院

府中恵仁会病院

医療法人弘徳会 愛光病院

医療法人誠医会 宮川病院
医療法人相愛会 相愛病院

武蔵境いわもと婦人科クリニック

医療法人財団愛慈会 相和病院

医療法人長谷川会 湘南ホスピタル

武蔵野赤十字病院

医療法人財団慈啓会 大口東総合病院

医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院

武蔵野中央病院

医療法人財団石心会 川崎幸病院

医療法人徳洲会 大和徳洲会病院

武蔵野陽和会病院

医療法人財団報徳会 西湘病院

医療法人博慈会 青葉さわい病院

武蔵野療園病院

医療法人財団明理会 相原病院

医療法人博生会 本牧病院

複十字病院

医療法人財団明理会 東戸塚記念病院

医療法人明和会 亀田病院

平塚胃腸病院

医療法人産育会 堀病院

医療法人陽風会 高台病院

碧水会長谷川病院

医療法人社団 さがみ野中央病院

医療法人養生院 清川病院

保谷厚生病院

医療法人社団 ハートフル川崎病院

横須賀市立うわまち病院

峯レディースクリニック

医療法人社団 片山整形外科記念病院

横須賀市立市民病院

北原リハビリテーション病院

医療法人社団 有馬病院

横浜ほうゆう病院

北多摩病院

医療法人社団葵会 AOI湖l北病院

横浜市立みなと赤十字病院

北部セントラル病院

医療法人社団ジャパンメディカルアライアンス海老名

横浜市立市民病院

堀切中央病院

総合病院附属海老名メディカルサポートセンター

横浜市立大学附属病院

本田病院

医療法人社団のう救会 脳神経外科東横浜病院

横浜相原病院

明生会 セントラル病院松濤

医療法人社団愛成会 京浜総合病院

横浜田園都市病院

柳原リハビリテーション病院

医療法人社団葵会 ＡＯＩ国際病院

横浜東邦病院

友愛病院

医療法人社団育成会 鹿島田病院

横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第１病院

立正佼成会附属佼成病院

医療法人社団協友会

横浜療育医療センター

立川ARTレディースクリニック

横浜なみきリハビリテーション病院

横浜甦生病院

緑成会整育園

医療法人社団恵生会 上白根病院

柿生記念病院

緑成会病院

医療法人社団恵生会 竹山病院

学校法人北里研究所 北里大学病院

六本木レディースクリニック

医療法人社団慶神会 武田病院

茅ヶ崎市立病院

【神奈川県】

医療法人社団慶友会 第一病院

関東労災病院

医療法人社団景翠会 金沢病院

丘整形外科病院

CMポートクリニック

医療法人社団康心会 茅ケ崎新北陵病院

金沢文庫病院

JA神奈川県厚生連 相模原協同病院

医療法人社団晃進会 たま日吉台病院

虎の門病院 分院

あおぞらクリニック

医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院

公立大学法人 横浜市立大学附属

あさひの丘病院

医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院

医療法人社団明芳会 横浜宮崎脳神経外科病院

医療法人社団三思会 東名厚木病院

厚木市立病院

医療法人光陽会 磯子中央病院

医療法人社団若葉会 つづき病院

広瀬病院

小田原レディスクリニック

医療法人社団若林会 湘南中央病院

恒春会馬嶋病院

株式会社日立製作所 日立横浜病院

医療法人社団昌栄会 相武台病院

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

クローバーホスピタル

医療法人社団昌栄会 相模大野病院

国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院

コンフォート病院

医療法人社団松翠会 グリーンパーク歯科

佐々木病院

市民総合医療センター

さがみ生協病院

医療法人社団湘南健友会 長岡病院

財団法人 鎌倉病院

社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス

医療法人社団神愛会 宮澤病院

財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院

座間総合病院
済生会若草病院

医療法人社団仁恵会 黒河内病院

財団法人積善会 日向台病院

医療法人社団水野会 平塚十全病院

財団法人明徳会 清水ヶ丘病院

済生会東神奈川リハビリテーション病院

医療法人社団成仁会 長田病院

三浦市立病院

特定医療法人研精会 箱根リハビリテーション病院

医療法人社団正慶会 栗田病院

三成会 新百合ケ丘総合病院

独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院

医療法人社団清伸会 ふじの温泉病院

山本記念病院

ピースハウス病院

医療法人社団清風会 富士見台病院

慈誠会病院

藤誠会 佐藤病院

医療法人社団清惠会 田村外科病院

自衛隊横須賀病院

みなとみらい夢クリニック

医療法人社団聖ルカ会 パシフィックホスピタル

汐田総合病院

みなみ湘南医院

医療法人社団青葉会 牧野記念病院

社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス

安藤整形外科病院

医療法人社団善仁会 横浜第一病院

医療生協かながわ生活協同組合 戸塚病院

医療法人社団総生会 麻生リハビリ総合病院

社会福祉法人恩賜財団済生会 神奈川県病院

医療法人 関東病院

医療法人社団総生会 麻生総合病院

社会福祉法人恩賜財団済生会 平塚病院

医療法人 佐藤病院

医療法人社団増田厚生会 清川遠寿病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人 小林病院

医療法人社団則天会 逗子病院

医療法人 丹沢病院

医療法人社団藤和会 厚木佐藤病院

医療法人社団正史会 大和病院

医療法人社団博奉会 相模ケ丘病院

医療法人すこやか 高田中央病院

医療法人社団柏信会 青木病院

海老名総合病院

神奈川県済生会横浜市東部病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会横浜市南部病院
社会福祉法人十愛療育会 横浜医療福祉センター港南

医療法人愛育会 愛育病院

医療法人社団芳洋会 横浜いずみ台病院

社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院

医療法人愛仁会 太田総合病院

医療法人社団望星会 鶴見西口病院

社会福祉法人聖テレジア会

医療法人愛生会 有馬病院

医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院

医療法人杏林会 八木病院

医療法人社団明芳会 江田記念病院

鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院
社会福祉法人相模更生会 総合相模更生病院

医療法人育仁会 小田切病院

医療法人社団明芳会 北小田原病院

社会福祉法人中川徳生会 市ヶ尾カリヨン病院

医療法人永光会 相模原クリニック

医療法人社団養心会 鶴見西井病院

社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院

医療法人横浜柏堤会 戸塚共立第2病院

医療法人社団緑成会 横浜総合病院

宗教法人 寒川神社寒川病院

医療法人沖縄徳洲会 湘南厚木病院

医療法人社団哺育会 さがみリハビリテーション病院

宗教法人 野村病院

医療法人温知会 間中病院

医療法人順正会 横浜鶴ケ峰病院

住友重機械健康保険組合 浦賀病院

医療法人回生会 ふれあい横浜ホスピタル

医療法人湘和会 湘南記念病院

十愛病院

医療法人恵仁会 松島病院

医療法人仁愛会 近藤病院

小松会病院

医療法人健生会 朝倉病院

医療法人尽誠会 山近記念総合病院

小田原市立病院

医療法人研水会 平塚病院

医療法人正和会 日野病院

昭和大学横浜市北部病院
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昭和大学藤が丘病院
湘南さくら病院

独立行政法人地域医療機能推進機構
横浜保土ケ谷中央病院

新潟県立リウマチセンター
新潟県立吉田病院

湘南鎌倉総合病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院

新潟県立坂町病院

湘南泉病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 湯河原病院

新潟県立十日町病院

湘南東部総合病院

南大和病院

新潟県立精神医療センター

常盤台病院

日本医科大学武蔵小杉病院

新潟県労働衛生医学協会

新横浜母と子の病院

日本医療伝道会衣笠病院

新中川病院

日本鋼管病院

岩室リハビリテーション病院
新潟厚生連 羽茂病院

森下記念病院

柏堤会 戸塚共立リハビリテーション病院

新潟市民病院

神奈川リハビリテーション病院

福寿会 愛川北部病院

新潟大学医歯学総合病院

神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院

平塚市民病院

新潟南病院

神奈川県立循環器呼吸器病センター

平和病院

新潟脳外科病院

神奈川県立足柄上病院

梨本病院

新潟臨港病院

神奈川歯科大学附属病院

緑協和病院

水原郷病院

秦野赤十字病院

渕野辺総合病院

川室記念病院

聖テレジア会 小さき花の園

【新潟県】

大島病院

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

JA新潟厚生連 小千谷総合病院

竹山病院

聖マリアンナ医科大学東横病院

一般財団法人魚沼市医療公社 魚沼市立小出病院

竹内病院

聖マリアンナ医科大学病院

医療法人社団 真仁会 五泉中央病院

町立津南病院

聖隷横浜病院

かもしか病院

町立湯沢病院

西横浜国際総合病院

独立行政法人労働者健康安全機構 新潟労災病院

長岡西病院

積愛会 横浜舞岡病院

新潟県立燕労災病院

長岡赤十字病院

赤枝病院

ほんだ病院

長岡中央綜合病院

川崎医療生活協同組合 川崎協同病院

医療法人 知命堂病院

椿田病院

川崎市立井田病院

医療法人社団仁和会 聖園病院

田宮病院

川崎市立川崎病院

医療法人社団白美会 白根大通病院

独立行政法人国立病院機構 さいがた医療センター

川崎市立多摩病院

医療法人潤生会 阿賀野病院

独立行政法人国立病院機構 新潟病院

川崎田園都市病院

医療法人新光会 村上記念病院

独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院

相州病院

医療法人仁愛会 新潟中央病院

栃尾郷病院

相模原協同病院

医療法人徳洲会 山北徳洲会病院

南魚沼市立ゆきぐに大和病院

相模原赤十字病院

医療法人立川メディカルセンター 立川綜合病院

南魚沼市立城内診療所

相模原中央病院

一般財団法人魚沼市医療公社

仁輪会くず葉台病院

相模原南病院

総合リハビリテーションセンター・みどり病院

魚沼市国民保険堀之内医療センター

南部郷厚生病院
日本歯科大学医科病院

相模原療育園

下越病院

日本歯科大学新潟病院

相模台病院

潟東けやき病院

猫山宮尾病院

総合高津中央病院

亀田第一病院

白根緑ヶ丘病院

総合新川橋病院

吉田病院

豊浦病院

総合病院聖ヨゼフ病院

県立加茂病院

豊栄病院

大船中央病院

県立柿崎病院

末広橋病院

大倉山記念病院

県立松代病院

木戸病院

大内病院

県立新発田病院

有田病院

大和市立病院

県立中央病院

立川メディカルセンター悠遊健康村病院

大和成和病院

見附市立病院
国麓会麓病院

【富山県】

黒埼病院

あおい病院

黒川病院

あさなぎ病院

佐潟荘

医療法人社団秀林会 吉見病院

中央林間病院

佐渡市立両津病院

医療法人社団藤聖会 富山西総合病院

中島中央クリニック

斎藤記念病院

かみいち総合病院

鶴見大学歯学部附属病院

三交病院

グリーンヒルズ若草病院

田園都市レディースクリニック

三条総合病院

サンバリー福岡病院

東海大学医学部付属大磯病院

三島病院

つざわ津田病院

東海大学医学部附属病院

三之町病院

となみ三輪病院

東戸塚ホスピタル

糸魚川総合病院

独立行政法人労働者健康安全機構 富山労災病院

東芝林間病院

社会医療法人桑名恵風会 桑名病院

ふくの若葉病院

湯河原胃腸病院

社会医療法人新潟臨港保健会 新潟万代病院

医療法人 光ケ丘病院

藤沢御所見病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

地方独立行政法人神奈川県立病院機構
神奈川県立こども医療センター
地方独立行政法人神奈川県立病院機構
神奈川県立精神医療センター

藤沢市民病院

新潟県済生会新潟第二病院

医療法人 太閤山病院
医療法人 北聖病院

藤沢病院

小千谷さくら

医療法人財団恵仁会 藤木病院

徳田病院

信楽園病院

医療法人財団正友会 中村記念病院

特定医療法人沖縄徳洲会 葉山ハートセンター

新潟リハビリテーション病院

医療法人財団博仁会 横田病院

特定医療法人仁厚会 仁厚会病院

新潟県はまぐみ小児療育センター

医療法人社団基伸会 栗山病院

独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター

新潟県厚生農業協同組合連合会 けいなん総合病院

医療法人社団桑山会 丹保病院

独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター

新潟県厚生農業協同組合連合会 中条病院

医療法人社団功連会 南富山中川病院

独立行政法人国立病院機構 神奈川病院

新潟県厚生連 上越総合病院

医療法人社団秋桜 丸川病院

独立行政法人国立病院機構 相模原病院

新潟県済生会三条病院

医療法人社団城南会 富山城南温泉病院

独立行政法人国立病院機構 箱根病院

新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院

医療法人社団整志会 沢田記念高岡整志会病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院

新潟県立がんセンター新潟病院

医療法人社団正啓会 成和病院
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医療法人社団藤聖会 八尾総合病院

