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近畿ブロック

№ 都道府県 医療機関等

148 京都府 医療法人栄仁会　宇治おうばく病院

88 京都府
医療法人社団洛和会
洛和会音羽病院、洛和会丸太町病院　他

59 京都府 医療法人清仁会　シミズ病院

201 京都府 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

149 京都府 京丹後市職員

113 京都府 京都鞍馬口医療センター

76 京都府 京都大学医学部附属病院

203 京都府 京都府立医科大学附属病院

188 京都府 財団法人京都工場保健会

243 京都府 市立福知山市民病院

244  275 京都府 社会福祉法人　京都聴覚言語障害者福祉協会

111 京都府 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院

24 京都府 社会福祉法人京都社会事業団　京都桂病院

保１　9 京都府 京都市職員［保健師］

保44 京都府 舞鶴市職員[保健師]

保48 京都府 宮津市職員[保健師]

保52 京都府 京田辺市職員[保健師]

245 滋賀県 医療法人　弘英会　琵琶湖大橋病院

218 滋賀県 医療法人　恒仁会　近江温泉病院

179 滋賀県 医療法人誠光会　草津総合病院

181 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター

252 滋賀県 公立甲賀病院組合　公立甲賀病院

67 滋賀県 国立病院機構　東近江総合医療センター

147 滋賀県 市立長浜病院

50　191 滋賀県 滋賀県社会福祉協議会

84　132 滋賀県
滋賀県職員［看護師］
（成人病センター・小児保健医療センター　他）

78　199 滋賀県
社会福祉法人びわこ学園　（第一びわこ学園、第二びわこ学園、知的障害者
地域支援センター 他）

71  171 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

233 滋賀県 社団法人滋賀県看護協会

226 滋賀県 長浜赤十字病院

http://www.eijinkai.or.jp/specialty/index.html
http://www.rakuwa.or.jp/
http://www.rakuwa.or.jp/
http://www.shimizu-hospital.or.jp/
http://www.dojinkai.com/kujohp/index.html
http://www.city.kyotango.lg.jp/shisei/shisei/shokuinsaiyo/
http://kyoto.jcho.go.jp/#
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/#
http://www.h.kpu-m.ac.jp/#
http://www.kyotokojohokenkai.jp/
http://www.fukuchiyama-hosp.jp/
http://www.kyoto-chogen.or.jp/#
http://kyoto.saiseikai.or.jp/#
http://katsura.com/
http://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/71-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html#
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shisei/category/3-15-0-0-0.html
http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/result.jsp?life_supergenre=4&life_genre_top=24&life_genre=&key=
https://www.kyotanabe.jp/soshiki/3-3-0-0-0_3.html#
https://www.boh.or.jp/
http://www.oumi-hp.or.jp/
http://kusatsu-gh.or.jp/ghk/#
http://www.kenkou1.com/#
http://isis.shiga-med.ac.jp/wp/hqkouhou/home/heya_buppinhttp:/www.kohka-hp.or.jp/
http://www.shiga-hosp.jp/#
http://www.nagahama-hp.jp/department/
http://www.shigashakyo.jp/
http://www.pref.shiga.lg.jp/n/byouin/boshu.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/n/byouin/boshu.html
http://www.biwakogakuen.or.jp/
http://www.biwakogakuen.or.jp/
http://www.saiseikai-shiga.jp/
http://shiga-kango.jp/
https://www.nagahama.jrc.or.jp/
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220 225 滋賀県 特定医療法人社団御上会　野洲病院

180 滋賀県 独立行政法人　市立大津市民病院

208 滋賀県 彦根市職員［看護師］

45 滋賀県 彦根地区合同企業説明会

保4 滋賀県 大津市職員[養護職員]

保16　45 滋賀県 守山市職員［保健師］

保39 滋賀県 近江八幡市職員［保健師］

保40 滋賀県 長浜市職員[保健師]

