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近畿ブロック

№ 都道府県 医療機関等

22 京都府 京都第ニ赤十字病院

62・201 京都府 医療法人清仁会　シミズ病院

67 京都府 京都大学医学部附属病院

83 京都府 独立行政法人国立病院機構　宇多野病院　関西脳神経筋センター

94 京都府 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院

109 京都府 医療法人社団行陵会　大原記念病院

118 京都府 京都市立病院

123 京都府 財団法人京都工場保健会

144 京都府 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

157 京都府 医療法人栄仁会　宇治おうばく病院

195 京都府 国立病院機構　南京都病院

24 滋賀県 地方独立行政法人　市立大津市民病院

48・136 滋賀県 社会福祉法人びわこ学園

50 滋賀県 国立病院機構　東近江総合医療センター

78 滋賀県 地方独立行政法人　市立大津市民病院

86 滋賀県
滋賀県職員［看護師］
（総合病院・小児保健医療センター・精神医療センター　他）

105 滋賀県 市立長浜病院

116 滋賀県 医療法人誠光会　草津総合病院

142 滋賀県
滋賀県職員［看護師］
（総合病院・小児保健医療センター・精神医療センター　他）

166 滋賀県 大西皮フ科整形外科医院

167 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター

169・182 滋賀県 社団法人滋賀県看護協会

183 滋賀県 彦根市立病院

193 滋賀県 長浜赤十字病院

198 滋賀県 医療法人　弘英会　琵琶湖大橋病院

200 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

203 滋賀県 大津赤十字病院

13 大阪府 国家公務員共済組合連合会　大手前病院

18 大阪府 関西医科大学

21 大阪府 国立循環器病研究センター

https://www.kyoto2.jrc.or.jp/
http://www.shimizu-hospital.or.jp/shimizu/
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
http://utanohosp.jp/
http://kyoto.saiseikai.or.jp/
https://kyotoohara.jp/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000022084.html
http://www.kyotokojohokenkai.jp/
https://www.dojinkai.com/kujohp/
http://www.eijinkai.or.jp/
https://minamikyoto.hosp.go.jp/
https://och.or.jp/
http://www.biwakogakuen.or.jp/
https://higashiomi.hosp.go.jp/
https://och.or.jp/
http://www.pref.shiga.lg.jp/boshu/
http://www.pref.shiga.lg.jp/boshu/
http://www.nagahama-hp.jp/
https://www.kusatsu-gh.or.jp/
https://www.pref.shiga.lg.jp/byouin/bosyuu/302750.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/byouin/bosyuu/302750.html
https://www.onishiskinclinic.com/index.html
https://www.kenkou1.com/
http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL4/
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/
https://www.nagahama.jrc.or.jp/
https://boh.or.jp/
https://www.saiseikai-shiga.jp/
https://www.otsu.jrc.or.jp/
http://www.otemae.gr.jp/
http://www.kmu.ac.jp/nursrecr/
http://www.ncvc.go.jp/
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26 大阪府 大阪回生病院

27 大阪府 近畿大学医学部附属病院、堺病院、奈良病院

31・175 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）

32 大阪府 医療法人友愛会 松本病院

33 大阪府 大阪医科大学附属病院

35 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・東舞鶴医誠会病院）

36 大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構 近畿地区事務所

42 大阪府 特定医療法人　有隣会　東大阪病院

43 大阪府 財団法人田附興風会　北野病院

49 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）

52 大阪府 大阪大学医学部附属病院

53・156 大阪府 株式会社ディスコ 関西支社

73 大阪府 社会福祉法人恩腸財団　大阪府済生会千里病院

84 大阪府 地方独立行政法人 大阪府立病院機構

87 大阪府 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

89 大阪府 一般財団法人 住友生命福祉文化財団

90 大阪府 医療法人篤友会（坂本病院・関西リハビリテーション病院 他）

110・120 大阪府 独立行政法人労働者健康福祉機構　大阪労災病院

127 大阪府 医療法人藤井会　（石切生喜病院・大東中央病院　他）

141 大阪府 八尾市職員[看護師][助産師]

177 大阪府 株式会社ミューオフィスグループ法人（医療法人きらら会・㈱リハステージ）

191 大阪府 ななーる訪問看護ステーション

192 大阪府 医療豪人錦秀会

100 奈良県 奈良県立医科大学附属病院

106・148 奈良県 地方独立行政法人奈良県立病院機構

135 奈良県 天理よろづ相談所病院

178 奈良県 独立行政法人地域医療機能推進機構　大和郡山病院

2 兵庫県 兵庫医科大学病院

6 兵庫県 神戸赤十字病院

29 兵庫県 兵庫県立病院（尼崎総合医療センター、西宮病院 他）

40 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）

66・206 兵庫県 神戸大学医学部附属病院

http://www.kaisei-hp.co.jp/
https://www.med.kindai.ac.jp/index.html
http://www.koshokai.or.jp/
http://matsumoto-hp.or.jp/
http://hospital.osaka-med.ac.jp/
http://www.iseikaihp.or.jp/
http://www.iseikaihp.or.jp/
https://www.jcho.go.jp/chikukinki/
https://www.yurin.or.jp/
https://www.kitano-hp.or.jp/
https://kinki.hosp.go.jp/
https://kinki.hosp.go.jp/
https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/
https://kango.career-tasu.jp/
http://www.senri.saiseikai.or.jp/
http://www.opho.jp/
http://www.sakai-city-hospital.jp/
http://dock.ssj.or.jp/
http://www.tokuyukai-clinic.jp/index.html
http://www.osakah.johas.go.jp/
http://www.ishikiriseiki.or.jp/
https://www.city.yao.osaka.jp/
http://www.kinshukai.or.jp/index.html
https://nana-r.jp/
https://saiyou.kinshukai.or.jp/
http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/
http://www.nara-pho.jp/
https://www.tenriyorozu.jp/
https://yamatokoriyama.jcho.go.jp/
https://www.hyo-med.ac.jp/
https://www.kobe.jrc.or.jp/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/
http://www.kcho.jp/
http://www.kcho.jp/
http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/
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69 兵庫県 三田市民病院

82 兵庫県 医療法人　榮昌会　吉田病院附属脳血管研究所

97 兵庫県 医療法人　川崎病院

98 兵庫県 製鉄記念広畑病院

101 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

124 兵庫県 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団職員[看護師]

125 兵庫県
地方独立行政法人神戸市民病院機構（中央市民病院・西市民病院・西神戸医
療センター・神戸アイセンター病院）

132 兵庫県 兵庫県職員［看護師］

160 兵庫県 社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院

176 兵庫県 公立香住病院

189 兵庫県 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団職員[看護師]

117 和歌山県 日本赤十字社　和歌山医療センター

http://www.hospital.sanda.hyogo.jp/
http://www.yoshida-hp.or.jp/index.html
http://www.kawasaki-hospital-kobe.or.jp/
http://www.hirohata-hp.or.jp/
http://www.kzc.jp/hospital/
https://www.hwc.or.jp/
http://www.kcho.jp/
http://www.kcho.jp/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/
http://www.shinkohp.or.jp/
http://www2.nkansai.ne.jp/org/kasumihp/
https://www.hwc.or.jp/
https://www.wakayama-med.jrc.or.jp/