医療法人社団浅ノ川 千木病院

つくし野病院

医療法人社団白雲会 呉陽病院

医療法人社団田谷会 田谷泌尿器科医院

レイクヒルズ美方病院

医療法人社団緑心会 砺波サナトリウム福井病院

医療法人社団東野会 東野病院

阿部病院

医療法人和敬会 谷野呉山病院

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院

安土病院

岡田産科婦人科病院

医療法人平成会 向クリニック

医療法人 たけとう病院

温泉リハビリテーションいま泉病院

医療法人明仁会 かないわ病院

医療法人 駅東整形外科

吉田内科小児科

岡部病院

医療法人 敦賀温泉病院

金沢医科大学氷見市民病院

岡本病院

医療法人 福井愛育病院

公立学校共済組合 北陸中央病院

加藤病院

医療法人 林病院

公立南砺中央病院

額内科クリニック

医療法人慈豊会 田中病院

厚生連 滑川病院

久藤総合病院

医療法人若永会 田中病院

高岡みなみ病院

金沢医科大学病院

医療法人初生会 福井中央クリニック

高岡市民病院

金沢市立病院

医療法人積善会 猪原病院

黒部温泉病院

金沢聖霊総合病院

医療法人福泉会 福井温泉病院

黒部市民病院

金沢西病院

宮崎病院

坂本記念病院

金沢赤十字病院

光陽生協病院

桜井病院

金沢大学附属病院

公立丹南病院

三輪病院

金沢有松病院

広瀬病院

射水市民病院

恵愛会松南病院

広瀬病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

恵愛病院

高野病院

恵寿総合病院

財団医療法人 中村病院

小矢部大家病院

結城病院

財団法人 今立中央病院

常願寺病院

公立つるぎ病院

財団法人 松原病院

杉野脳神経外科病院

公立宇出津総合病院

財団法人 新田塚医療福祉センター 福井総合病院

西能みなみ病院

公立羽咋病院

坂井市立三国病院

誠友病院

公立穴水総合病院

鯖江リハビリテーション病院

太田病院

公立松任石川中央病院

市立敦賀病院

大島くるみ病院

公立能登総合病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

池田リハビリテーション病院

国民健康保険小松市民病院

長谷川病院

国民健康保険能美市立病院

小林病院

藤の木病院

市立輪島病院

杉田玄白記念公立小浜病院

特定医療法人財団五省会 西能病院

社会医療法人財団菫仙会 恵寿金沢病院

清翔会尾崎病院

特定医療法人七徳会 魚津病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

西ウイミンズクリニック

富山県済生会高岡病院

独立行政法人国立病院機構 富山病院

石川県済生会金沢病院

福井県福井県済生会病院

斉藤病院

独立行政法人国立病院機構 北陸病院

社団法人石川勤労医療協会 寺井病院

川口小児科病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院

珠洲市総合病院

大滝病院

南砺市民病院

勝木医院

池端病院

萩野病院

松原病院

嶋田病院

姫野病院

上荒屋クリニック

藤田神経内科病院

不二越病院

心臓血管センター 金沢循環器病院

独立行政法人国立病院機構 あわら病院

富山医療生活協同組合 富山協立病院

新村病院

独立行政法人国立病院機構 敦賀医療センター

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院

整形外科米澤病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 若狭高浜病院

富山県済生会富山病院

石川県立高松病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

富山県立中央病院

石川県立中央病院

富山市立富山市民病院

石川整肢学園 金沢こども医療福祉センター

武生記念病院

富山赤十字病院

石田病院

福井リハビリテーション病院

富山大学附属病院

石野病院

福井県立すこやかシルバー病院

北川クリニック

川北病院

福井県立病院

野村病院

浅ノ川総合病院

福井厚生病院

矢後病院

池田病院

福井循環器病院

流杉病院

町立富来病院

福井赤十字病院

福井勝山総合病院

東病院

福井大学医学部附属病院

【石川県】

洞庭医院

福仁会病院

医療法人社団映寿会 みらい病院

特定医療法人扇翔会 南ケ丘病院

本多レディースクリニック

医療法人十全会 十全病院

独立行政法人国立病院機構 医王病院

木村病院

医療法人社団英和会 うきた産婦人科医院

独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター

加賀市医療センター

独立行政法人国立病院機構 七尾病院

【山梨県】

すずみが丘病院

独立行政法人国立病院機構 石川病院

りほく病院

伊藤病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 金沢病院

医療法人 回生堂病院

医療法人 愛康会 小松ソフィア病院

内灘温泉病院

医療法人 石和温泉病院

医療法人社団 安田内科病院

二ツ屋病院

医療法人康麗会 笛吹中央病院

医療法人社団 金沢宗広病院

片山津温泉丘の上病院

医療法人財団交道会 しもべ病院

医療法人社団 荒木病院

木島病院

医療法人社団青虎会 ツル虎ノ門外科

医療法人社団 中田内科病院

林病院

医療法人社団持木会 柳田温泉病院

鈴木レディスホスピタル

医療法人桃花会 一宮温泉病院

医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター

舩木・上野病院

医療法人徳洲会 白根徳洲会病院

医療法人社団青樹会 青和病院

リハビリテーション病院

医療法人八香会 湯村温泉病院

医療法人社団泉之杉会 にしかわクリニック

【福井県】

医療法人聰心会 韮崎相互病院

医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院

さくら千寿病院

加納岩総合病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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花園病院

軽井沢町国民健康保険 軽井沢病院

医療法人馨仁会 藤掛病院

峡南医療センター企業団 富士川病院

国民健康保険 依田窪病院

医療法人幸紀会 安江病院

公益社団法人山梨勤労者医療協会 甲府共立病院

佐久市立国保浅間総合病院

医療法人香徳会 関中央病院

甲州リハビリテーション病院

山田記念 朝日病院

医療法人香風会 黒野病院

甲州市立勝沼病院

市立大町総合病院

医療法人社団稲葉会 芥見診療所

甲府脳神経外科病院

社会医療法人栗山会 飯田病院

医療法人社団永寿会 大橋整形外科病院

国民健康保険富士吉田市立病院

社会医療法人恵仁会 くろさわ病院

医療法人社団慶桜会 東可児病院

山梨リハビリテーション病院

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院

医療法人社団志朋会 加納渡辺病院

山梨県立あけぼの医療福祉センター

社会医療法人抱生会 丸の内病院

医療法人社団慈朋会 澤田病院

山梨県立北病院

小島病院

医療法人社団秀徳会 川村医院

山梨厚生病院

昭和伊南総合病院

医療法人社団尚英会 岐阜南病院

山梨赤十字病院

松本協立病院

医療法人社団聖泉会 聖十字病院

山梨大学医学部附属病院

松本市立病院

医療法人社団誠広会 平野総合病院

市川三郷町立病院

松本歯科大学病院

医療法人社団白鳳会 鷲見病院

市立甲府病院

松本中川病院

医療法人社団友愛会 岩砂病院・岩砂マタニティ

社団法人山梨勤労者医療協会 石和共立病院

上伊那生協病院

医療法人春陽会 慈恵中央病院

春日居リハビリテーション病院

上諏訪病院

医療法人忠知会 桃井病院

上野原市立病院

上田市産院

医療法人白水会 白川病院

城東病院

城西医療財団豊科病院

医療法人和光会 山田病院

身延町早川町国民健康保険病院

信州大学医学部附属病院

羽島市民病院

信濃医療福祉センター

河村病院

赤坂台病院

一部事務組合立飯富病院

信濃病院

海津市医師会病院

地方独立行政法人山梨県立病院機構

仁愛病院

笠松病院

諏訪湖畔病院

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院

都留市立病院

諏訪赤十字病院

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院

独立行政法人国立病院機構 甲府病院

瀬口脳神経外科病院

岐阜県立多治見病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院

川西赤十字病院

岐阜市民病院

日下部記念病院

組合立諏訪中央病院

岐阜赤十字病院

北杜市立甲陽病院

地方独立行政法人 長野市民病院

岐阜大学医学部附属病院

竜王リハビリテーション病院

地方独立行政法人長野県立病院機構

岐阜中央病院

【長野県】

地方独立行政法人長野県立病院機構

山梨県立中央病院

長野県立こころの医療センター駒ヶ根
ＪＡ長野厚生連 南長野医療センター新町病院
JA長野厚生連 北アルプス医療センター
あづみ病院
町立辰野病院
ナカジマ外科病院

長野県立こども病院
地方独立行政法人長野県立病院機構
長野県立信州医療センター
地方独立行政法人長野県立病院機構
長野県立木曽病院

岐北厚生病院
久美愛厚生病院
郡上市国保白鳥病院
公益社団法人 岐阜病院
公立学校共済組合 東海中央病院
高井病院
高山赤十字病院

ミサトピア小倉病院

中澤医婦人科病院

安曇野赤十字病院

長野県厚生農業協同組合連合会 下伊那厚生病院

国民健康保険 坂下病院

伊那神経科病院

長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院

国民健康保険 飛騨市民病院

伊那中央病院

長野県厚生農業協同組合連合会

医療社団法人和心会 松南病院

国保関ケ原診療所

三好病院

鹿教湯三才山リハビリテーョンセンター鹿教湯病院

山内ホスピタル

医療法人 篠ノ井橋病院

長野県厚生農業協同組合連合会 小諸厚生総合病院

市立恵那病院

医療法人あさま会 リサーチパーククリニック

長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院

自衛隊岐阜病院

医療法人愛生会 松岡病院

長野県厚生農業協同組合連合会 富士見高原病院

松波総合病院

医療法人輝山会 輝山会記念病院

長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院

須田病院

医療法人共和会 塩田病院

長野県厚生連 長野松代総合病院附属若穂病院

瑞浪病院

医療法人健成会 小林脳神経外科病院

長野県立阿南病院

操レディスホスピタル

医療法人健静会 上田病院

長野県立総合リハビリテーションセンター

操外科病院

医療法人健和会 小林脳神経外科・神経内科病院

長野赤十字病院

総合病院中津川市民病院

医療法人元山会 中村病院

長野中央病院

多治見市民病院

医療法人公仁会 轟病院

田中病院

大垣市民病院

医療法人公仁会 前澤病院

東口病院

大垣中央病院

医療法人公生会 竹重病院

特定医療法人 新生病院

大湫病院

医療法人財団大西会 千曲中央病院

独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター

地方独立行政法人 岐阜県立下呂温泉病院

医療法人慈善会 安藤病院

独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院

地方独立行政法人 岐阜県立総合医療センター

医療法人社団 御代田中央記念病院

独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター

朝日大学医科歯科医療センター

医療法人社団健和会 健和会病院

独立行政法人国立病院機構 東長野病院

朝日大学病院

医療法人信愛会 田中病院

飯綱町立飯綱病院

長良整形外科クリニック

医療法人心泉会 上條記念病院

飯山赤十字病院

長良川病院

医療法人聖峰会 佐藤病院

飯田市立病院

土岐市立総合病院

医療法人青雲会 倉田病院

北野病院

東白川村国民健康保険病院

稲荷山医療福祉センター

【岐阜県】

特定医療法人録三会 太田病院

塩尻協立病院

サニーサイドホスピタル

独立行政法人国立病院機構 長良医療センター

塩尻病院

タジミ第一病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

丸子中央病院

のぞみの丘ホスピタル

栗田病院

愛生病院

墨俣医院

恵信会病院

医療法人 早徳病院

名和病院

医療法人芳州会 村井病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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木沢記念病院

国際医療福祉大学附属熱海病院

養南病院

国立駿河療養所

医療法人敬寿会 やすい内科

財団法人 神山復生病院

医療法人名古屋澄心会 名古屋ハートセンター

財団法人 富士心身

押谷皮膚科

【静岡県】
JA静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院

リハビリテーション研究所附属病院

医療法人いつき会 守山いつき病院

しなのが丘病院

JA静岡厚生連 遠州病院

財団法人 富士脳障害研究所附属病院

社会医療法人杏嶺会 尾西記念病院

JA静岡厚生連 清水厚生病院

財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院

社会福祉法人恩賜財団済生会

JA静岡厚生連 静岡厚生病院

財団法人復康会 沼津リハビリテーション病院

NTT東日本伊豆病院

財団法人復康会 鷹岡病院

タチバナ病院

医療法人社団静岡康心会 ふれあい沼津ホスピタル

市立御前崎総合病院

ちくさ病院

一般財団法人恵愛会 聖隷富士病院

市立島田市民病院

トヨタ記念病院

クリニックしのだ

自衛隊富士病院

独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院

公益財団法人復康会 沼津中央病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

財団法人 伊豆保健医療センター

静岡県静岡済生会総合病院

愛知県三河青い鳥医療療育センター

独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院
ブラザー記念病院

さくらい歯科医院

社団法人有隣厚生会 東部病院

ヤトウ病院

独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院

社団法人有隣厚生会 富士小山病院

愛知医科大学病院

はいなん吉田病院

社団法人有隣厚生会 富士病院

愛知学院大学歯学部附属病院

平安の森記念病院

重症心身障害児施設 つばさ静岡

愛知県がんセンター

伊豆赤十字病院

順天堂大学医学部附属静岡病院

愛知県がんセンター 愛知病院

伊豆東部総合病院

沼津市立病院

愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院

伊豆韮山温泉病院

沼津西病院

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院

医療法人好生会 三方原病院

焼津市立総合病院

愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院

医療法人弘遠会 磐田すずかけ病院

榛原総合病院

愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院

医療法人財団 新六会大富士病院

裾野赤十字病院

愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院

医療法人社団ちとせ会 熱海ちとせ病院

静岡医療福祉センター児童部

愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院

医療法人社団綾和会 掛川北病院

静岡県総合健康センター内診療所

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

医療法人社団綾和会 浜松南病院

静岡県立静岡がんセンター

愛知県青い鳥医療福祉センター

医療法人社団一穂会 西山病院

静岡広野病院

愛知三の丸病院

医療法人社団一穂会 第２西山病院西山ナーシング

静岡市立清水病院

医療法人 ごきそレディスクリニック

医療法人社団形外会 三島森田病院

静岡市立静岡病院

医療法人 吉田病院

医療法人社団健育会 西伊豆病院

静岡赤十字病院

医療法人 光生会病院

医療法人社団健育会 熱川温泉病院

静岡徳洲会病院

医療法人 山下病院

医療法人社団健正会 静岡アオイ病院

静清リハビリテーション病院

医療法人 松崎病院

医療法人社団賢仁会 杉山病院

総合病院聖隷浜松病院

医療法人 星野病院

医療法人社団宏和会 岡村記念病院

袋井みつかわ病院

医療法人 誠心会大菅病院

医療法人社団高草会 焼津病院

地域医療振興協会 伊豆今井浜病院

医療法人 青山外科

医療法人社団三誠会 北斗わかば病院

地方独立行政法人静岡県立病院機構

医療法人社団紫苑会

静岡県立総合病院

医療法人 青山病院
医療法人 島病院

いきいきリハビリテーション病院

天竜すずかけ病院

医療法人 平病院

医療法人社団秀峰会 川村病院

藤枝市立総合病院

医療法人さわらび会 福祉村病院

医療法人社団駿栄会 御殿場石川病院

特定医療法人社団松愛会 松田病院

医療法人るぷてぃらぱん 柊みみはなのどクリニック

医療法人社団駿甲会

独立行政法人国立病院機構

医療法人愛仁会 名春中央病院

コミュニティーホスピタル甲賀病院

静岡てんかん・神経医療センター

医療法人愛生会 上飯田リハビリテーション病院

医療法人社団親和会 西島病院

独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター

医療法人愛知会 胃腸科肛門科家田病院

医療法人社団清風会 芹沢病院

独立行政法人国立病院機構 天竜病院

医療法人羽栗会 羽栗病院

医療法人社団聖稜会 聖稜リハビリテーション病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 桜ヶ丘病院

医療法人永仁会 さとう病院

医療法人社団青虎会 フジ虎ノ門整形外科病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 三島総合病院

医療法人雅修会 蒲郡深志病院

医療法人社団静岡健生会 三島共立病院

南伊豆病院

医療法人回精会 北津島病院

医療法人社団同仁会 中島病院

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

医療法人開生会 かいせい病院

医療法人社団宝徳会 小鹿病院

白梅豊岡病院

医療法人格医会 可世木病院

医療法人社団陽光会 南あたみ第一病院

白萩病院

医療法人義興会 可知病院

医療法人十全会 聖明病院

磐田市立総合病院

医療法人共和会 共和病院

医療法人新光会 伊豆平和病院

浜松医科大学医学部附属病院

医療法人啓仁会 豊川さくら病院

医療法人真養会 きせがわ病院

浜松医療センター

医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院

医療法人清仁会 日本平病院

浜松市リハビリテーション病院

医療法人珪山会 鵜飼病院

医療法人浜名会 浜名病院

浜松赤十字病院

医療法人恵愛会 小林病院

引佐赤十字病院

浜松北病院

医療法人研精会 豊田西病院

遠江病院

富士宮市立病院

医療法人光寿会 光寿会リハビリテーション病院

岡本石井病院

富士市立中央病院

医療法人光寿会 春日井病院

下田メディカルセンター

豊岡会 浜松とよおか病院

医療法人孝慈会 大平病院

掛川市・袋井市病院企業団立

豊田えいせい病院

医療法人宏徳会 安藤病院

【愛知県】

医療法人幸会 岡田整形外科内科

菊池レディースクリニック

医療法人聖真会 横山記念病院

医療法人幸会 南陽病院

共立蒲原総合病院

NTT西日本東海病院

医療法人広徳会 佐藤病院

湖山リハビリテーション病院

あいち小児保健医療総合センター

医療法人香徳会 メイトウホスピタル

御殿場かいせい病院

医療法人愛整会 北斗病院

医療法人三恵会 服部病院

公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院

医療法人清須呼吸器疾患研究会 はるひ呼吸器病院

医療法人三仁会 あさひ病院

公立森町病院

医療法人博恵会 橋本内科

医療法人三善会 津島中央病院

中東遠総合医療センター
菊川市立総合病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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医療法人山武会 岡崎南病院

