
平成２９年４月１日現在

福井大学医学部附属病院 4210005005077 吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３

福井県立病院 4000020180009 福井市四ツ井２－８－１

社会福祉法人恩賜財団済生会福井県済生会病院 3010405001696 福井市和田中町舟橋７－１

福井赤十字病院 6010405002452 福井市月見２－４－１

市立敦賀病院 6000020182028 敦賀市三島町１－６－６０

杉田玄白記念公立小浜病院 5000020188018 小浜市大手町２－２

一般財団法人新田塚医療福祉センター福井総合病院 3210005000095 福井市江上町５８－１６－１

大津市民病院 9000020252018 大津市本宮２－９－９

大津赤十字病院 6010405002452 大津市長等１－１－３５

滋賀医科大学医学部附属病院 9160005002166 大津市瀬田月輪町

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 3010405001696 栗東市大橋２－４－１

滋賀県立成人病センター 7000020250007 守山市守山５－４－３０

長浜赤十字病院 6010405002452 長浜市宮前町１４－７

市立長浜病院 9000020252034 長浜市大戌亥町３１３

公立甲賀病院 5000020258679 甲賀市水口町鹿深３－３９

彦根市立病院 9000020252026 彦根市八坂町１８８２

高島市民病院 2000020252123 高島市勝野１６６７

近江八幡市立総合医療センター 9000020252042 近江八幡市土田町１３７９

社会医療法人誠光会草津総合病院 8160005008404 草津市矢橋町１６６０

独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター 1013205001281 東近江市五智町２５５

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 1013205001281 舞鶴市字行永２４１０

京都中部総合医療センター 1000020268046 南丹市八木町八木上野２５

医療法人医仁会武田総合病院 4130005003774 京都市伏見区石田森南町２８－１

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 1013205001281 京都市伏見区深草向畑町１－１

京都市立病院 7130005012392 京都市中京区壬生東高田町１－２

京都第一赤十字病院 6010405002452 京都市東山区本町１５－７４９

京都第二赤十字病院 6010405002452 京都市上京区春帯町３５５－５

独立行政法人地域医療機能推進機構　京都鞍馬口医療センター 6040005003798 京都市北区小山下総町２７

医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 2130005004188 京都市山科区音羽珍事町２

京都桂病院 2130005004469 京都市西京区山田平尾町１７

京都大学医学部附属病院 3130005005532 京都市左京区聖護院川原町５４

京都府立医科大学附属病院 9130005006665 京都市上京区梶井町４６５

公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院 9130005012424 京都市中京区西ノ京春日町１６－１

医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 1120005005403 宇治市槇島町石橋１４５番

国家公務員共済組合連合会　舞鶴共済病院 2010005002559 舞鶴市字浜１０３５

医療法人財団康生会武田病院 9130005003869 京都市下京区東塩小路町８４１－５

社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院 8130005003795 久世郡久御山町佐山西ノ口58番地

社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 3010405001696 長岡京市今里南平尾８－１

医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 2130005004188 京都市中京区聚楽廻松下町９－７

京都府立医科大学附属北部医療センター 9130005006665 与謝郡与謝野町字男山４８１

綾部市立病院 3000020262030 綾部市青野町大塚２０－１

市立福知山市民病院 4000020262013 福知山市厚中町２３１

特定医療法人健康会新京都南病院 2130005003834 京都市下京区七条御所ノ内北町９４

市立池田病院 6000020272043 池田市城南３－１－１８

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 3010405001696 吹田市川園町１－２

市立豊中病院 6000020272035 豊中市柴原町４－１４－１

大阪大学医学部附属病院 4120905002554 吹田市山田丘２－１５

箕面市立病院 1000020272205 箕面市萱野５－７－１

高槻赤十字病院 6010405002452 高槻市阿武野１－１－１
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社会医療法人愛仁会高槻病院 6120005004805 高槻市古曽部町１－３－１３

大阪医科大学附属病院 5120905001893 高槻市大学町２－７

 市立ひらかた病院 8000020272108 枚方市禁野本町２－１４－１

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 6040005003798 枚方市星丘４－８－１

パナソニック健康保険組合松下記念病院 6700150026413 守口市外島町５－５５

関西医科大学総合医療センター 4120005013980 守口市文園町１０－１５

関西医科大学附属病院 4120005013980 枚方市新町２－３－１

医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 1120005005403 八尾市久宝寺３－１５－３８

社会医療法人若弘会　若草第一病院 3120005005748 東大阪市若草町１－６

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 1013205001281 河内長野市木戸東町２－１

近畿大学医学部附属病院 2122005000036 大阪狭山市大野東３７７－２

独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 7020005008492 堺市北区長曽根町１１７９－３

堺市立総合医療センター 7120105007723 堺市堺区南安井町１－１－１

耳原総合病院 9120105000131 堺市堺区協和町４－４６５

市立岸和田市民病院 6000020272027 岸和田市額原町１００１

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 6120105007625 泉佐野市りんくう往来北２－２３

