２０１９

国立病院機構（ＮＨＯ）とは
国立病院機構の理念
私たち国立病院機構は

国民一人ひとりの健康と我が国の医療向上のために

たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに
患者の目線に立って懇切丁寧に医療を提供し

質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめます

病

院

数：

職

員

数：

病

床

141 病院

数：

附属看護学校：

50,502 床
医

師

看護師

附属看護助産学校：

62,178 人
6,000 人

40,000 人

附属リハビリテーション学院：

３７校
4校

１校

臨床▪研究▪教育の充実

1

臨床

国立病院機構は、がん、循環器病、難病をはじめとする多様な
疾患に、 141 病院による全国的ネットワークで取り組むととも
に、地域のニーズにあった医療の提供を目指しています。

研究

141 病院からなるネットワークによる豊富な症例を活かした臨
床研究を推進し、ＥＢ Ｍのためのエビデンスづくりと、臨床評
価指標の作成・改善を行っています。

教育

独自の臨床研修プログラムによる臨床研修医の養成等の教育研
修の推進を行っています。

2

医師の給与は、
独自の給与規程に基づき支給
医長以上は、
業績が給与に反映される年俸制の仕組みを導入

年収見込（総支給額）

院

平成３０年度平均

長

約 2,050 万円

副院長

約 1,960 万円
（うち、業績年俸約600 万円）

部

長

約 1,850 万円

年 俸 制

（うち、業績年俸約580 万円）

（うち、業績年俸約520 万円）

医

長

約 1,680 万円
（うち、業績年俸約350万円）

医

師

約 1,520 万円
（うち、業績手当約260 万円）

※

3

超過勤務手当などの実績手当を含めた総支給額の平均となっています。

月例年俸＋業績年俸（賞与）

年額の12分の１ずつを毎月支給

毎年 ６ 月と 12 月に年額の ２ 分の １ ずつ年 ２ 回支給
医長以上は、
「個人 • 病院」の業績を業績年俸 （賞与） に反映
※（最大前年度の ＋20 %）
個人業績と病院業績の配分
院 長
副院長
部 長
医 長

病院業績（ 100 %）
： 個人業績（ 50 %）
、病院業績（ 50 %）
： 個人業績（ 80 %）
、病院業績（ 20 %）
： 個人業績（ 100 %）
：

※病院業績は経営面と医療面の業績を反映
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医

師

手

当

○ 勤務する地域に応じた額（357, 900 円～150, 400 円）を支給（最大 45 年間支給）
○ 専門医等の資格 １ つにつき月額 5, 000 円を加算（ ２ つまで）

業

績

手

当

○ 一般医師に対し、年間で基本給の約４．2 月分支給（６ 月・12 月の ２ 回に分けて支給）
○ 医長以上には、業績年俸を支給

当

宿日直勤務に従事した場合、勤務 １ 回につき、20, 000 円を支給

宿

日

直

手

救急呼出等待機手当
救急呼出に備えて自宅等において待機した場合に、待機１回につき、5, 000 円を支給
（オンコール手当）
救急医療体制等
確
保
手
当

○ 3 次救急・ 2 次救急医療を実施する病院において夜間・休日に救急医療業務に従
事した場合に、勤務１回につき 18, 000 円～3, 000 円を支給
○ 分娩業務に従事した場合に、１ 回につき 10, 000 円を支給

役

医長以上の役職者に対し、月額 148, 100 円（副院長）～ 96, 700 円（医長）を支給

職

手

当

役
職
職
員
特 別 勤 務 手 当

○ 役職者が宿日直勤務中又は呼出待機の際に診療業務を行った場合（深夜帯を除
く）、勤務 １ 回につき、23, 250 円～12, 500 円を支給
○ 役職者が臨時又は緊急の必要により休日等に勤務し、代休をとらなかった場合、
勤務 １ 回につき、23, 250 円～12, 500 円を支給

附 加 職 務 手 当

公立病院の診療援助等（救急医療等）に従事した場合に支給

特 殊 業 務 手 当

ICU病棟や重症心身障害児（者）病棟や筋ジス病棟等の業務に従事した場合に、月
額 35, 400 円～17, 700 円を支給

夜間看護等手当

交替制勤務に従事した場合に、深夜帯勤務 １ 回につき 9, 900 円～2, 900 円を支給

派

○ 医師確保が困難な機構内の病院の診療援助に従事した場合に、１ 日につき 20, 000
円を支給
○ 上記のほか、機構内の病院の診療機能確保等のための診療援助に従事した場合に、
１ 日につき 10, 000 円を支給

遣

手

当

超 過 勤 務 手 当

時間外勤務に従事した場合に支給

年

当該年度の医業収支が特に良好な病院において ３ 月に支給

度

末

賞

与

ヘリコプター搭乗
救 急 医 療 手 当

機内で行う診療等に従事した場合、勤務 １ 回につき、5, 000 円を支給

時間外手術等従事手当

診療報酬上、本手当支給が必要な病院において、時間外等に開始される手術等に従事
した場合、手術等１回につき、5,000 円又は 2,500 円を支給

支援団体業務手当

医療事故調査のための委員会への委員としての参画等に従事した場合に、1 日につき
20,000円又は 10,000円を支給
扶養親族のある職員に対して支給（配偶者：13, 000 円、子、父母等：6, 500 円）