蒲郡市民病院

熱田リハビリテーション病院

医療法人山和会 山口病院

刈谷記念病院

白山リハビリテーション病院

医療法人慈和会 吉田整形外科病院

刈谷整形外科病院

八事病院

医療法人社団以心会 中野胃腸病院

岩田病院

半田市立半田病院

医療法人社団喜峰会 東海記念病院

宮本病院

尾張温泉リハビリかにえ病院

医療法人社団順心会 井上病院

京ケ峰岡田病院

富安病院

医療法人社団福祉会 高須病院

共愛病院

冨田病院

医療法人寿光会 中央病院

共立荻野病院

布袋病院

医療法人秀麗会 山尾病院

協立総合病院

碧南市民病院

医療法人衆済会 増子記念病院

光生会赤岩病院

豊橋市民病院

医療法人十全会 三嶋内科病院

公立西知多総合病院

豊橋整形外科江崎病院

医療法人純和会 矢作川病院

公立大学法人 名古屋市立大学病院

豊生病院

医療法人松陽会 松浦病院

公立陶生病院

豊川市民病院

医療法人親和会 富田病院

好生館病院

豊田山之手クリニック

医療法人仁斉会 国府病院

紘仁病院

豊田地域医療センター

医療法人澄心会 豊橋ハートセンター

国井病院

豊明栄病院

医療法人成精会 刈谷病院

国家公務員共済組合連合会 東海病院

豊和病院

医療法人成田育成会 成田病院

国家公務員共済組合連合会 名城病院

北医療生活協同組合北病院

医療法人正進会 名古屋泌尿器科病院

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

北村病院

医療法人清慈会 鈴木病院

佐藤病院

北林病院

医療法人清水会 相生山病院

桜ヶ丘病院

名古屋セントラル病院

医療法人生寿会 かわな病院

三好町民病院

名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院

医療法人生寿会 五条川リハビリテーション病院

三菱名古屋病院

名古屋市立西部医療センター

医療法人生生会 まつかげシニアホスピタル

山口レディスクリニック

名古屋市立東部医療センター

医療法人聖真会 春田仁愛病院

社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院

名古屋市立緑市民病院

医療法人青和会 中央病院

社会医療法人杏嶺会 上林記念病院

名古屋西病院

医療法人積善会 第二積善病院

社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院

名古屋大学医学部附属病院

医療法人善恵会 長屋病院

社会医療法人大雄会 総合大雄会病院

名古屋第一赤十字病院

医療法人泰玄会 泰玄会西病院

社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院

名古屋第二赤十字病院

医療法人大仁会 高木病院

社会福祉法人恩賜財団済生会

医療法人鉄友会 宇野病院

愛知県済生会リハビリテーション病院

名古屋逓信病院
名古屋掖済会病院

医療法人田中会 西尾病院

春日井市民病院

名鉄病院

医療法人東恵会 星ケ丘マタニティ病院

順和病院

名南ふれあい病院

医療法人東樹会 東樹会病院

小牧市民病院

名南病院

医療法人桃源堂 後藤病院

小牧第一病院

鈴木歯科医院

医療法人同心会 杉田病院

小林記念病院

偕行会 偕行会城西病院

医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院

昌峰会加藤病院

偕行会リハビリテーション病院

医療法人白楊会 白楊会病院

常滑市民病院

医療法人八誠会 守山荘病院

新城市民病院

【三重県】

医療法人尾張健友会 千秋病院

新川中央病院

アップル歯科クリニック

医療法人美衣会 衣ヶ原病院

森孝病院

いなべ総合病院

医療法人福友会 天寿病院

森脇レディースクリニック

地方独立行政法人 桑名市総合医療センター

医療法人福友会 八田なみき病院

神経科犬山病院

ヨナハ総合病院

医療法人並木会 並木病院

水野病院

伊賀市立上野総合市民病院

医療法人碧友会 堀尾安城病院

杉石病院

伊勢赤十字病院

医療法人宝美会 総合青山病院

成田記念病院

医療法人 吉田クリニック

医療法人宝美会 豊川青山病院

聖霊病院

医療法人 桑名病院

医療法人豊岡会 豊橋元町病院

西尾市民病院

医療法人 西井病院

医療法人豊寿会 斉藤病院

石川病院

医療法人 田中病院

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

善常会リハビリテーション病院

医療法人紀南会 熊野病院

医療法人豊田会 刈谷豊田東病院

足立病院

医療法人康誠会 東員病院

医療法人豊田会 高浜豊田病院

大医会日進おりと病院

医療法人三重愛心会 四日市青洲病院

医療法人豊和会 南豊田病院

大同病院

医療法人尚豊会 みたき総合病院

医療法人鳳紀会 可知病院

津島リハビリテーション病院

医療法人誠仁会 塩川病院

医療法人北辰会 蒲郡厚生館病院

渡辺病院

医療法人石田会 石田胃腸科病院

医療法人明陽会 第二成田記念病院

東名病院

医療法人全心会 伊勢慶友病院

医療法人明和会 辻村外科病院

東洋病院

医療法人大仲会 大仲さつき病院

医療法人野垣会 野垣病院

藤沢フラウエンクリニク

医療法人里仁会 二宮病院

医療法人陽和会 春日井リハビリテーション病院

藤田医科大学ばんたね病院

宇野胃腸科内科医院

医療法人来光会 尾洲病院

藤田医科大学病院

永井病院

医療法人緑翔会 小松病院

藤田医科大学岡崎医療センター

恩賜財団済生会 松阪総合病院

医療法人六輪会 六輪病院

特定医療法人 米田病院

岩崎病院

医療法人和光会 川島病院

特定医療法人共生会 南知多病院

紀南病院組合立 紀南病院

医療法人和合会 和合病院

独立行政法人国立病院機構 東尾張病院

亀山回生病院

医療法人眞清会 新川病院

独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院

亀山市立医療センター

一宮市立市民病院

独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター

玉城町国民健康保険玉城病院

一宮市立木曽川市民病院

独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター

高木病院

稲沢市民病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院

財団法人 信貴山病院分院上野病院

岡崎市民病院

南医療生活協同組合 総合病院南生協病院

三重ハートセンター

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院

独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院

三重県厚生農業協同組合連合会 大台厚生病院

独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター

医療法人総心会 長岡京病院

三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院

医療法人丹医会 園部丹医会病院

三重県立一志病院

日野記念病院

医療法人丹笠会 丹波笠次病院

三重県立志摩病院

琵琶湖病院

医療法人長安会 中村病院

三重大学医学部附属病院

彦根市立病院

医療法人桃仁会 桃仁会病院

山崎病院

彦根中央病院

医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院

市立伊勢総合病院

野洲病院

医療法人芳松会 田辺病院

【京都府】

一般財団法人 仁風会京都南西病院

慈芳産婦人科
社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院

医療法人西陣健康会 堀川病院

医療法人明生会 賀茂病院

小山田記念温泉病院

医療法人医誠会 東舞鶴医誠会病院

一般財団法人仁風会 嵯峨野病院

尚徳会 ヨナハ産婦人科小児科病院

医療法人財団医道会

宇治武田病院

松阪厚生病院

十条武田リハビリテーション病院

加藤山科病院

松阪市民病院

がくさい病院

外松医院

森栄病院

京都中部総合医療センター

亀岡市立病院

西城外科内科

社会医療法人弘仁会 大島病院

吉祥院病院

倉本内科病院

社会医療法人美杉会 男山病院

京丹後市立弥栄病院

総合心療センタ－ひなが

タナベキネン病院

京都医療少年院病院

大西病院

西歯科クリニック

京都警察病院

大台町国民健康保険報徳病院

綾部市立病院

京都市身体障害者

第二岩崎病院

医療法人 岸本病院

町立南伊勢病院

医療法人 亀岡病院

津生協病院

医療法人 五木田病院

京都大学医学部附属病院

藤田保健衛生大学七栗記念病院

医療法人 親友会島原病院

京都第一赤十字病院

特別医療法人暲純会 武内病院

医療法人 相馬病院

京都第二赤十字病院

独立行政法人国立病院機構 榊原病院

医療法人愛寿会 同仁病院

京都逓信病院

独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター

医療法人愛智会 京都北野病院

京都博愛会病院

独立行政法人国立病院機構 三重病院

医療法人愛友会 明石病院

京都府立医科大学附属病院

独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院

医療法人葵会 北病院

京都府立心身障害者福祉センター附属

独立行政法人地域医療機能推進機構

医療法人綾冨士会 綾部ルネス病院

四日市羽津医療センター

リハビリテーションセンター附属病院
京都市桃陽病院

リハビリテーション病院

医療法人医修会 新河端病院

京都府立洛南病院

南勢病院

医療法人一仁会 石野病院

原田病院

尾鷲総合病院

医療法人回生会 京都回生病院

公益社団法人京都保健会 たんご協立診療所

豊和病院

医療法人回生会 第二京都回生病院

公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院

北勢病院

医療法人啓信会 京都きづ川病院

公益社団法人信和会 京都民医連第二中央病院

【滋賀県】

医療法人健康会 総合病院京都南病院

公立山城病院

医療法人倖生会 身原病院

国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院

社団法人 水口病院

医療法人弘仁会 大島病院

佐々木レディスクリニック

医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院

医療法人財団 新大江病院

財団法人 川越病院

医療法人友仁会 友仁山崎病院

医療法人財団医道会 稲荷山病院

財団法人 丹後中央病院

医療法人良善会 ひかり病院

医療法人財団宮津康生会 宮津武田病院

財団法人 薬師山病院

医療法人緑生会 中山病院

医療法人財団康生会 武田病院

財団法人真和会 京都大橋総合病院

近江温泉病院

医療法人桜花会 醍醐病院

財団法人長岡記念財団 長岡病院

近江八幡市立総合医療センター

医療法人三幸会 北山病院

財団法人療道協会 西山病院

湖南病院

医療法人社団 松ヶ崎記念病院

三菱京都病院

公立甲賀病院

医療法人社団医聖会 学研都市病院

市立福知山市民病院

甲賀市立信楽中央病院

医療法人社団医聖会 京都八幡病院

自衛隊舞鶴病院

甲西リハビリ病院

医療法人社団医聖会 八幡中央病院

社会医療法人 岡本病院（財団）京都岡本記念病院

甲南病院

医療法人社団育生会 久野病院

社会医療法人 岡本病院（財団）伏見岡本病院

高島市民病院

医療法人社団一心会 都倉病院

社会福祉法人 あじろぎ会

財団法人 近江愛隣園 今津病院

医療法人社団順和会 京都下鴨病院

社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院

財団法人 豊郷病院

医療法人社団松仁会 内田病院

社団法人愛生会 山科病院

財団法人近江兄弟社 ヴォーリズ記念病院

医療法人社団石鎚会 田辺中央病院

社団法人京都保健会 京都協立病院

山田整形外科病院

医療法人社団千春会 千春会病院

社団法人京都保健会 上京病院

滋賀医科大学医学部附属病院

医療法人社団淀さんせん会 金井病院

重症心身障害児施設 花ノ木医療福祉センター

滋賀県守山市民病院

医療法人社団洛和会 洛和会東寺南病院

小川歯科医院

滋賀県立総合病院

医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院

聖ヨゼフ医療福祉センター

滋賀県立小児保健医療センター

医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院

西京都病院

滋賀県立精神医療センター

医療法人寿尚会 洛陽病院

西陣病院

滋賀里病院

医療法人淳宰晃会 宮崎神経科嵯峨病院

泉谷病院

社会医療法人誠光会 草津総合病院

医療法人松寿会 共和病院

蘇生会総合病院

社会福祉法人 青祥会 セフィロト病院

医療法人新生十全会 なごみの里病院

総合病院日本バプテスト病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人新生十全会 京都双岡病院

地方独立行政法人京都市立病院機構

滋賀県済生会滋賀県病院

医療法人仁心会 宇治川病院

京都市立京北病院

青葉病院

医療法人正信会 ほうゆう病院

大津赤十字志賀病院

医療法人清仁会 シミズ病院

特定医療法人和交会 太秦病院

長浜市立湖北病院

医療法人清仁会 亀岡シミズ病院

独立行政法人国立病院機構 宇多野病院

長浜赤十字病院

医療法人清仁会 洛西シミズ病院

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター

東近江市立蒲生病院

医療法人清水会 京都リハビリテーション病院

独立行政法人国立病院機構 南京都病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター

医療法人育和会 育和会記念病院

医療法人寿楽会 大野記念病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

医療法人永広会 八尾はぁとふる病院

医療法人秀壮会 小泉病院

医療法人永寿会 福島病院

医療法人淳康会 堺近森病院

冨田病院

京都鞍馬口医療センター

医療法人越宗会 越宗整形外科病院

医療法人昌円会 高村病院

武田総合病院

医療法人温心会 堺温心会病院

医療法人松仁会 松井記念病院

舞鶴赤十字病院

医療法人河内友紘会 河内総合病院

医療法人松仁会 明徳病院

片山産婦人科

医療法人河北会 河北病院

医療法人松徳会 松谷病院

明治国際医療大学附属病院

医療法人河茂会 河崎内科病院

医療法人松柏会 榎坂病院

木津屋橋武田病院

医療法人河和会 河和会病院

医療法人信愛会 交野病院

洛西ニュータウン病院

医療法人河﨑会 精神科神経科水間病院

医療法人新仁会 新仁会病院

洛北病院

医療法人垣谷会 明治橋病院

医療法人新明会 神原病院

医療法人岩木会 岩木病院

医療法人晋救館 和田病院

【大阪府】

医療法人毅峰会 吉田病院

医療法人仁真会 白鷺病院

医療法人伯鳳会 大阪中央病院

医療法人気象会 東朋八尾病院

医療法人仁生会 内藤病院

一般財団法人大阪府警察協会 大阪警察病院

医療法人気象会 東朋病院

医療法人仁風会 牧野病院

医療法人アエバ会 アエバ外科病院

医療法人紀陽会 田仲北野田病院

医療法人仁和会 和田病院

医療法人敬任会 岡記念病院

医療法人紀和会 正風病院

医療法人尽生会 聖和病院

医療法人若葉回 堺若葉会病院

医療法人貴医会 貴島中央病院

医療法人翠明会 千里山病院

大阪医科大学 三島南病院

医療法人貴生会 和泉中央病院

医療法人正正会 分野病院

大阪整形外科病院

医療法人貴島会 貴島病院本院

医療法人正清会 金剛病院

ガラシア病院

医療法人貴和会 生野中央病院

医療法人清恵会 三宝病院

関西医科大学総合医療センター

医療法人亀廣記念医学会 関西サナトリウム

医療法人清仁会 水無瀬病院

社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院

医療法人義方会 大津病院

医療法人清翠会 牧リハビリテーション病院

仁悠会 タマダ病院

医療法人菊秀会 皐月病院

医療法人清翠会 牧病院

第２大阪警察病院

医療法人橘会 東住吉森本リハビリテーション病院

医療法人清風会 茨木病院

地方独立行政法人 市立東大阪医療センター

医療法人橘会 東住吉森本病院

医療法人生長会 ベルランド総合病院

独立行政法人大阪府立病院機構

医療法人共生会 山本病院

医療法人生長会 府中病院

大阪急性期・総合医療センター

医療法人協仁会 小松病院

医療法人生登会 寺元記念病院

医療法人協和会 協和会病院

医療法人聖和錦秀会 阪本病院

独立行政法人大阪府立病院機構

医療法人暁美会 田中病院

医療法人聖和錦秀会 阪和いずみ病院

独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院

大阪国際がんセンター

医療法人桐葉会 木島病院

医療法人西中医学会 西中病院

パナソニック健康保険組合 松下記念病院

医療法人錦秀会 阪和住吉総合病院

医療法人誠人会 与田病院

わかくさ竜間リハビリテーション病院

医療法人錦秀会 阪和病院

医療法人青樹会 青樹会病院

杏林記念病院

医療法人琴仁会 光生病院

医療法人積善会 高橋病院

医療法人 ふれ愛の杜みどり病院

医療法人啓光会 藍の都脳神経外科病院

医療法人善玉会 上田病院

医療法人 河崎病院

医療法人恵生会 恵生会病院

医療法人全心会 寝屋川ひかり病院

医療法人 公道会病院

医療法人恵登久会 越川病院

医療法人曽根会 曽根病院