医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 1120005005403 岸和田市加守町４－２７－１

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 1013205001281 大阪市中央区法円坂２－１－１４

地方独立行政法人　大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

6120005010076 大阪市住吉区万代東３－１－５６

大阪市立総合医療センター 9120005017465 大阪市都島区都島本通２－１３－２２

西日本旅客鉄道株式会社大阪鉄道病院 1120001059675 大阪市阿倍野区松崎町１－２－２２

NTT西日本大阪病院 7120001077523 大阪市天王寺区烏ヶ辻２－６－４０

大阪赤十字病院 6010405002452 大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０

大阪府済生会中津病院 3010405001696 大阪市北区芝田２－１０－３９

独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 6040005003798 大阪市福島区福島４－２－７８

大阪みなと中央病院 6040005003798 大阪市港区築港１－８－３０

国家公務員共済組合連合会大手前病院 2010005002559 大阪市中央区大手前１－５－３４

公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 5120005015159 大阪市西区立売堀６－３－８

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 3120005014897 大阪市北区扇町２－４－２０

一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 7120005003954 大阪市天王寺区北山町１０－３１

一般財団法人　住友病院 8120005015271 大阪市北区中之島５－３－２０

関西電力病院 3120001059632 大阪市福島区福島２－１－７

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 2140005000236 大阪市東淀川区淡路２－９－２６

大阪市立大学医学部附属病院 5120005010077 大阪市阿倍野区旭町１－５－７

社会医療法人愛仁会千船病院 6120005004805 大阪市西淀川区福町３－２－３９

大阪府立成人病センター 6120005010076 大阪市東成区中道１－３－３

大阪府済生会泉尾病院 3010405001696 大阪市大正区北村３－４－５

医療法人河内友紘会河内総合病院 7122005000964 東大阪市横枕東２８

多根総合病院 5120005004987 大阪市西区境川１－２－３１

八尾市立病院 8000020272124 八尾市龍華町１－３－１

医療法人生長会府中病院 7120105006799 和泉市肥子町１－１０－１７

医療法人生長会ベルランド総合病院 7120105006799 堺市中区東山５００－３

医療法人仙養会北摂総合病院 3120905001846 高槻市北柳川町６－２４

社会財団法人阪南医療福祉センター阪南中央病院 9120105004355 松原市南新町３－３－２８

泉大津市立病院 5000020272060 泉大津市下条町１６－１

市立吹田市民病院 6120905005010 吹田市片山町２－１３－２０

医療法人藤井会　石切生喜病院 9122005000252 東大阪市弥生町１８－２８

医療法人橘会　東住吉森本病院 2120005005336 大阪市東住吉区中野３－８－１２
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医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院 1120005005403 大東市深野３－１－１

富田林病院 7000020272141 富田林市向陽台１－３－３６

医療法人徳洲会　松原徳洲会病院 1120005005403 松原市天美東７－１３－２６

市立貝塚病院 4000020272086 貝塚市堀３丁目１０－２０

医療法人春秋会　城山病院 7120105005165 羽曳野市はびきの２－８－１

公益財団法人　浅香山病院 9120105007713 堺市堺区今池町３－３－１６

社会医療法人ペガサス　馬場記念病院 6120105001173 堺市西区浜寺船尾町東４－２４４

医療法人宝生会　PL病院 5120105004895 富田林市大字新堂２２０４番地

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生会野江病院 3010405001696 大阪市城東区今福東２－２－３３

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生会千里病院 3010405001696 吹田市津雲台１－１－Ｄ６

東大阪市立総合病院 8000020272272 東大阪市西岩田３－４－５

近畿大学医学部堺病院 2122005000036 堺市南区原山台２－７－１

社会医療法人清恵会　清恵会病院 6120105000101 堺市堺区南安井町１丁１番１号

大阪府済生会茨木病院 3010405001696 茨木市見付山２－１－４５

育和会記念病院 5120005004839 大阪市生野区巽北３－２０－２９

西淀病院 4120005003833 大阪市西淀川区野里３－５－２２

医療法人医誠会  医誠会病院 3120005004840 大阪市東淀川区菅原６－２－２５

社会医療法人弘道会　守口生野記念病院 3120005013998 大阪府守口市佐太中町6-17-33

独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 1013205001281 神戸市須磨区西落合３－１－１

神戸市立医療センター中央市民病院 8140005004966 神戸市中央区港島中町４－６

西神戸医療センター 7140005001717 神戸市西区糀台５－７－１

独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 6040005003798 神戸市北区惣山町２－１－１

社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 5140005001966 神戸市中央区脇浜町１－４－４７