保43 滋賀県 栗東市職員[保健師]

保52 保健師 公立甲賀病院組合　公立甲賀病院[保健師]

保55 保健師 滋賀県草津市職員［保健師］

46 大阪府 パナソニック健康保険組合　松下記念病院

103 大阪府 医療法人錦秀会

256 大阪府 医療法人　永広会　（島田病院、八尾はぁとふる病院）

18 大阪府
医療法人医誠会（医誠会病院・城東中央病院・摂津医誠会病院・茨木医誠会
病院・神崎中央病院）

33 大阪府 医療法人恒昭会　（藍野病院、藍野花園病院、青葉丘病院）

173 大阪府 医療法人藤井会　（石切生喜病院・大東中央病院　他）

131 大阪府 一般財団法人　大阪府警察協会　大阪警察病院

65 大阪府 近畿大学医学部附属病院、堺病院、奈良病院

40 大阪府 高槻赤十字病院

25 大阪府 国家公務員共済組合連合会　大手前病院

75 大阪府 国立循環器病センター

26 大阪府
国立病院機構　近畿ブロック病院（東近江総合医療センター、紫香楽病院、京
都医療センター　他）

23 大阪府 財団法人　住友病院

249 大阪府 財団法人田附興風会　北野病院

12 大阪府 社会医療法人ペガサス　馬場記念病院

108 大阪府 社会福祉法人恩腸財団　大阪府済生会千里病院

64 大阪府
宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院グループ

34 大阪府 大阪医科大学附属病院

51 大阪府 大阪回生病院

89 大阪府 大阪市民病院機構（総合医療センター　他）

81 大阪府 大阪大学医学部附属病院

https://www.och.or.jp/
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/kankeisha/recruit.html#
http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/jinji/#
http://www.city.moriyama.lg.jp/shishokuin_index.html#
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/category_list.php?frmCd=33-0-0-0-0#
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002745.html#
http://www.city.ritto.lg.jp/topics/6122.html#
http://www.kohka-hp.or.jp/recruit/#
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/saiyo/shokuin/index.html#
http://phio.panasonic.co.jp/kinen/
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/#
http://www.heartful-health.or.jp/yaohp/yaotop.htm#
http://www.iseikaihp.com/#
http://www.iseikaihp.com/#
https://www.koshokai.or.jp/#
http://www.fujiikai.jp/#
http://www.oph.gr.jp/
http://www.med.kindai.ac.jp/syokuin/#
http://www.takatsuki.jrc.or.jp/
http://www.otemae.gr.jp/
http://www.ncvc.go.jp/
https://www.nho-kinki.jp/hospital/
https://www.nho-kinki.jp/hospital/
http://www.sumitomo-hp.or.jp/
http://www.kitano-hp.or.jp/
http://www.pegasus.or.jp/
http://www.senri.saiseikai.or.jp/
http://www.ych.or.jp/
http://www.ych.or.jp/
http://hospital.osaka-med.ac.jp/
http://www.kaisei-hp.co.jp/
http://www.osakacity-hp.or.jp/byouin/
http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/
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106 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪母子医療センター

97 大阪府
地方独立行政法人　大阪府立病院機構職員［看護師］（精神医療センター・成
人病センター　他）

80 大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構

60 大阪府 独立行政法人労働者健康福祉機構　大阪労災病院

193　247 大阪府 八尾市職員[看護師][助産師]

保5 大阪府 堺市職員［保健師］

保23 大阪府 東大阪市職員[保健師]

保47 57 大阪府 大阪市職員［保健師]

保56 大阪府 寝屋川市職員[保健師]

保59 大阪府 パナソニック健康保険組合　松下健康管理センター・健康管理室

保61 大阪府 和泉市職員[保健師]

保65 大阪府 大東市職員[保健師]