医療法人 功徳会 大阪晴愛病院

医療法人敬仁会 今里胃腸病院

医療法人爽神堂 七山病院

医療法人 坂根病院

医療法人健栄会 三康病院

医療法人早石会 早石病院

医療法人 正和病院

医療法人健友会 帝塚山病院

医療法人相愛会 相原第二病院

医療法人 青松記念病院

医療法人健和会 うえだ下田部病院

医療法人大慶会 星光病院

医療法人 脳神経外科日本橋病院

医療法人五月会 青山第三病院

医療法人大寿会 大寿会病院

医療法人 枚岡病院

医療法人五月会 青山第二病院

医療法人大植会 葛城病院

医療法人 緑風会病院

医療法人厚生医学会 厚生会第一病院

医療法人大生会 腹見病院

医療法人いずみ会 阪堺病院

医療法人康生会 泉佐野優人会病院

医療法人大道会 ボバース記念病院

医療法人えいしん会 岸和田リハビリテーション病院

医療法人康生会 弥刀中央病院

医療法人大道会 森之宮病院

医療法人きっこう会 多根記念眼科病院

医療法人弘仁会 まちだ胃腸病院

医療法人大和会 辻野病院

医療法人きつこう会 多根総合病院

医療法人弘生会 老寿サナトリウム

医療法人達瑛会 鳳胃腸病院

医療法人きっこう会 多根第二病院

医療法人弘善会 矢木脳神経外科病院

医療法人丹比荘 丹比荘病院

医療法人さくら会 大阪南脳神経外科病院

医療法人恒昭会 青葉丘病院

医療法人竹村医学研究会 小阪産病院

医療法人ダイワ会 大和中央病院

医療法人恒昭会 藍野花園病院

医療法人中屋覚志会 津田病院

医療法人ダイワ会 大和病院

医療法人恒昭会 藍野病院

医療法人朝日会 朝日会病院

医療法人たまごクリニック

医療法人甲聖会 甲聖会紀念病院

医療法人長生会 布施病院

医療法人のぞみ会 新大阪病院

医療法人彩樹 豊中緑ヶ丘病院

医療法人長尾会 寝屋川サナトリウム

医療法人ペガサス 馬場記念病院

医療法人財団 阪南医療福祉センター阪南中央病院

医療法人定生会 谷口病院

医療法人ペガサス 馬場病院

医療法人三上会 総合病院東香里病院

医療法人田村会 貝塚中央病院

医療法人みどり会 中村病院

医療法人三宝会 南港病院

医療法人田中会 田中病院

医療法人もみじの手 箕面レディースクリニック

医療法人三友会 久松病院

医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院

医療法人ラポール会 青山病院

医療法人山紀会 山本第一病院

医療法人東和会 第一東和会病院

医療法人愛幸会 天仁病院

医療法人山紀会 山本第三病院

医療法人藤井会 石切生喜病院

医療法人愛賛会 浜田病院

医療法人山弘会 上山病院

医療法人藤井会 大東中央病院

医療法人愛泉会 愛泉会病院

医療法人讃和会 友愛会病院

医療法人藤井会 北河内藤井病院

医療法人愛和会 新世病院

医療法人寺西報恩会 長吉総合病院

医療法人藤仁会 藤立病院

医療法人杏和会 阪南病院

医療法人慈心会 あびこ病院

医療法人藤田会 フジタ病院

医療法人医真会 八尾リハビリテ－ション病院

医療法人慈勉会 浦上病院

医療法人藤田好生会 堺フジタ病院

医療法人医仁会 藤本病院

医療法人社団柴田会 久米田外科整形外科病院

医療法人同仁会 耳原総合病院

医療法人医誠会 医誠会病院

医療法人社団有恵会 香里ヶ丘有恵会病院

医療法人同仁会 松崎病院

医療法人医誠会 城東中央病院

医療法人社団有隣会 東大阪病院

医療法人同友会 共和病院

医療法人育生会 奥村病院

医療法人若弘会 若草第一病院

医療法人徳洲会 松原徳洲会病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院

市立柏原病院

医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院

市立豊中病院

医療法人篤友会 関西リハビリテーション病院

寺田萬寿病院

地方独立行政法人堺市立病院機構
堺市立総合医療センター
地方独立行政法人大阪府立病院機構

医療法人篤友会 坂本病院

社会医療法人 美杉会佐藤病院

医療法人篤友会 坂本病院分院

社会医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院

池田回生病院

医療法人篤靜会 谷川記念病院

社会医療法人愛仁会 高槻病院

東大阪生協病院

医療法人日新会 北堀江病院

社会医療法人愛仁会 千船病院

東和病院

医療法人博愛会 博愛城北病院

社会医療法人景岳会 南大阪病院

徳洲会 東大阪徳洲会病院

医療法人博我会 高石病院

社会医療法人弘道会 なにわ生野病院

特定医療法人 野上病院

医療法人博悠会 名取病院

社会医療法人弘道会 守口生野記念病院

特定医療法人協和会 北大阪病院

医療法人白卯会 白井病院

社会医療法人三和会 永山病院

独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター

医療法人美喜和 美喜会オレンジホスピタル

社会医療法人若弘会 わかこうかいクリニック

独立行政法人国立病院機構 大阪刀根山医療センター

医療法人風早会 外科野崎病院

社会医療法人真美会 中野こども病院

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター

医療法人穂仁会 原病院

社会医療法人仙養会 北摂総合病院

独立行政法人大阪府立病院機構

医療法人穂翔会 村田病院

社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院

医療法人宝持会 池田病院

社会福祉法人 石井記念愛染園附属愛染橋病院

医療法人宝生会 ＰＬ病院

社会福祉法人 大阪社会医療センター

医療法人方佑会 植木病院

社会福祉法人 竹井病院

医療法人朋愛会 サンタマリア病院

社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院

医療法人邦徳会 邦和病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人明生会 明生病院
医療法人孟仁会 摂南総合病院
医療法人孟仁会 東大阪山路病院
医療法人野中会 東成病院
医療法人庸愛会 富田町病院
医療法人利田会 久米田病院
医療法人良秀会 泉北藤井病院

大阪府済生会茨木病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
大阪府済生会新泉南病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
大阪府済生会吹田病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
大阪府済生会大阪府立整肢学院

大阪精神医療センター

大阪はびきの医療センター
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
独立行政法人地域医療機能推進機構
大阪みなと中央病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
南堺病院
八尾市立病院
美加の台病院
富永病院
富田林田中病院
富田林病院
朋愛病院

医療法人良秀会 藤井病院

社会福祉法人四天王寺福祉事業団 四天王寺病院

北けいさつ警察病院

医療法人藏春堂 小西病院

社会福祉法人天心会 小阪病院

北大阪医療生活協同組合 十三病院

井上病院

社団法人津守病院

北大阪医療生活協同組合 照葉の里 箕面病院

一般財団法人 淀川勤労者厚生協会附属西淀病院

若葉会 豊中若葉会病院

堀病院

奥野病院

首藤病院

枚方公済病院

貝塚サナトリウム

宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション

箕面市立病院

萱島生野病院

淀川キリスト教病院

友紘会 彩都友紘会病院

関西医科大学香里病院

松島病院

友紘会総合病院

関西医科大学附属病院

寝屋川生野病院

淀井病院

関西電力株式会社関西電力病院

森外科病院

良秀会 高石藤井心臓血管病院

喜馬病院

進愛会深井病院

和敬会星田南病院

吉川病院

瀬田病院

和泉市立病院

吉本婦人科クリニック

生活協同組合 ヘルスコープおおさか

協和会 千里中央病院

コープおおさか病院

【兵庫県】

玉井整形外科内科病院

生長会 ベルピアノ病院

アイワ病院

近畿大学病院

生野愛和病院

明石こころのホスピタル

近畿中央呼吸器センター

生野病院

医療法人社団健心会 神戸ほくと病院

公益財団法人 聖バルナバ病院

石田歯科

医療法人社団順心会 順心病院

公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院

摂津ひかり病院

一般財団法人甲南会 甲南加古川病院

公益財団法人日本生命済生会附属日本生命病院

泉大津市立病院

医療法人豊繁会 近藤病院

高井病院

全南病院

医療法人社団順心会 順心リハビリテーション病院

高槻赤十字病院

蒼生病院

熊野病院

国家公務員共済組合連合会 大手前病院

大阪医科大学附属病院

神戸市立神戸アイセンター病院

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター

大阪医療刑務所病院

神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター

財団法人 住友病院

大阪市立弘済院附属病院

神戸平成病院

財団法人 浅香山病院

大阪市立十三市民病院

社会医療法人中央会 尼崎中央病院

財団法人 大阪労働衛生センター第一病院

大阪市立総合医療センター

たつの市民病院

財団法人岸和田農友協会 春木病院

大阪市立大学医学部附属病院

とくなが病院

財団法人結核予防会大阪府支部 大阪病院

大阪歯科大学附属病院

独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院

阪南市立病院

大阪赤十字病院

独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院

阪和記念病院

大阪大学医学部附属病院

ひまわり会八家病院

阪和第二泉北病院

大阪大学歯学部附属病院

兵庫医科大学ささやま医療センター

三和病院

大阪鉄道病院

みきやまリハビリテーション病院

産科婦人科 飯島病院

大阪発達総合療育センター

みどり病院

四天王寺福祉事業団医療型障害児入所施設

大阪府済生会中津病院

みやそう病院

四天王寺和らぎ苑

大阪府済生会野江病院

芦屋セントマリア病院

市立ひらかた病院

大阪府三島救命救急センター

伊丹天神川病院

市立貝塚病院

大阪府障害者福祉事業団 すくよか

医療法人 岡田病院

市立岸和田市民病院

大阪府立中河内救命救急センター

医療法人 昭生病院

市立泉佐野病院

大阪掖済会病院

医療法人 川崎病院

市立池田病院

大阪肛門科診療所

医療法人 明和病院

市立藤井寺市民病院

地方独立行政法人 市立吹田市民病院

医療法人それいゆ会 こだま病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。

19/31

2021年3月現在
5964施設

医療安全情報提供医療機関一覧
医療法人愛和会 金沢病院

医療法人朗源会 大隈病院

西宮市立中央病院

医療法人旭会 園田病院

医療法人榮昌会 吉田病院

西江井島病院

医療法人一輝会 荻原みさき病院

井野病院

西脇市立西脇病院

医療法人一輝会 荻原整形外科病院

磯病院

石川島播磨重工業健康保険組合 播磨病院

医療法人一誠会 大原病院

一般財団法人神戸マリナーズ厚生会

医療法人永仁会 尼崎永仁会病院

神戸マリナーズ厚生会病院

赤穂記念病院
赤穂市民病院

医療法人回生会 宝塚病院

岡本病院

仙齢会 はりま病院

医療法人協和会 協立温泉病院

加東市民病院

相生市民病院

医療法人協和会 協立病院

吉田アーデント病院

足立病院

医療法人恵風会 高岡病院

魚橋病院

多可赤十字病院

医療法人敬愛会 三田高原病院

九十九記念病院

大西脳神経外科病院

医療法人敬性会 白鷺サナトリューム

栗原病院

滝谷内科医院

医療法人古橋会 揖保川病院

原泌尿器科病院

但馬病院

医療法人高明会 西宮渡辺病院

公仁会 姫路中央病院

谷向病院

医療法人財団 神戸海星病院

公立宍粟総合病院

地方独立行政法人 明石市立市民病院

医療法人財団清良会 書写病院

公立神崎総合病院

地方独立行政法人加古川市民病院機構

医療法人三栄会 ツカザキ記念病院

公立村岡病院

医療法人三栄会 ツカザキ病院

公立八鹿病院

医療法人社団 西宮回生病院

公立豊岡病院組合立 朝来医療センター

医療法人社団こうのとり会 西川産婦人科

公立豊岡病院組合立豊岡病院

加古川中央市民病院
地方独立行政法人神戸市民病院機構
神戸市立西神戸医療センター
地方独立行政法人神戸市民病院機構

医療法人社団しらさぎ会 さぎの病院

公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療センター

医療法人社団せいわ会 たずみ病院

甲北病院

中井病院

医療法人社団つかさ会 尾原病院

高橋病院

中林産婦人科クリニック

医療法人社団まほし会 真星病院

高砂市民病院

中林病院

医療法人社団みどり会 にしき記念病院

高砂西部病院

適寿リハビリテーション

医療法人社団一葉会 共立記念病院

合志病院

土井病院

医療法人社団一葉会 佐用共立病院

国家公務員共済組合連合会 六甲病院

東浦平成病院

医療法人社団猿命会 吉川病院

財団法人 甲南病院

東宝塚さとう病院

医療法人社団佳生会 野木病院

財団法人復光会 垂水病院

特定医療法人社団仙齢会 いなみ野病院

医療法人社団関田会 ときわ病院

笹生病院

特定医療法人寿栄会 有馬高原病院

医療法人社団吉徳会 あさぎり病院

三菱神戸病院

特別医療法人高明会 西宮渡辺心臓・血管センター

医療法人社団衿正会 生駒病院

三木山陽病院

独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター

医療法人社団薫英の会 久野病院

山田病院

独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター

医療法人社団景珠会 八重垣病院

市立芦屋病院

独立行政法人国立病院機構 兵庫あおの病院

医療法人社団甲友会 西宮協立脳神経外科病院

市立伊丹病院

独立行政法人国立病院機構 兵庫中央病院

医療法人社団慈恵会 新須磨病院

市立川西病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院

医療法人社団十善会 野瀬病院

自衛隊阪神病院

尼崎医療生協病院

医療法人社団純心会 パルモア病院

社会医療法人 製鉄記念広畑病院

入江病院

医療法人社団順心会 順心淡路病院

社会医療法人 明石医療センター

八木病院

医療法人社団仁恵会 石井病院

社会医療法人財団聖フランシスコ会

医療法人社団智聖会 安藤病院

姫路聖マリア病院

医療法人社団東峰会 関西青少年サナトリューム

社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院

医療法人社団普門会 姫路田中病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人社団豊寿会 菅原病院

兵庫県済生会兵庫県病院

神戸市立医療センター西市民病院

尾崎病院
彦坂病院
姫路愛和病院
姫路市歯科医師会附属歯科診療所
姫路赤十字病院

医療法人社団豊明会 常岡病院

社会福祉法人枚方療育園 さくら療育園

譜久山病院

医療法人社団緑水会 北摂中央病院

酒井病院

舞子台病院

医療法人社団菫会 北須磨病院

洲本伊月病院

兵庫医科大学病院

医療法人社団菫会 名谷病院

春日病院

兵庫県立がんセンター

医療法人尚和会 宝塚リハビリテーション病院

春日野会病院

兵庫県立こども病院

医療法人尚和会 宝塚第一病院

松原メイフラワー病院

兵庫県立加古川医療センター

医療法人昭圭会 南芦屋浜病院

松田病院

兵庫県立西宮病院

医療法人晋真会 ベリタス病院

信原病院

兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター

医療法人神甲会 隈病院

神戸アドベンチスト病院

医療法人仁寿会 石川病院

神戸リハビリテーション病院

医療法人仁風会 小原病院

神戸医療生活協同組合神戸協同病院

兵庫県立淡路病院

医療法人晴風園 今井病院

神戸市立医療センター中央市民病院

兵庫県立尼崎総合医療センター

医療法人聖医会 佐用中央病院

神戸赤十字病院

兵庫県立姫路循環器病センター

医療法人誠仁会 協和病院

神戸大学医学部附属病院

平成病院

医療法人誠仁会 大久保病院

神戸朝日病院

宝塚市立病院

リハビリテーション西播磨病院
兵庫県立丹波医療センター

医療法人全人会 仁恵病院

神戸低侵襲がん医療センター

北播磨総合医療センター

医療法人内海慈仁会 姫路北病院

神戸博愛病院

湊川病院

医療法人内海慈仁会 有馬病院

神戸百年記念病院

明石回生病院

医療法人尼崎厚生会 立花病院

親愛レディースクリニック

明石仁十病院

医療法人伯鳳会 赤穂中央病院

須磨裕厚病院

明倫会 本山リハビリテーション病院

医療法人博愛会 広野高原病院

翠鳳第一病院

有泉病院

医療法人味木会 太子病院

杉安病院

緑駿病院

医療法人明仁会 明舞中央病院

聖隷淡路病院

六甲アイランド甲南病院

医療法人明倫会 宮地病院

西宮すなご医療福祉センター

偕生病院

医療法人朗源会 おおくまリハビリテーション病院

西宮協立リハビリテーション病院

菫会 伊川谷病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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医療法人旭会 和歌浦病院