神戸大学医学部附属病院 5140005004060 神戸市中央区楠町７－５－２

神戸市立医療センター西市民病院 8140005004966 神戸市長田区１－２－４

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 7020005008492 尼崎市稲葉荘３－１－６９

兵庫県立尼崎総合医療センター 8000020280003 尼崎市東難波町２丁目１７番７７号

公立学校共済組合近畿中央病院 8700150003179 伊丹市車塚３－１

兵庫医科大学病院 8140005015815 西宮市武庫川町１－１

地方独立行政法人加古川市民病院機構　加古川中央市民病院 2140005010136 加古川市加古川町本町439番地

高砂市民病院 1000020282162 高砂市荒井町紙町３３－１

西脇市立西脇病院 1000020282138 西脇市下戸田６５２－１

市立加西病院 4000020282201 加西市北条町横尾１－１３

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 1013205001281 姫路市本町６８

姫路赤十字病院 6010405002452 姫路市下手野１－１２－１

公立豊岡病院組合立豊岡病院 2000020288241 豊岡市戸牧１０９４

兵庫県立柏原病院 8000020280003 丹波市柏原町柏原５２０８－１

兵庫県立淡路医療センター 8000020280003 洲本市塩屋１－１－１３７

兵庫県立西宮病院 8000020280003 西宮市六湛寺町１３－９

姫路聖マリア病院 4140005013376 姫路市仁豊野６５０

明石市立市民病院 8140005013067 明石市鷹匠町１－３３

独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院 7020005008492 神戸市中央区籠池４－１－２３

医療法人伯鳳会　赤穂中央病院 7140005007540 赤穂市惣門町５２－６

医療法人明和病院 7140005016129 西宮市上鳴尾町４－３１

赤穂市民病院 2000020282120 赤穂市中広１０９０

市立川西病院 9000020282171 川西市東畦野５－２１－１

社会医療法人社団製鉄記念広畑病院 5140005013350 姫路市広畑区夢前町３－１

大阪府
(72)

兵庫県
(48)

医 師    臨 床 研 修 病 院 一 覧 （ 基 幹 型 ）

府県名 臨床研修病院名 所在地法人番号

-99-



平成２９年４月１日現在

公立八鹿病院 8000020288624 養父市八鹿町八鹿１８７８－１

市立伊丹病院 8000020282073 伊丹市昆陽池１－１００

医療法人川崎病院 1140005001796 神戸市兵庫区東山町３－３－１

一般財団法人甲南会甲南病院 7140005020378 神戸市東灘区鴨子ヶ原１－５－１６

一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 7140005020378 神戸市東灘区向洋町２－１１

市立芦屋病院 8000020282065 芦屋市朝日ヶ丘町３９－１

社団法人日本海員掖済会 神戸掖済会病院 9010005003567 神戸市垂水区学が丘１－２１－１

宝塚市立病院 1000020282146 宝塚市小浜４－５－１

医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院 6360005001431 神戸市垂水区上高丸１－３－１０

北播磨総合医療センター 1000020289736 小野市市場町９２６－２５０

三田市民病院 8000020282197 三田市けやき台３－１－１

医療法人社団顕鐘会　神戸百年記念病院 3140005004475 神戸市兵庫区御崎町１－９－１

神戸赤十字病院 6010405002452 神戸市中央区脇浜海岸通１－３－１

西宮市立中央病院 8000020282049 西宮市林田町８－２４

尼崎医療生協病院 6140005011535 尼崎市南武庫之荘１２丁目１６番地１号

兵庫県立加古川医療センター 8000020280003 加古川市神野町神野２０３

社会医療法人愛仁会　明石医療センター 9140005006433 明石市大久保町八木７４３－３３

公立宍粟総合病院 1000020282278 宍粟市山崎町鹿沢９３ 

特定医療法人三栄会　ツカザキ病院 7140005013332 兵庫県姫路市網干区和久68-1

奈良県総合医療センター 9150005008437 奈良市平松１－３０－１

公益財団法人　天理よろづ相談所病院 8150005007910 天理市三島町２００

奈良県西和医療センター 9150005008437 生駒郡三郷町三室１－１４－１６

奈良県立医科大学附属病院 4150005005570 橿原市四条町８４０

社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 3010405001696 桜井市阿部３２３

大和高田市立病院 3000020292028 大和高田市礒野北町１－１

社会医療法人健生会　土庫病院 2150005006257 大和高田市日之出町１２－３

近畿大学医学部奈良病院 2122005000036 生駒市乙田町１２４８－１

市立奈良病院 4000020292010 奈良市東紀寺町１－５０－１

日本赤十字社和歌山医療センター 6010405002452 和歌山市小松原通４－２０

和歌山県立医科大学附属病院 3170005001874 和歌山市紀三井寺８１１－１

独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 1013205001281 田辺市たきない町２７－１

紀南病院 6000020308391 田辺市新庄町４６－７０

独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 7020005008492 和歌山市木ノ本９３－１

新宮市立医療センター 4000020302074 新宮市蜂伏１８－７

国保日高総合病院 5000020308285 御坊市薗１１６－２

和歌山生協病院 5170005001261 和歌山市有本１４３－１

橋本市民病院 6000020302031 橋本市小峰台２－８－１

合　計

和歌山県
(9)
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