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近畿ブロック

№ 都道府県 医療機関等

51 京都府 京都大学医学部附属病院

53 京都府 京都第二赤十字病院

60・218 京都府 京都第一赤十字病院

95 京都府 洛和会ヘルスケアシステム

102 京都府 シミズ病院グループ　医療法人清仁会

132 京都府 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院

140 京都府 京都鞍馬口医療センター

159 京都府 医療法人社団行陵会　大原記念病院

175 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

195 京都府 医療法人栄仁会　宇治おうばく病院

131・149 京都府 京都府立医科大学附属病院

63 滋賀県 市立長浜病院

64 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

71 滋賀県 社会福祉法人びわこ学園

119 滋賀県 彦根市立病院

161 滋賀県 地方独立行政法人　市立大津市民病院

167 滋賀県 医療法人誠光会　草津総合病院

177 滋賀県 公立甲賀病院組合　公立甲賀病院

178 滋賀県 社会福祉法人青祥会

179 滋賀県 医療法人　弘英会　琵琶湖大橋病院

189 滋賀県 滋賀県社会福祉協議会

191 滋賀県 長浜赤十字病院

201 滋賀県 公益社団法人滋賀県看護協会

105・198 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター

106・
197・222

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）

72、77 滋賀県 大津赤十字病院

2 大阪府 地方独立行政法人 大阪府立病院機構

4 大阪府 国立循環器病研究センター

11 大阪府 国家公務員共済組合連合会　大手前病院

15 大阪府 特定医療法人　有隣会　東大阪病院

https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
https://www.kyoto2.jrc.or.jp/
http://www.kyoto1-jrc.org/
http://www.rakuwa.or.jp/
https://www.shimizu-hospital.or.jp/
https://www.kyoto.saiseikai.or.jp/
https://kyoto.jcho.go.jp/
https://kyotoohara.or.jp/
http://www.rakuwa.or.jp/otowa/
http://www.rakuwa.or.jp/otowa/
https://www.eijinkai.or.jp/
https://www.h.kpu-m.ac.jp/
http://www.nagahama-hp.jp/
https://www.saiseikai-shiga.jp/
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/17780.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/
https://och.or.jp/
https://www.kusatsu-gh.or.jp/ghk/
https://www.kohka-hp.or.jp/
http://www.seishokai.jp/official/
https://boh.or.jp/
http://www.shigashakyo.jp/
https://www.nagahama.jrc.or.jp/
http://shiga-kango.jp/
https://www.kenkou1.com/
https://www.pref.shiga.lg.jp/byouin/bosyuu/300899.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/byouin/bosyuu/300899.html
https://www.otsu.jrc.or.jp/
http://www.opho.jp/
http://www.ncvc.go.jp/
http://www.otemae.gr.jp/
https://www.yurin.or.jp/
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31 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）

34 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

37 大阪府
国立病院機構　近畿グループ病院（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）

40 大阪府 学校法人　大阪医科大学

41 大阪府 財団法人田附興風会　北野病院

42 大阪府 高槻赤十字病院

48 大阪府 医療法人藤井会　（石切生喜病院・大東中央病院　他）

65 大阪府 社会福祉法人恩腸財団　大阪府済生会千里病院

70 大阪府 大阪回生病院

93 大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構 近畿四国地区事務所

99 大阪府 東大阪市立総合病院

108 大阪府 医療法人　大阪府警察協会　大阪警察病院

141 大阪府 医療法人美杉会　佐藤病院

143 大阪府 八尾市職員[看護師][助産師]

154 大阪府 社会福祉法人寺田萬寿会寺田萬寿病院

158 大阪府 医療法人錦秀会

225 大阪府 パナソニック健康保険組合

32・139 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）

49・208・
220

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）

58・188 大阪府 国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院

67・170 大阪府 箕面市立病院

98 奈良県 奈良県立医科大学附属病院

113 奈良県 地方独立行政法人奈良県立病院機構

122 奈良県 天理よろづ相談所病院

166 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

214・223 奈良県 十津川村職員［看護師］

1 兵庫県 兵庫医科大学病院

19 兵庫県 神戸赤十字病院

35 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）

52 兵庫県 三田市民病院

57 兵庫県 神戸大学医学部附属病院

100 兵庫県 医療法人　榮昌会　吉田病院

http://www.sakamoto-hospital.jp/
https://www.jcho.go.jp/chikukinki/
https://kinki.hosp.go.jp/facility/shiga/
https://kinki.hosp.go.jp/facility/shiga/
https://doctorsfile.jp/h/48453/
https://www.kitano-hp.or.jp/
http://www.takatsuki.jrc.or.jp/
http://fujiikai.jp/
http://www.senri.saiseikai.or.jp/
http://www.kaisei-hp.co.jp/
https://www.jcho.go.jp/chikukinki/
https://www.higashiosaka-mc.jp/
http://www.oph.gr.jp/
http://misugikai.jp/satou_h/
http://www.hospital.yao.osaka.jp/recruit/jyosanshi_kangosi/
https://www.terada-manju.jp/
https://www.kinshukai.or.jp/
https://phio.panasonic.co.jp/jobs/index.htm
https://www.koshokai.or.jp/
http://www.iseikaihp.or.jp/
http://www.iseikaihp.or.jp/
http://www.kkr-hirakoh.org/
https://minoh-hp.jp/
http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/
http://www.nara-pho.jp/
https://www.tenriyorozu.jp/
https://yamatokoriyama.jcho.go.jp/
https://www.vill.totsukawa.lg.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1532327181
https://www.hosp.hyo-med.ac.jp/
https://www.kobe.jrc.or.jp/
https://www.kobe-kango.jp/
https://www.kobe-kango.jp/
https://www.hospital.sanda.hyogo.jp/
https://www.hosp.kobe-u.ac.jp/
http://www.yoshida-hp.or.jp/
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103 兵庫県 医療法人　川崎病院

150 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

151 兵庫県 兵庫県職員［看護師］

207 兵庫県 公立香住病院

221 兵庫県 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団職員[看護師]

156・205 兵庫県 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団職員[看護師]

24・183 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）

92・173 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）

80 和歌山県 日本赤十字社　和歌山医療センター

94 和歌山県 わかやまホスピタルガイド

164 和歌山県 医療法人南労会　紀和病院

https://www.kawasaki-hospital-kobe.or.jp/
http://www.kzc.jp/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/bk02/ha02_000000016.html
http://www2.nkansai.ne.jp/org/kasumihp/
https://www.hwc.or.jp/data/?cat=7
http://www.kcho.jp/
http://www.kcho.jp/
https://www.nk-hospital.or.jp/
https://www.nk-hospital.or.jp/
https://www.wabyokyo.or.jp/hospitalguide/