西伯病院

【奈良県】

医療法人杏林会 嶋病院

大山リハビリテーション病院

医療法人藤井会 香芝生喜病院

医療法人稲穂会 稲穂会病院

鳥取医療生協鹿野温泉病院

医療法人興生会 吉本整形外科・外科病院

医療法人久和会 奥村マタニティクリニック

鳥取県済生会境港総合病院

おかたに病院

医療法人久和会 奥村レディースクリニック

鳥取県中部医師会 立三朝温泉病院

奈良県立西和医療センター

医療法人共栄会 名手病院

鳥取県立厚生病院

バルツァ事業会 重症心身障害児学園・病院

医療法人玄同会 伊藤病院

鳥取県立総合療育センター

医療法人弘智会 上山病院

鳥取県立中央病院

バルツァ・ゴーデル
やわらぎクリニック

医療法人曙会 和歌浦中央病院

鳥取産院

医療社団法人松下会 白庭病院

医療法人千徳会 桜ヶ丘病院

鳥取市立病院

医療法人橿原友紘会 大和橿原病院

医療法人洗心会 玉置病院

鳥取生協病院

医療法人桂会 平尾病院

医療法人南労会 紀和病院

鳥取赤十字病院

医療法人弘仁会 南和病院

医療法人福慈会 福外科病院

鳥取大学医学部附属病院

医療法人社団清心会 桜井病院

医療法人裕紫会 中谷病院

藤井政雄記念病院

医療法人新仁会 奈良春日病院

稲田病院

独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター

医療法人新生会 総合病院 高の原中央病院

海南市民病院

独立行政法人国立病院機構 米子医療センター

医療法人拓生会 奈良西部病院

角谷リハビリテーション病院

日南町国民健康保険日南病院

医療法人田北会 田北病院

角谷整形外科病院

日野病院組合日野病院

医療法人八甲会 潮田病院

笠松病院

伯耆中央病院

医療法人平和会 吉田病院

紀の郷病院

幡病院

医療法人宝山会 奈良小南病院

紀南こころの医療センター

養和病院

宇陀市立病院

紀南病院

果恵会 恵王病院

久仁会 宇都宮病院

【島根県】

吉野町国民健康保険吉野病院

宮本病院

雲南市立病院

郡山青藍病院

橋本市民病院

安来市医師会病院

健生会 土庫病院

公立那賀病院

安来市立病院

県総合リハビリテーションセンター

向陽病院

医療法人吉生会 吉岡病院

五条山病院

高山病院

医療法人財団 公仁会鹿島病院

公益財団法人 天理よろづ相談所病院

国保すさみ病院

医療法人慈誠会 山根病院

公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院

国保日高総合病院

医療法人慈誠会 山根病院三隅分院

高井病院

国保野上厚生総合病院

医療法人社団 耕雲堂小林病院

国保中央病院

今村病院

医療法人社団 日立記念病院

済生会 中和病院

児玉病院

医療法人仁風会 八雲病院

財団法人 天理よろづ相談所病院白川分院

社会福祉法人恩賜財団 済生会和歌山病院

医療法人正光会 松ヶ丘病院

阪奈中央病院

須佐病院

医療法人同仁会 こなんホスピタル

市立奈良病院

西和歌山病院

隠岐広域連合立隠岐島前病院

社会福祉法人恩賜財団 済生会御所病院

誠佑記念病院

益田赤十字病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

中江病院

公立邑智病院

独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター

社会福祉法人恩賜財団 島根県済生会江津総合病院

秋津鴻池病院

独立行政法人国立病院機構 和歌山病院

社団法人益田市医師会立

西の京病院

那賀リハビリテーション病院

西奈良中央病院

南紀福祉センター附属病院

大和高田市立病院

日本赤十字社 和歌山医療センター

出雲市民リハビリテーション病院

藤村病院

白浜はまゆう病院

出雲市立総合医療センター

独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター

北出病院

松江記念病院

独立行政法人国立病院機構 奈良医療センター

有田市立病院

松江市立病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院

和歌山県立こころの医療センター

松江生協リハビリテーション病院

奈良厚生会病院

和歌山県立医科大学附属病院

松江青葉病院

奈良東九条病院

和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院

松江赤十字病院

奈良東病院

和歌山生協病院

西部島根医療福祉センター

南和広域医療企業団 五條病院

和歌山労災病院

総合病院松江生協病院

服部記念病院

【鳥取県】

町立奥出雲病院

平成記念病院

ウエルフェア北園渡辺病院

津和野共存病院

万葉クリニック

医療福祉センター倉吉病院

島根県立こころの医療センター

當麻病院

医療法人社団 尾﨑病院

島根県立中央病院

医療法人十字会 野島病院

島根大学医学部附属病院

奈良県済生会奈良病院

南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター

益田地域医療センター医師会病院
出雲医療生活協同組合 出雲市民病院

大田市立病院

【和歌山県】

医療法人昌生会 新田外科胃腸科病院

東部島根医療福祉センター

医療法人やすだ 堀口記念病院

医療法人清和会 垣田病院

特定特別医療法人昌林会 安来第一病院

医療法人恵友会 恵友病院

医療法人専仁会 信生病院

独立行政法人国立病院機構 松江医療センター

医療法人晃和会 谷口病院

医療法人大淀会 米子東病院

独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター

医療法人青松会 河西田村病院

医療法人明和会 医療福祉センター渡辺病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院

医療法人宝山会 白浜小南病院

岩美町国民健康保険岩美病院

飯南町立飯南病院

くしもと町立病院

共済会清水病院

斐川生協病院

医療法人 井上病院

錦海リハビリテーション病院

平成記念病院

医療法人 田村病院

高島病院

六日市病院

医療法人 藤民病院

国民健康保険智頭病院

医療法人 浜病院

山陰労災病院

【岡山県】

医療法人たちばな会 西岡病院

社会医療法人 同愛会 博愛病院

一般財団法人 赤堀病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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医療法人天和会 松田病院