213 奈良県 大和郡山病院

232 奈良県 天理よろづ相談所病院

189 216
266

奈良県
奈良県看護師（奈良県立総合医療センター・奈良県西和医療センター・五條病
院　）

保60 奈良県 奈良県職員[保健師]

82 兵庫県 医療法人　川崎病院

228 兵庫県 医療法人　榮昌会　吉田病院附属脳血管研究所

55 兵庫県 医療法人協和会（協立病院・協立温泉病院・協和会病院　他）

261 兵庫県 医療法人社団　顕鐘会　神戸百年記念病院

236 兵庫県 医療法人社団　智聖会　安藤病院

124 兵庫県
医療法人社団甲友会（西宮協立脳神経外科病院・西宮協立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病
院）

140　200 兵庫県
一般財団法人甲南会　甲南病院(六甲アイランド甲南病院・甲南加古川病院・
甲南介護保険施設他）

204 兵庫県 公立学校共済組合　近畿中央病院

66 兵庫県 社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院

272 兵庫県 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団職員[看護師]

68 兵庫県 三田市民病院

104 兵庫県 神戸在宅ケア研究所　神戸リハビリテーション病院

14 兵庫県 神戸赤十字病院

58 兵庫県 神戸大学医学部附属病院

9 兵庫県 東宝塚さとう病院

61 兵庫県
独立行政法人神戸市民病院機構　神戸市立医療センター（中央市民病院・西
市民病院）

https://www.mch.pref.osaka.jp/
http://www.opho.jp/
http://www.opho.jp/
http://www.jcho.go.jp/
http://www.osakah.johas.go.jp/
http://www.hospital.yao.osaka.jp/recruit/jyosanshi-kangosi/
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinji/shokuinsaiyo/saiyoannai/
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/20-12-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000402708.html
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/somu/jinjishitsu/seiki.html
http://phio.panasonic.co.jp/kanri/
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/shokuinsaiyo/29syokusai.html
http://www.city.daito.lg.jp/syokuinsaiyojoho/seishokuinsaiyoushiken/index.html
http://yamatokoriyama.jcho.go.jp/
http://www.tenriyorozu.jp/
http://www.nara-pho.jp/recruit/index.html
http://www.nara-pho.jp/recruit/index.html
http://www.pref.nara.jp/9063.htm
https://www.kawasaki-hospital-kobe.or.jp/
http://www.yoshida-hp.or.jp/
http://www.kyowakai.com/
http://www.kobe-century-mh.or.jp/
http://chiseikai.byoinnavi.jp/pc/
http://www.nk-hospital.or.jp/
http://www.nk-hospital.or.jp/
http://www.kohnan.or.jp/
http://www.kohnan.or.jp/
http://www.kich.itami.hyogo.jp/
http://www.shinkohp.or.jp/
http://www.hwc.or.jp/
http://www.hospital.sanda.hyogo.jp/
http://www.kzc.jp/hospital
http://www.kobe.jrc.or.jp/
http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/
http://www.hts-hsp.com/
http://www.kcho.jp/
http://www.kcho.jp/


平成３０年度採用　看護師等募集機関 2017/11/1

3 兵庫県 兵庫医科大学病院

164  167 兵庫県 兵庫県職員［看護師］

63 兵庫県 宝塚市立病院

保11 兵庫県 兵庫県職員［保健師］

保22　42 兵庫県 尼崎市職員［保健師］

保63 兵庫県 宝塚市職員[保健師]

49 保健師 伊丹市職員［保健師］

130 和歌山県 わかやまホスピタルガイド

253 和歌山県 財団法人白浜医療福祉財団　白浜はまゆう病院

138 和歌山県 日本赤十字社　和歌山医療センター

http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/bk02/ha02_000000016.html
http://takarazukacity-hp.com/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ji02/pc01_000000008.html#
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/bosyu/syokuin/
http://www.city.itami.lg.jp/boshu/
http://www.hamayu-hp.or.jp/
http://www2.kankyo.ne.jp/