柵原病院

アマノ病院

医療法人晴顕会 大谷病院

児島聖康病院

医療法人社団和恒会 ふたば病院

医療法人萌生会 国定病院

児島中央病院

医療法人社団 岡崎医院

おおもと病院

慈圭病院

こぶしの里病院

コープリハビリテーション病院

柴田病院

独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院

セントラルシティ病院

社会医療法人 岡村一心堂病院

ナカムラ病院

チクバ外科胃腸科肛門科病院

社会医療法人高見徳風会 希望ヶ丘ホスピタル

広島中央リハビリテーション病院

独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

独立行政法人労働者健康安全機構
吉備高原医療リハビリテーションセンター
まび記念病院

岡山県岡山済生会総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
岡山県済生会吉備病院

ヒロシマ平松病院
マッターホルンリハビリテーション病院
マツダ株式会社 マツダ病院
メープルヒル病院

やまな病院

重井医学研究所附属病院

ワカサ・リハビリ病院

旭ケ丘病院

勝山病院

安芸太田病院

旭川荘療育センター療育園

心臓病センター榊原病院

医療法人JR広島病院

医療法人 さとう記念病院

新見中央病院

医療法人Ｋ．Ｆ．会 福山青葉台病院

医療法人 佐藤胃腸科外科病院

森下病院

医療法人あかね会 土谷総合病院

医療法人 平病院

真庭市国民健康保険湯原温泉病院

医療法人ぎおん 牛田病院

医療法人紀典会 北川病院

真備中央病院

医療法人せのがわ 瀬野川病院

医療法人三十会 倉敷神経科病院

仁誠会 瀬戸内記念病院

医療法人つばさ 廣本クリニック

医療法人至誠会 赤松病院

水島第一病院

医療法人ながえ会 庄原同仁病院

医療法人社団 光生病院

瀬戸内市立瀬戸内市民病院

医療法人みずの会 さんよう水野病院

医療法人社団 菅病院

積善病院

医療法人杏仁会 松尾内科病院

医療法人社団吉美会 吉備高原ルミエール病院

赤磐医師会病院

医療法人紅萌会 福山記念病院

医療法人社団同仁会 金光病院

赤磐市立熊山病院

医療法人財団愛人会 河村病院

医療法人昭和会 倉敷北病院

川崎医科大学総合医療センター

医療法人財団慈杏会 土肥整形外科病院

医療法人創和会 しげい病院

川崎医科大学附属病院

医療法人三宅会 三宅整形外科病院

医療法人操風会 岡山リハビリテーション病院

浅野病院

医療法人慈生会 前原病院

医療法人長光会 長島病院

倉敷シティ病院

医療法人慈彗会 亀川病院

医療法人東浩会 石川病院

倉敷紀念病院

医療法人社団 島谷病院

医療法人宝生会 名越産婦人科

倉敷広済病院

医療法人社団おると会 浜脇整形外科病院

医療法人緑十字会 笠岡中央病院

倉敷市立児島市民病院

医療法人社団葵会 八本松病院

医療法人和風会 中島病院

倉敷仁風ホスピタル

医療法人社団一陽会 原田病院

医療法人鷲風会 下津井病院

倉敷成人病センター

医療法人社団永楽会 前田病院

井原市立井原市民病院

倉敷第一病院

医療法人社団啓卯会 村上記念病院

一般財団法人志清会 岡山紀念病院

倉敷平成病院

医療法人社団健生会 いそだ病院

岡山ひだまりの里病院

総合病院岡山赤十字病院

医療法人社団玄同会 小畠病院

岡山旭東病院

総合病院玉野市立玉野市民病院

医療法人社団公仁会 槙殿順記念病院

岡山医療生活協同組合 総合病院岡山協立病院

総合病院水島協同病院

医療法人社団宏仁会 寺岡整形外科病院

岡山県健康づくり財団付属病院

総合病院水島中央病院

医療法人社団更生会 草津病院

岡山光南病院

総合病院津山第一病院

医療法人社団済井会 福山光南病院

岡山市・久米南町組合立国民健康保険福渡病院

総合病院落合病院

医療法人社団若葉会 蔵王病院

岡山市立せのお病院

草加病院

医療法人社団曙会 シムラ病院

岡山西大寺病院

大杉病院

医療法人社団親和会 やまと病院

岡山大学病院

丹羽病院

医療法人社団仁鷹会 たかの橋中央病院

岡山第一病院

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター

医療法人社団仁風会 青木病院

岡山中央病院

岡山市立市民病院

医療法人社団仁和会 児玉病院

岡山中央奉還町病院

中谷外科病院

医療法人社団中川会 呉中通病院

岡山東中央病院

鳥越病院

医療法人社団八千代会 八千代病院

岡山博愛会 岡山博愛会病院

津山中央記念病院

医療法人社団朋和会 西広島リハビリテーション病院

笠岡第一病院

田尻病院

医療法人社団友和会 友和病院

笠岡病院

渡辺胃腸科外科病院

医療法人社団悠仁会 後藤病院

宮本整形外科病院

渡辺病院

医療法人社団有信会 呉記念病院

玉島協同病院

藤沢脳神経外科病院

医療法人社団陽正会 寺岡記念病院

玉島第一病院

藤田病院

医療法人秀明会 小池病院

玉島中央病院

独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター

医療法人叙叙会 福山第一病院

玉野三井病院

独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター

医療法人真慈会 真愛病院

金田病院

備前市国民健康保険市立吉永病院

医療法人仁康会 本郷中央病院

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構

備前市国民健康保険市立備前病院

医療法人翠星会 松田病院

美作中央病院

医療法人清幸会 三原城町病院

武田病院

医療法人村上会 福山回生病院

平井病院

医療法人大林会 福山仁風荘病院

向陽台病院

芳野病院

医療法人辰川会 山陽病院

高梁市国民健康保険成羽病院

矢掛町国民健康保険病院

医療法人徹慈会 堀病院

高梁中央病院

竜操整形外科病院

医療法人東和会 小林病院

高梁病院

林精神医学研究所附属林道倫精神科神経科病院

医療法人明和会 益田病院

国立療養所長島愛生園

林病院

医療法人里仁会 仁生病院

佐藤病院

【広島県】

医療法人緑風会 ほうゆう病院

財団法人津山慈風会 津山中央病院

医療法人社団八千代会 メリィホスピタル

医療法人和同会 広島パークヒル病院

倉敷リバーサイド病院
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院

国立療養所邑久光明園

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。

医療法人里仁会 白龍湖病院

22/31

2021年3月現在
5964施設

医療安全情報提供医療機関一覧
井野口病院
一ノ瀬病院
因島医師会病院
加川整形外科病院
介護療養型老人保健施設いわさき
いわさきクリニック

地方独立行政法人広島市病院機構
広島市立安佐市民病院
地方独立行政法人広島市立病院機構
広島市立広島市民病院

医療法人清志会 藤政病院
医療法人清仁会 林病院
医療法人清和会 吉南病院
医療法人聖比留会 セントヒル病院

中国電力株式会社 中電病院

医療法人聖比留会 厚南セントヒル病院

中澤内科病院

医療法人全生会 周防病院

梶川病院

東広島記念病院

医療法人其桃会 西尾病院

健照会 セオ病院

藤井病院

医療法人博愛会 宇部記念病院

県立安芸津病院

特定医療法人財団竹政会 セントラル病院

医療法人博愛会 村田博愛病院

県立広島病院

特定医療法人大慈会 三原病院

医療法人陽光会 光中央病院

県立神石三和病院

独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター

医療法人緑山会 鹿野博愛病院

五日市記念病院

独立行政法人国立病院機構

呉市医師会病院

呉医療センター・中国がんセンター

医療法人和同会 防府リハビリテーション病院
下関市医師会病院

光の丘病院

独立行政法人国立病院機構 広島西医療センター

下関市立市民病院

公立みつぎ総合病院

独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター

下関市立豊浦病院

公立下蒲刈病院

独立行政法人国立病院機構 福山医療センター

岩国市医療センター医師会病院

公立学校共済組合 中国中央病院

楠本病院

岩国市立美和病院

公立世羅中央病院

廿日市記念病院

岩国第一病院

広島グリーンヒル病院

日比野病院

共立美東国民健康保険病院

広島医療生活協同組合広島共立病院

日本鋼管福山病院

玉木病院

広島県厚生農業協同組合連合会 吉田総合病院

日立造船健康保険組合 因島総合病院

桑陽病院

広島県厚生農業協同組合連合会 府中総合病院

尾道市立市民病院

鼓ヶ浦こども医療福祉センター

広島県立障害者リハビリテーションセンター

福山市民病院

光市立光総合病院

福山循環器病院

光市立大和総合病院

広島厚生病院

福山城西病院

高取整形外科医院

広島市医師会運営・安芸市民病院

北広島町豊平病院

黒川病院

広島市立病院機構 広島市立リハビリテーション病院

木阪病院

山口リハビリテーション病院

広島市立病院機構 広島市立舟入病院

野村病院

山口赤十字病院

広島大学病院

【山口県】

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

広島第一病院

株式会社日立製作所笠戸事業所付属 日立病院

広島逓信病院

独立行政法人労働者健康安全機構 山口労災病院

康成病院

ひらい病院

荒木脳神経外科病院

リフレまえだ病院

周東総合病院

高陽ニュータウン病院

わただ内科

周南記念病院

高陽中央病院

医療法人 岩国みなみ病院

周南市立新南陽市民病院

国家公務員共済組合連合会 吉島病院

医療法人 岩国病院

周防大島町立大島病院

国家公務員共済組合連合会 呉共済病院

医療法人 錦病院

小郡第一総合病院

国家公務員共済組合連合会 広島記念病院

医療法人 仁保病院

小野田赤十字病院

国家公務員共済組合連合会呉共済病院 忠海分院

医療法人 長府病院

森田病院

佐藤病院

医療法人 桃崎病院

生和会 徳山リハビリテーション病院

三原市医師会病院

医療法人愛の会 光風園病院

前田内科病院

三次地区医療センター

医療法人茜会 昭和病院

地域医療支援病院オープンシステム 徳山医師会病院

三篠会 重症児・者福祉医療施設 ふれいあライフ原

医療法人医誠会 都志見病院

地方独立行政法人山口県立病院機構

山口整形外科病院

医療法人協愛会 阿知須共立病院

山崎病院

医療法人玖玉会 玖珂中央病院

山本整形外科病院

医療法人恵愛会 防府保養院

特定医療法人社団松涛会 安岡病院

山本病院

医療法人元洋会 森山病院

独立行政法人国立病院機構 関門医療センター

市立三次中央病院

医療法人光の会 重本病院

独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター

自衛隊呉病院

医療法人光風会 岩国中央病院

独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター

社会医療法人社団沼南会 沼隈病院

医療法人康淳会 緑町三祐病院

独立行政法人国立病院機構 柳井医療センター

社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院

医療法人至誠会 梅田病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

社会医療法人定和会 神原病院

医療法人社団 宇部興産中央病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人社団季朋会 王司病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院

医療センター

広島赤十字・原爆病院

広島県済生会広島病院

山口大学医学部附属病院
山口県湯田温泉病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
済生会山口総合病院

山口県立こころの医療センター
湯野温泉病院

下関医療センター

医療法人社団向陽会 阿知須同仁病院

萩市民病院

重症心身障害児施設 ときわ呉

医療法人社団慈光会 江藤病院

美祢市立病院

庄原市立西城市民病院

医療法人社団慈生会 萩慈生病院

庄原赤十字病院

医療法人社団曙会 佐々木病院

【徳島県】

須波宗斉会病院

医療法人社団松友会 松本外科病院

JA徳島厚生連 吉野川医療センター

翠清会・梶川病院

医療法人社団信愛会 瀬戸病院

医療法人ゆうあい会 愛日病院

生協さえき病院

医療法人社団清富会 サンポプラ病院

医療法人徳松会 松永病院

西条中央病院

医療法人社団長明会 長沢病院

ホウエツ病院

石原脳神経外科病院

医療法人社団豊美会 田代台病院

ゆうあいホスピタル

千代田病院

医療法人若草会 小郡まきはら病院

リバーサイドのぞみ病院

総合病院三原赤十字病院

医療法人新生会 いしい記念病院

リハビリテーション大神子病院

総合病院福島生協病院

医療法人神徳会 三田尻病院

伊月病院

太田川東ケアセンター

医療法人仁徳会 周南病院

医療法人なぎさ会 沖の洲病院

太田川病院

医療法人水の木会 下関病院

医療法人愛生会 兼松病院

大野浦病院

医療法人星の里会 岡病院

医療法人加藤会 小松島金磯病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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医療安全情報提供医療機関一覧
医療法人至誠会 宮本病院

鳴門山上病院

独立行政法人労働者健康安全機構 愛媛労災病院

医療法人慈成会 寺沢病院

木下病院

西予市立西予市民病院

医療法人修誠会 吉野川病院

藍里病院

渡部病院

医療法人十全会 井上病院

愛南町国保一本松病院

医療法人松風会 江藤病院

【香川県】

医療法人成美会 鈴江病院

医療法人社団重仁 まるがめ医療センター

愛媛県立子ども療育センター

医療法人清流会 緑ヶ丘病院

KKR高松病院

愛媛県立新居浜病院

医療法人静可会 三加茂田中病院

かがわ総合リハビリテーション病院

愛媛県立中央病院

医療法人川島会 川島病院

さぬき市民病院

愛媛県立南宇和病院

医療法人博美会 大野病院

独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院

愛媛十全医療学院附属病院

医療法人平成博愛会 博愛記念病院

綾川町国民健康保険陶病院

愛媛生協病院

医療法人明和会 たまき青空病院

医療法人 明世社白井病院

愛媛大学医学部附属病院

医療法人凌雲会 稲次病院

医療法人圭良会 永生病院

旭川荘南愛媛病院

医療法人倚山会 きたじま田岡病院

医療法人財団博仁会 キナシ大林病院

伊予病院

医療法人倚山会 田岡病院

医療法人社団 たけお会岩佐病院

医療法人 グランセル佐藤実病院

浦田病院

医療法人社団 西山脳神経外科病院

医療法人 住友別子病院

永尾病院

医療法人社団 百石病院

医療法人 中川病院

岡内科病院

医療法人社団ひかり会 河内病院

医療法人一朋会 増田病院

海陽町国民健康保険海南病院

医療法人社団愛有会 岩崎病院

医療法人慶尚会 恵康病院

岩朝病院

医療法人社団慶昭会 おおにし病院

医療法人敬愛会 久米病院

亀井病院

医療法人社団健仁会 岩本病院

医療法人光風会 永井病院

橘整形外科病院

医療法人社団健成会 河田病院

医療法人光佑会 くろだ病院

橋本病院

医療法人社団厚仁会 厚仁病院

医療法人康人会 西岡病院

古川病院

医療法人社団弘徳会 マオカ病院

医療法人弘仁会 共立病院

高田整形外科病院

医療法人社団更新会 丸亀林病院

医療法人弘友会 加戸病院

高木医療コア

医療法人社団香川勤労者医療福祉会 高松協同病院

医療法人肱嵐会 石村病院

国民健康保険勝浦病院

医療法人社団三和会 しおかぜ病院

医療法人財団慈強会 松山リハビリテーション病院

桜木病院

医療法人社団寿愛会 羽崎病院

医療法人三省会 村上病院

三好市国民健康保険 市立三野病院

医療法人社団純心会 善通寺前田病院

医療法人慈孝会 福角病院

三木リハビリテーション病院

医療法人社団正寿会 高瀬第一病院

医療法人社団更正会 村上記念病院

三野田中病院

医療法人社団清風会 中山病院

医療法人社団樹人会 北条病院

秋田病院

医療法人社団中和会 西紋病院

医療法人順風会 天山病院

小松島病院

医療法人社団豊南会 香川井下病院

医療法人青峰会 くじら病院

城西病院

医療法人社団和風会 橋本病院

医療法人千寿会 道後温泉病院

城南病院

医療法人社団雙和会 クワヤ病院

医療法人団伸会 奥島病院

愛媛県立今治病院

森岡病院

医療法人仁寿会 吉田病院

医療法人滴水会 吉野病院

水の都脳神経外科病院

医療法人日昭会 岡病院

医療法人天真会 南高井病院

成田病院

医療法人和光会 前田病院

医療法人同仁会 おおぞら病院

折野病院

加藤病院

医療法人平成会 山内病院

善成病院

樫村病院

医療法人補天会 光生病院

第一病院

宮野病院

医療法人佑心會 堀江病院

谷病院

五色台病院

医療法人和光会 土橋共立病院

地方独立行政法人 徳島県鳴門病院

広瀬病院

医療法人和昌会 貞本病院

中洲八木病院

香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院

医療法人鷲友会 牧病院

町立上那賀病院

香川県立中央病院

医療法人倬清会 横山病院

天満病院

香川大学医学部附属病院

医療法人綮愛会 石川病院

田岡東病院

高松市立みんなの病院

井出病院

藤井病院

高松赤十字病院

一般財団法人永頼会 松山市民病院

藤内整形外科病院

国立療養所大島青松園

宇都宮病院

徳島健生病院

細川病院

宇和島市立津島病院

徳島県厚生農業協同組合連合会 阿波病院

財団法人 三宅医学研究所附属

宇和島徳洲会病院

徳島県立三好病院

三宅リハビリテーション病院

浦屋病院

徳島県立中央病院

財団法人 大西精神衛生研究所附属大西病院

加藤整形外科病院

徳島市民病院

坂出市立病院

喜多医師会病院

徳島赤十字ひのみね総合療育センター

坂出聖マルチン病院

鬼北町立北宇和病院

徳島赤十字病院

四国こどもとおとなの医療センター

公立学校共済組合 四国中央病院

徳島大学病院

社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院

広瀬病院

独立行政法人国立病院機構 東徳島医療センター

社会福祉法人恩腸財団済生会支部 香川県済生会病院

高山内科病院

独立行政法人国立病院機構 徳島病院

仁樹会オサカ病院

国民健康保険久万高原町立病院

南海病院

多度津三宅病院

今治セントラル病院

八多病院

太田病院

今治市医師会市民病院

眉山病院

藤田脳神経外科医院

財団法人正光会 宇和島病院

美波町国民健康保険 美波病院

独立行政法人国立病院機構 高松医療センター

財団法人積善会 附属十全総合病院

美摩病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 りつりん病院

三木病院

浜病院

木太三宅病院

市立宇和島病院

北條病院

【愛媛県】

市立八幡浜総合病院

麻野病院

医療法人 山本整形外科

社会福祉法人恩賜財団済生会 小田診療所

鳴門シーガル病院

きら病院

社会福祉法人恩賜財団済生会 松山病院

保岡クリニック論田病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。

市立大洲病院
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医療安全情報提供医療機関一覧
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
愛媛県済生会今治第二病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
愛媛県済生会今治病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
愛媛県済生会西条病院

久病院

医療法人社団江頭会 さくら病院

近森オルソリハビリテーション病院

医療法人社団益豊会 今宿病院

近森リハビリテーション病院

医療法人福岡桜十字 桜十字福岡病院

近森病院 第二分院

医療法人鵬志会 別府病院

香長中央病院

医療法人相生会 ピーエスクリニック

高橋病院

透析・血管アクセスセンター

松山ベテル病院

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

医療法人相生会 福岡みらい病院

松山笠置記念心臓血管病院

高知県厚生農業協同組合連合会 JA高知病院

医療法人社団豊泉会 丸山病院

松山記念病院

高知県立あき総合病院

医療法人信和会 福岡信和病院

松山西病院

高知県立幡多けんみん病院

エンゼル病院

松山赤十字病院

高知県立療育福祉センター

オアシス 福岡志恩病院

松山第一病院

高知厚生病院

おおき矯正歯科

松風病院

高知城東病院

桑原産婦人科医院

消化器科久保病院

高知生協病院

けご病院

新居浜山内病院

高知赤十字病院

さく病院

真網代くじらリハビリテーション病院

高知総合リハビリテーション病院

シーサイド病院

瀬戸内海病院

高知大学医学部附属病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

西条愛寿会病院

高陵病院

西条市立周桑病院

国吉病院

セントマザー産婦人科医院

西条中央病院

佐川町立高北国民健康保険病院

独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院

西条道前病院

三愛病院

独立行政法人労働者健康安全機構

西予市立野村病院

山崎外科・整形外科病院

大洲記念病院

四万十市立市民病院

大洲中央病院

社会医療法人近森会 近森病院

鷹の子病院

森木病院

日浅レディースクリニック

渡辺病院

清和病院

二日市整形外科クリニック

独立行政法人国立病院機構 愛媛医療センター

聖ヶ丘病院

二日市徳州会病院

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター

浅井病院

ほりたレディースクリニック

独立行政法人地域医療機能推進機構 宇和島病院

大井田病院

みさき病院

内科・消化器科羽鳥病院

大西病院

ゆうかり医療療育センター

南松山病院

谷病院

安本病院

波方中央病院

池本歯科医院

伊都の丘病院

白石病院

竹本病院

医療法人 あさひ松本病院

放射線第一病院

中ノ橋病院

医療法人 いわさクリニック

豊岡台病院

中山歯科医院

医療法人 けやき会東病院

鈴木病院

中村病院

医療法人 つくし会病院

福岡県済生会大牟田病院

九州労災病院門司メディカルセンター
独立行政法人労働者健康安全機構
総合せき損センター

朝倉病院

医療法人 はるか 聖ヨハネ病院

【高知県】

潮江高橋病院

医療法人 ユーアイ西野病院

あけぼのちょう高橋歯科

長浜病院

医療法人 安倍病院

いずみの病院

田辺病院

医療法人 永野病院

医療法人旦龍会 町田病院

田野病院

医療法人 楽天堂廣橋病院

だいいちリハビリテーション病院

土佐希望の家

医療法人 吉村病院

なかとさ病院

土佐清水病院

医療法人 協和病院

愛宕病院分院

土佐田村病院

医療法人 古森病院

医療法人つくし会 南国病院

島本病院

医療法人 古川病院

医療法人一条会 渡川病院

梼原町立国保梼原病院

医療法人 恒生堂永田整形外科病院

医療法人金峰会 山崎病院

藤戸病院

医療法人 寺沢病院

医療法人五月会 須崎くろしお病院

特定医療法人久会 図南病院

医療法人 十連病院

医療法人光陽会 いの病院

特定医療法人仁生会 細木病院

医療法人 上野病院

医療法人広正会 井上病院

独立行政法人国立病院機構 高知病院

医療法人 正和中央病院

医療法人産研会 上町病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 高知西病院

医療法人 西福岡病院

医療法人十全会 早明浦病院

南国厚生病院

医療法人 曽我病院

医療法人尚腎会 高知高須病院

南国中央病院

医療法人 筑紫南ケ丘病院

医療法人森下会 森下病院

南病院

医療法人 南川整形外科病院

医療法人仁栄会 島津病院

幡多 希望の家

医療法人 楠病院

医療法人瑞洋会 田中整形外科病院

幡多病院

医療法人 浜田病院

医療法人清悠会 松谷病院

平田病院

医療法人 福吉病院

医療法人千博会 ネオリゾートちひろ病院

北村病院

医療法人 文杏堂杉病院

医療法人川村会 くぼかわ病院

北島病院

医療法人かぶとやま会

医療法人川村会 川村病院

本山町立国保嶺北中央病院

医療法人竹下会 竹下病院

毛山病院

医療法人コミュノテ風と虹 のぞえ総合心療病院

一陽病院

木村病院

医療法人みなみ 粕屋南病院

永井病院

野市整形外科病院

医療法人医和基会 牧山中央病院

岡村病院

野市中央病院

医療法人井上会 篠栗病院

下司病院

渭南病院

医療法人開陽会 國吉眼科

海辺の杜ホスピタル

【福岡県】

医療法人格心会 晴明病院

海里マリン病院

JR九州病院

医療法人冠 博多心臓血管病院

間﨑病院

医療法人海邦会 松崎記念病院

医療法人完光会 今野病院

下村病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。

久留米リハビリテーション病院

医療法人格心会 蒲池病院
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医療法人恵光会 原病院

医療法人豊司会 新門司病院

社会医療法人社団高野会 くるめ病院

医療法人恵真会 渡辺整形外科病院

医療法人豊資会 加野病院

社会医療法人社団至誠会 木村病院

医療法人敬愛会 新田原聖母病院

医療法人明和会 茂木病院

社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院

医療法人敬天会 東和病院

医療法人柳育会 柳病院

社会医療法人天神会 古賀病院21

医療法人健愛会 健愛記念病院

医療法人悠久会 大牟田共立病院

社会医療法人天神会 新古賀病院

医療法人健美会 佐々木病院

医療法人羅寿久会 浅木病院

社会福祉法人杏和会 やまびこ学園

医療法人原信会 原口病院循環器科内科

医療法人隆信会 遠賀いそべ病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人光生会 久留米厚生病院

医療法人緑風会 八幡大蔵病院

医療法人光風会 宗像病院

医療法人泯江堂 三野原病院

医療法人光洋会 赤間病院

井口野間病院

医療法人弘恵会 ヨコクラ病院

井上病院

社会福祉法人小倉新栄会 新栄会病院

医療法人弘優会 日高眼科クリニック

井槌病院

社会福祉法人柏芳会 田川新生病院

医療法人済世会 河野名島病院

一般財団法人福岡県社会保険医療協会

医療法人財団つばさ 行橋厚生病院

社会保険田川病院

福岡県済生会八幡総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福岡県済生会福岡総合病院

社会保険大牟田天領病院
社会保険仲原病院

医療法人三裕会 拾六町病院

一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院

社会保険二瀬病院

医療法人慈恵会 慈恵曽根病院

一般社団法人日本海員掖済会 門司掖済会病院

若久病院

医療法人慈恵会 沼本町病院

一本松病院

若戸病院

医療法人社団 シマダ嶋田病院

猿渡整形外科医院

宗像医師会病院

医療法人社団 黒崎整形外科病院

遠賀中間医師会病院

宗像久能病院

医療法人社団 渡辺病院

岡部病院

宗像水光会総合病院

医療法人社団うら梅の郷会 朝倉記念病院

嘉麻赤十字病院

秋本病院

医療法人社団せいわ会 みなかぜ病院

河内病院

重症心身障害児施設 久山療育園

医療法人社団愛信会 小倉到津病院

河野病院

小倉セントラル病院

医療法人社団愛和会 古賀中央病院

貝塚病院

小倉リハビリテーション病院

医療法人社団温故会 直方中村病院

甘木病院

小倉蒲生病院

医療法人社団響会 前田病院

雁の巣病院

小倉第一病院

医療法人社団慶仁会 川崎病院

吉村病院

小倉中井病院

医療法人社団広仁会 広瀬病院

久留米大学医療センター

小波瀬病院

医療法人社団桜珠会 可也病院

久留米大学病院

小嶺江藤病院

医療法人社団三光会 誠愛リハビリテーション病院

及川病院

松井病院

医療法人社団宗正会 東福間病院

宮城病院

松永病院

医療法人社団昭友会 田中病院

京都病院

上曽根病院

医療法人社団親和会 共立病院

金隈病院

上野外科胃腸科病院

医療法人社団翠会 行橋記念病院

九州歯科大学附属病院

新行橋病院

医療法人社団正樹会 佐田整形外科病院

九州大学病院

新生会病院

医療法人社団正信会 水戸病院

健和会 京町病院

神代病院

医療法人社団誠心会 萩原中央病院

原田病院

秦病院

医療法人社団誠和会 牟田病院

原土井病院

水城病院

医療法人社団筑水会 筑水会病院

戸畑けんわ病院

杉循環器科内科病院

医療法人社団日晴会 久恒病院

戸畑リハビリテーション病院

聖マリア病院

医療法人社団福光会 福田眼科病院

戸畑共立病院

聖ヨゼフ園

医療法人社団豊永会 飯塚記念病院

公益財団法人健和会 健和会大手町病院

聖峰会マリン病院

医療法人社団堀川会 堀川病院

公益財団法人大牟田医療協会 南大牟田病院

製鉄記念八幡病院

医療法人社団緑風会 水戸病院

公益社団法人福岡医療団

西田クリニック

医療法人社団廣徳会 岡部病院

たたらリハビリテーション病院

青山中央外科病院

医療法人秋桜会 新中間病院

公立学校共済組合 九州中央病院

石蔵病院

医療法人春成会 樋口病院

公立八女総合病院

千鳥橋病院

医療法人松風海 内藤病院

溝口外科整形外科病院

川添記念病院

医療法人深樹 原澤循環器内科・内科クリニック

香月病院

川浪リハビリテーション病院

医療法人成雅会 泰平病院

香椎療養所

川浪病院

医療法人正寿会 鎌田外科病院

高崎小児科医院

早良病院

医療法人正誠会 倉重病院

高山病院

村上華林堂病院

医療法人正明会 諸岡整形外科病院

高邦会 福岡山王病院

太刀洗病院

医療法人聖ルチア会 聖ルチア病院

高良台リハビリテーション病院

大岩外科医院

医療法人静光園 白川病院

国家公務員共済組合連合会 千早病院

大原病院

医療法人洗心会 倉永病院

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院

大川病院

医療法人相生会 宮田病院

今津赤十字病院

大平メディカルケア病院

医療法人蔦の会 たなか病院

財団法人医療・介護・教育研究財団 柳川病院

大牟田記念病院

医療法人東翔会 東原整形外科病院

財団法人西日本産業衛生会 若杉病院

大牟田保養院

医療法人同仁会 乙金病院

三宅脳神経外科病院

地方独立行政法人 大牟田市立病院

医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院

三宅病院

地方独立行政法人 筑後市立病院

医療法人博腎会 博腎会病院

三萩野病院

地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院

医療法人白十字会 白十字病院

産科・婦人科愛和病院

地方独立行政法人福岡市立病院機構

医療法人白翠園 春日病院

産業医科大学病院

医療法人箱田会 箱田病院

糸田町立緑ケ丘病院

池友会 福岡新水巻病院

医療法人八女発心会 姫野病院

糸島医師会病院

筑紫野病院

医療法人飯塚恵仁会 たていわ病院

自衛隊福岡病院

中間市立病院

医療法人冨松記念会 三池病院

社会医療法人財団池友会 新小文字病院

中村病院

医療法人福満会 ふくみつ病院

社会医療法人財団池友会 福岡和白病院

朝倉医師会病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。

福岡市立こども病院
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町立芦屋中央病院

有松病院

藤﨑病院

長田病院

緑ケ丘病院

特定医療法人祐愛会 織田病院

鳥巣病院

泯江堂油山病院

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター

【佐賀県】

独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院

田主丸中央病院
田川市立病院

独立行政法人国立病院機構 佐賀病院

特定医療法人 順和長尾病院

一般社団法人巨樹の会 新武雄病院

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター

特定医療法人東筑会 東筑病院

いぬお病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 佐賀中部病院

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター

うれしのふくだクリニック

白石保養院

独立行政法人国立病院機構 九州医療センター

きやま鹿毛病院

泌尿器科いまりクリニック

独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター

きやま髙尾病院

副島整形外科病院

独立行政法人国立病院機構 大牟田病院

しげた総合診療クリニック

副島病院

独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター

ふじおか病院

福田脳神経外科病院

独立行政法人国立病院機構 福岡病院

やよいがおか鹿毛病院

福田病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院

医療法人 ひらまつ病院

堀田病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

医療法人 森本病院
医療法人 進藤病院

【長崎県】

独立行政法人地域医療推進機構 九州病院

医療法人 静便堂白石共立病院

医療法人佐世保晩翠会 村上病院

那珂川病院

医療法人 朝長医院

医療法人昭和会 長崎あじさい病院

南ケ丘病院

医療法人 天心堂志田病院

医療法人常葉会 長与病院

日高整形外科病院

医療法人 平川病院

医療法人坂口子供クリニック

博愛会病院

医療法人ロコメディカル 江口病院

医療法人光仁会 光仁会病院

博愛病院

医療法人愛仁会 新屋敷病院

医療法人光佑会 北川病院

白浜病院

医療法人回生会 うえきクリニック

重工記念長崎病院

八女リハビリ病院

医療法人啓心会 啓心会病院

みさかえの園むつみの家

八木病院

医療法人光仁会 西田病院

医療法人 ウィング高城病院

半井病院

医療法人幸善会 前田病院

医療法人 光晴会病院

飯塚市立頴田病院

医療法人財団友朋会 嬉野温泉病院

医療法人アリス会 京町内科病院

飯塚病院

医療法人至誠会 なゆたの森病院

医療法人わかば会 俵町浜野病院

疋田病院

医療法人社団栄寿会 古賀小児科内科病院

医療法人栄和会 泉川病院

浜崎病院

医療法人社団敬愛会 佐賀記念病院

医療法人外海弘仁会 日浦病院

不知火病院

医療法人社団再整会 口石病院

医療法人琴生会 大石共立病院

夫婦石病院

医療法人社団如水会 今村病院

医療法人恵仁会 今村病院

福岡リハビリテーション病院

医療法人社団博文会 小栁記念病院

医療法人慧明会 貞松病院

福岡記念病院

医療法人春陽会 上村病院

医療法人敬仁会 松浦病院

福岡輝栄会病院

医療法人順天堂 順天堂病院

医療法人玄州会 光武内科循環器科病院

福岡共立病院

医療法人松籟会 河畔病院

医療法人後藤会 ながさき内科・リウマチ科病院

福岡県済生会二日市病院

医療法人仁和会 小池病院

医療法人光善会 長崎百合野病院

福岡県立嘉穂病院

医療法人整和会 副島整形外科病院

医療法人厚生会 道ノ尾病院

福岡県立精神医療センター太宰府病院

医療法人正友会 松岡病院

医療法人厚生会 虹が丘病院

福岡県立粕屋新光園

医療法人正和会 志田病院

医療法人宏善会 諫早記念病院

福岡山田病院

医療法人清哲会 藤瀬医院

医療法人弘池会 口之津病院

福岡市医師会成人病センター

医療法人聖医会 藤川病院

医療法人佐世保同仁会 サン・レモリハビリ病院

福岡歯科大学医科歯科総合病院

医療法人誠晴會 納富病院

医療法人済家会 柴田長庚堂病院

福岡整形外科病院

医療法人智仁会 佐賀リハビリテーション病院

医療法人財団健友会 上戸町病院

福岡聖恵病院

医療法人虹心会 たなべクリニック産科婦人科

医療法人慈恵会 小江原中央病院

福岡赤十字病院

医療法人陽明会 樋口病院

医療法人社団尚整会 菅整形外科病院

福岡大学病院

医療法人實生会 池田産婦人科

医療法人衆和会 長崎腎病院

福岡保養院

境野病院

医療法人十全会 潜竜徳田循環器科整形外科病院

福岡豊栄会病院

古賀病院

医療法人昌生会 出口病院

福岡和仁会病院

佐賀市立富士大和温泉病院

医療法人城内会 八尾病院

福間病院

佐賀整肢学園こども発達医療センター

医療法人成蹊会 佐世保北病院

平尾台病院

佐賀大学医学部附属病院

医療法人誠愛会 佐世保記念病院

米の山病院

鮫島病院

医療法人誠仁会 千綿病院

芳野病院

三樹病院

医療法人青洲会 青洲会病院

北九州安部山公園病院

山のサナーレ・クリニック

医療法人青藍会 みどりの園病院

北九州古賀病院

山元記念病院

医療法人徳洲会 長崎北徳洲会病院

北九州市立医療センタ－

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人二輝会 佐藤病院

福岡ゆたか中央病院

北九州市立総合療育センター

佐賀県済生会唐津病院

医療法人平成会 女の都病院

北九州市立八幡病院

若楠療育園

医療法人有隣会 貴田神経内科・呼吸器科・内科病院

北九州市立門司病院

小城市民病院

医療法人祐里会 姉川病院

北九州宗像中央病院

森田医院

医療法人裕光会 谷川病院

北九州小倉病院

神野病院

医療法人雄人会 三川内病院

北九州湯川病院

大島病院

医療法人緑風会 長崎みどり病院

北九州八幡東病院

大野病院

医療法人和光会 恵寿病院

霧ヶ丘つだ病院

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館

医療法人和仁会 和仁会病院

明治記念病院

中多久病院

一般社団法人日本海員掖済会 長崎掖済会病院

門司松ヶ江病院

唐津赤十字病院

柿添病院

柳川療育センター

唐津第一病院

菊地病院

友田病院

唐津東松浦医師会医療センター

健正会大久保病院
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国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院

医療法人ましき会 益城病院

国立大学法人 長崎大学病院

医療法人杏章会 矢部広域病院

陣内病院
水俣協立病院

佐世保市総合医療センター

医療法人金澤会 青磁野リハビリテーション病院

水俣病院

佐世保中央病院

医療法人恵泉会 万江病院

杉村病院

自衛隊佐世保病院

医療法人健生会 明生病院

成尾整形外科病院

社会医療法人 長崎記念病院

医療法人室原会 菊南病院

聖ヶ塔病院

社会医療法人三佼会 宮崎病院

医療法人社団愛育会 福田病院

西合志病院

社会医療法人春回会 井上病院

医療法人社団岡山会 九州記念病院

西日本病院

社会医療法人春回会 出島病院

医療法人社団寿量会 熊本機能病院

川口病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 長崎県済生会病院

医療法人社団上野会 熊本博愛病院

川野病院

社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院

医療法人社団福本会 福本病院

帯山中央病院

重症心身障害児（者）施設 諫早療育センター

医療法人出田会 出田眼科病院

大塚病院

重症心身障害児施設 みさかえの園あゆみの家

医療法人仁木会 ニキハーティーホスピタル

谷田病院

聖フランシスコ病院

医療法人清和会 水前寺とうや病院

朝日野総合病院

聖マリア病院

医療法人聖粒会 慈恵病院

鶴田病院

西海市立病院

医療法人洗心会 荒尾こころの郷病院

堤病院

西諌早病院

医療法人蘇春堂 光生病院

天草郡市医師会立苓北医師会病院

大村市立病院

医療法人創起会 くまもと森都総合病院

天草慈恵病院

地方独立行政法人長崎市立病院機構

医療法人匂坂会 サキサカ病院

天草第一病院

井病院

田上病院

長崎県五島中央病院

長崎みなとメディカルセンター 市民病院

宇城総合病院

嶋田病院

長崎県上五島病院附属診療所有川医療センター

菊池郡市医師会立病院

東病院

長崎県対馬病院

菊池中央病院

特定医療法人杏林会 鴻江病院

長崎県島原病院

菊池有働病院

独立行政法人国立病院機構 菊池病院

長崎県病院企業団 長崎県精神医療センター

菊陽台病院

独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター

長崎県離島医療圏組合 奈留病院

菊陽病院

独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター

長崎県離島医療圏組合 奈良尾病院

吉田病院

独立行政法人国立病院機構 熊本南病院

長崎県立こども医療福祉センター

球磨郡公立多良木病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院

長崎労災病院

球磨病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

天神病院

玉名地域保健医療センター

田川療養所

窪田病院

人吉医療センター
独立行政法人地域医療機能推進機構

特定・特別医療法人雄博会 千住病院

熊本セントラル病院

特別医療法人響回会 長崎北病院

熊本リハビリテーション病院

南熊本病院

天草中央総合病院

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター

熊本回生会病院

南部中央病院

独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター

熊本県こども総合療育センター

日隈病院

独立行政法人国立病院機構 長崎病院

熊本市医師会熊本地域医療センター

日本赤十字社 熊本健康管理センター

独立行政法人地域医療機能推進機構 諌早総合病院

熊本市民病院

白梅病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 松浦中央病院

熊本循環器科病院

八代郡医師会立病院

南野病院

熊本赤十字病院

八代敬仁病院

日見中央病院

熊本託麻台病院

八代更生病院

日本赤十字社 長崎原爆諌早病院

熊本中央病院

八代病院

日本赤十字社 長崎原爆病院

熊本泌尿器科病院

伴病院

武部病院

慶徳加来病院

表参道吉田病院

平戸市立生月病院

御幸病院

武蔵ヶ丘病院

燿光リハビリテーション病院

公立玉名中央病院

平成とうや病院

向陽台病院

北部病院

【熊本県】

江南病院

本庄内科病院

あおば病院

荒瀬病院

悠愛病院

あきた病院

荒尾中央病院

悠紀会病院

阿蘇医療センター

国保水俣市立総合医療センター

竜山内科リハビリテーション病院

医療法人信和会 城ヶ崎病院

国民健康保険宇城市民病院

龍田病院

熊本大学病院

国民健康保険和水町立病院

渕上病院

くまもと温石病院

国立療養所菊池恵楓園

くまもと心療病院

坂本病院

【大分県】

くまもと成仁病院

桜十字病院

社会医療法人帰巌会 臼杵病院

くまもと青明病院

三森循環器科・呼吸器科病院

医療法人鶴林会 桂林病院

くわみず病院

山口病院

医療法人至誠会 帆秋病院

独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院

山鹿市民医療センター

セント・ルカ産婦人科

にしくまもと病院

山鹿中央病院

伊藤内科医院

ニュー天草病院

自衛隊熊本病院

医療法人 心葉消化器外科

はまゆう療育園

社会医療法人黎明会 美里リハビリテーション病院

医療法人杏林会 村上記念病院

ピネル記念病院

社会福祉法人恩賜財団 済生会みすみ病院

医療法人関愛会 佐賀関病院

福祉法人志友会 くまもと江津湖療育医療センター

社団医療法人熊本丸太会 熊本整形外科病院

医療法人興仁会 桑尾病院

メディカルケアセンターファイン

社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター

医療法人恵愛会 中村病院

やましろ病院

十善病院

医療法人弘仁会 中津脳神経外科病院

阿蘇やまなみ病院

小国公立病院

医療法人慈恵会 西田厚徳病院

阿蘇温泉病院

小林病院

医療法人慈善会 膳所病院

阿蘇立野病院

上天草市立上天草総合病院

医療法人社団 中津胃腸病院

医療法人 外山胃腸病院

城南病院

医療法人社団恵愛会 大分中村病院
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医療法人社団三杏会 仁医会病院
医療法人社団親幸会 浜脇記念病院

独立行政法人地域医療機能推進機構
南海医療センター

国見ケ丘病院
国民健康保険高原病院

医療法人社団親和会 衛藤病院

内田病院

国民健康保険中部病院

医療法人社団知心会 一ノ宮脳神経外科病院

日出児玉病院

黒木病院

医療法人順榮会 玖珠記念病院

日田中央病院

財団法人弘潤会 野崎東病院

医療法人小寺会 佐伯中央病院

博愛病院

財団法人弘潤会 野崎病院

医療法人新生会 高田中央病院

豊後大野市民病院

財団法人潤和リハビリテ－ション振興財団

医療法人仁泉会 畑病院

豊堂 岩尾整形外科病院

医療法人誠仁会 オアシス第一病院

明野中央病院

坂田病院

医療法人八宏会 有田胃腸病院

明和記念病院

鮫島病院

医療法人百善会 村橋病院

野口病院

慈英病院

医療法人明徳会 佐藤第一病院

潤和会記念病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

医療法人雄仁会 加藤病院

【宮崎県】

医療法人利光会 五反田胃腸科外科病院

えびの共立病院

社団法人八日会 宮崎循環器病院

井野辺病院

えびの市立病院

若草病院

一信会 大分整形外科病院

ピア・メンタルささき病院

宗正病院

宇佐高田医師会病院

ベテスダクリニック

小林市立病院

臼杵市医師会 コスモス病院

医療法人興生会 押川病院

西浦病院

永冨脳神経外科病院

医療法人啓仁会 城南病院

西都児湯医療センター

河野脳神経外科病院

医療法人慶明会 けいめい記念病院

千代田病院

岩男病院

医療法人慈光会 宮崎若久病院

早田病院

帰巖会みえ病院

医療法人社団愛鍼会 山元病院

瀧井病院

杵築市立山香病院

医療法人社団仁和会 竹内病院

辰元病院

九州大学病院別府病院

医療法人社団杉杏会 杉本病院

谷村病院

向井病院

医療法人社団牧会 小牧病院

椎葉村国民健康保険病院

轟木整形外科病院

医療法人十善会 県南病院

田原病院

国家公務員共済組合連合会 新別府病院

医療法人伸和会 共立病院

都城市郡医師会病院

国東市民病院

医療法人真愛会 髙宮病院

都城新生病院

山香理学診療科医院

医療法人青隆会 野口脳神経外科

藤元上町病院

自衛隊別府病院

医療法人善仁会 市民の森病院

独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院

社会医療法人敬和会 大分岡病院

医療法人爽林会 政所医院

独立行政法人国立病院機構 宮崎病院

社会医療法人財団 天心堂へつぎ病院

医療法人中心会 野村病院

独立行政法人国立病院機構 都城医療センター

社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター

医療法人東陽会 整形外科前原病院

内村病院

社会医療法人社団 大久保病院

医療法人同心会 古賀総合病院

南部病院

社会福祉法人 別府発達医療センター

医療法人同仁会 谷口病院

日向市立東郷病院

社会福祉法人恩師財団済生会支部

医療法人博愛社 佐土原病院

日南春光会病院

医療法人明成会 吉松病院

日之影町国民健康保険病院

大分県済生会日田病院
社会福祉法人農協共済
別府リハビリテーションセンター
酒井病院

宮崎県済生会日向病院

医療法人友愛会 園田病院

飯田病院

医療法人与州会 柳田病院

百瀬病院

医療法人陽明会 増田病院

秀明会 だいかく病院

医療法人隆徳会 鶴田病院

【鹿児島県】

小深田消化器病院

医療法人倫生会 三州病院

医療法人参篤会 高原病院

小野内科病院

井上病院

医療法人椎原会 有馬病院

松永循環器病院

一般社団法人藤元メディカルシステム 藤元総合病院

いづろ今村病院

清瀬病院

永田病院

医療法人慈風会 厚地リハビリテーション病院

聖陵岩里病院

延岡リハビリテーション病院

医療法人ん吉祥会 吉井中央病院

石垣病院

延岡市医師会病院

医療法人光智会 産科婦人科 のぼり病院

川嶌整形外科病院

岡村病院

おばま病院

大分こども病院

海老原記念病院

オレンジ学園

大分ゆふみ病院

吉田病院

かのや東病院

大分下郡病院

橘病院

クオラリハビリテーション病院あいら

大分記念病院

宮永病院

サザン・リージョン病院

大分共立病院

宮崎医療センター病院

パールランド病院

大分県立病院

宮崎県立日南病院

はやしだ整形外科病院

大分市医師会立アルメイダ病院

宮崎市郡医師会病院

メディポリス医学研究財団 シーピーシー治験病院

大分赤十字病院

宮崎市立田野病院

やまびこ医療福祉センター

大分大学医学部附属病院

宮崎生協病院

愛育病院

大分泌尿器科病院

宮崎善仁会病院

伊集院病院

中津市立中津市民病院

宮崎大学医学部附属病院

医療法人あさひ会 金子病院

中津第一病院

京町温泉クリニック

医療法人栄和会 寺田病院

津久見市医師会立津久見中央病院

協和病院

医療法人義順顕彰会 田上病院

鶴見台病院

隅病院

医療法人菊野会 菊野病院

鶴陽会 岩尾病院

串間市民病院

医療法人玉昌会 高田病院

徳和会 宇佐中央内科病院

県立こども療育センター

医療法人恵仁会 鮫島整形外科病院

特定医療法人社団春日会 黒木記念病院

県立延岡病院

医療法人恵徳会 小田代病院

独立行政法人国立病院機構 西別府病院

県立宮崎病院

医療法人健幸会 天辰病院

独立行政法人国立病院機構 大分医療センター

戸嶋病院

医療法人健生会 あんびる病院

独立行政法人国立病院機構 別府医療センター

五ヶ瀬町国民健康保険病院

医療法人賢愛会 上山病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 湯布院病院

高千穂町国民健康保険病院

医療法人厚生会 小原病院

※施設名は各医療機関からいただいた情報を元に作成しております。
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医療法人康陽会 花牟禮病院

鹿児島赤十字病院

医療法人恒心会 小倉記念病院

鹿児島大学病院

【沖縄県】

医療法人司誠会 野上病院

柴田病院

アドベンチスト・メディカル・センター

医療法人慈恵会 土橋病院

社会医療法人鹿児島愛心会 山川病院

沖縄中部療育医療センター

医療法人慈光会 宮薗病院

社会医療法人青雲会病院

沖縄南部療育医療センター

医療法人慈生会 ウエルフェア九州病院

社会医療法人緑泉会 米盛病院

おもろまちメディカルセンター

医療法人慈風会 厚地脳神経外科病院

社団法人大島郡医師会病院

ちゅうざん病院

医療法人潤愛会 鮫島病院

若松記念病院

もとぶ野毛病院

医療法人尚和会 知覧保養院

出水郡医師会広域医療センター

医療法人おもと会 大浜第一病院

医療法人常清会 尾辻病院

出水郡医師会立第二病院

医療法人おもと会 大浜第二病院

医療法人仁心会 松下病院

出水総合医療センター

医療法人かりゆし会 ハートライフ病院

医療法人仁心会 西原保養院

出水病院

医療法人センダン 北上中央病院

医療法人清泉会 伊集院病院

春陽会中央病院

医療法人タピック 宮里病院

医療法人青仁会 池田病院

小田原病院

医療法人はごろも会 仲本病院

医療法人碩済会 フィオーレ第一病院

新村病院

医療法人へいあん 平安病院

医療法人蒼風会 児玉病院

森園病院

医療法人ユカリア沖縄 かんな病院

医療法人卓翔会 市比野記念病院

森口病院

医療法人一灯の会 沖縄中央病院

医療法人藤和会 米沢病院

森産婦人科

医療法人卯の会 新垣病院

医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院

神園病院

医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院

医療法人日章会 南鹿児島さくら病院

仁愛会病院

医療法人球陽会 海邦病院

医療法人博康会 アクラス中央病院

垂水市立医療センター垂水中央病院

医療法人敬愛会 中頭病院

医療法人柏葉会 水間病院

整形外科松元病院

医療法人社団志誠会 平和病院

医療法人碧仁会 井ノ上病院

西田病院

医療法人社団輔仁会 嬉野が丘サマリヤ人病院

奄美中央病院

赤崎病院

医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院

奄美病院

川内市医師会立市民病院

医療法人上善会 かりゆし病院

沖永良部徳洲会病院

川辺生協病院

医療法人信和会 沖縄第一病院

屋久島徳洲会病院

曽於郡医師会立病院

医療法人晴明会 糸満晴明病院

下稲葉病院

相良病院

医療法人八重瀬会 同仁病院

加治木温泉病院

総合病院鹿児島生協病院

医療法人友愛会 南部病院

加世田病院

大井病院

医療法人友愛会 豊見城中央病院

笠利病院

大口病院

医療法人陽心会 大道中央病院

肝属郡医師会立病院

大勝病院

医療法人琉心会 勝山病院

丸田病院

大島保養院

医療法人緑水会 宜野湾記念病院

吉田温泉病院

地域医療福祉ステーション ひまわり病院

医療法人和の会 与那原中央病院

共立病院

中央病院

沖縄リハビリテーション病院

玉水会病院

中郷病院

沖縄医療生活協同組合 とよみ生協病院

串木野市医師会立脳神経外科センター

中村温泉病院

沖縄協同病院

検見崎病院

中島病院

沖縄県県立精和病院

県立大島病院

湯田内科病院

沖縄県立宮古病院

県立北薩病院

藤後病院

沖縄県立中部病院

公益財団法人昭和会 今給黎総合病院

童仁会池田病院

沖縄県立北部病院

公立種子島病院

徳田脳神経科外科病院

沖縄療育園

高見馬場リハビリテーション病院

独立行政法人国立病院機構 指宿病院

県立南部医療センター こどもセンター

高尾野医療センター

独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター

公立久米島病院

高尾野病院

独立行政法人国立病院機構 南九州病院

国立療養所沖縄愛楽園

国分生協病院

内科有馬病院

国立療養所宮古南静園

国分中央病院

内山病院

糸数病院

国立療養所奄美和光園

南さつま市立坊津病院

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院

国立療養所星塚敬愛園

南さつま中央病院

社団法人 北部地区医師会病院

今村病院分院

南薩ケアほすぴたる

小禄病院

財部中央病院

南洲整形外科病院

西崎病院

坂口病院

南風病院

石垣島徳洲会病院

坂之上病院

日置市民病院

川平病院

崎元病院

博悠会 温泉病院

総合病院沖縄赤十字病院

桜島病院

白坂病院

大原病院

薩摩郡医師会病院

白濱病院

中部協同病院

三州病院

隼人尚愛会病院

特定医療法人葦の会 オリブ山病院

指宿温泉病院

肥後病院

独立行政法人国立病院機構 沖縄病院

指宿浩然会病院

浜崎病院

独立行政法人国立病院機構 琉球病院

指宿鮫島病院

福田病院

那覇市立病院

指宿竹元病院

豊島病院

南山病院

児玉上前共立病院

枕崎市立病院

博愛病院

児玉整形外科病院

霧島記念病院

比嘉眼科病院

鹿屋ひ尿器科

霧島桜ケ丘病院

北山病院

鹿屋医療センタ－

霧島市立医師会医療センター

北中城若松病院

鹿児島こども病院

名瀬徳洲会病院

北部地区医師会附属病院心臓血管センター

鹿児島県立薩南病院

野田医療センター

牧港中央病院

鹿児島市医師会病院

隆成会病院

名護療育園

鹿児島市立病院

脇本病院

与勝病院
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琉球大学医学部附属病院
琉生病院
嶺井第一病院
翔南病院
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