扶

養

手

当

※16 才～22 才の子については、１ 人につき 5, 000 円を加算

住

居

手

当

※機構が用意する宿舎に入居する場合は、住居手当は支給されません

通

勤

手

当

賃貸：～27, 000 円

自動車等 ：2, 000 円～31,600 円
交通機関等：～55, 000 円

単 身 赴 任 手 当

基礎額 ３０，０００円を支給
（職員と配偶者の住居が 100 ㎞以上の場合は、８, 000 円～７０，０００ 円を加算）

地

基本給の１６ %～２０ % 支給

域

手

当

（Ｒ１．
8．
1 現在）
（Ｒ１．
8．
1 現在）
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育児休業
職員が３歳になるまでの子を養育するために休業することができる制度

※ 給与は無給（共済組合継続加入・掛金
（保険料）
免除）
ただし、子が１歳となる日までの間、雇用保険から
育児休業給付金を支給
支給額は1日につき休業開始時賃金日額の 50 / 100
（ 育児休業を開始してから180日目までは、
67/100）
（ 上限額：育児休業1か月あたり約22万円（180日目までは約30万円））
（産前休暇、産後休暇中も掛金
（保険料）
免除）

育児短時間休業
職員が小学校入学前の子を養育するために、勤務時間を短縮して勤務することができる制度
（週 19 時間 25 分 ～ 24 時間 35 分の範囲で勤務時間を選択）

※ 例：月～金曜日 ４時間勤務×５日＝20 時間
※ 給与・賞与は勤務時間に応じて比例計算
※ 共済組合は継続加入

子育てをサポートする様々な制度
○産前休暇
○産後休暇
○保育時間（子に対して授乳や保育園への送迎等を行うための休暇）
○職員の妻が出産する場合の休暇
○男性職員の育児参加のための休暇
○子の看護休暇
○育児時間（職員が小学校入学前の子を養育するために、勤務時間の始め
又は終わりにおいて勤務しないことができる制度）
○育児を行う職員の早出遅出勤務（職員が、小学校入学前の子を養育する
ために１日の勤務時間の長さを変更することなく、病院毎に定められた早
出・遅出勤務をすることができる制度）
○育児を行う職員の時間外勤務の免除
○育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限

国立病院機構113病院で院内保育所完備
（Ｒ１．
8．
1 現在）
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・臨床研究センター・臨床研究部を設置
・機構内各病院のネットワークを生かした臨床研究
・研究費の充実（約100億円）

・国立病院機構独自の自家保険制度

・多彩な診療フィールド（機構内の各地域、各病院の専門医として
実力を発揮できるポスト）を準備

・専門医、認定医、学位等の資格が取得できる、豊富な症例と指導
医等の充実したバックアップ体制

・NHOフェローシップ（機構に所属する若手医師が、自らのスキル

アップを目的として、所属病院とは異なる他の機構病院へ一定期
間研鑽を積むための制度）

・国立がん研究センター
・国立国際医療研究センター
・国立循環器病研究センター ・国立成育医療研究センター
・国立精神・神経医療研究センター ・国立長寿医療研究センター

若手医師の海外研修制度
・ ＶＨＡ （米国退役軍人健康庁）との提携による米国退役軍人病院への
研修制度（研修中は給与の他に研修費用を ＮＨ Ｏ 本部が負担）
7

※医師確保が困難な病院等において、
最高70才まで引き続き勤務すること
ができる国立病院機構独自の制度

「許可により可能」
○休日夜間急患センターにおける診療援助や地域の医療計画に
基づいた民間医療機関における診療活動、機構病院と民間病
院における病病連携、病診連携の推進上必要な診療活動、学
校医、学校薬剤師など診療活動の援助に寄与する場合
○支払基金審査委員や公害対策審議会委員などの審議会の委員
を委嘱された場合
○大学や看護師専門学校の非常勤講師等教育
活動の貢献に寄与する場合
○医学雑誌の編集委員等学術振興・研究活動
の貢献に寄与する場合
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独立行政法人国立 病院機構病院一覧
病

院

名

北海道がんセンター

9

郵便番号
003-0804

住

所

北海道札幌市白石区菊水 4 条 2-3-54

電話番号
011-811-9111

ホームページ
http://www.sap-cc.org/

病

院

名

敦賀医療センター

郵便番号
914-0195

住

所

福井県敦賀市桜ヶ丘町 33-1

電話番号
0770-25-1600

ホームページ
http://www.fukui-hosp.jp/

北海道医療センター

063-0005

北海道札幌市西区山の手 5 条 7-1-1

011-611-8111

http://www.hosp.go.jp/~hokkaidomc/

あわら病院

910-4272

福井県あわら市北潟 238-1

0776-79-1211

http://awara-hosp.jp/

函館病院

041-8512

北海道函館市川原町 18-16

0138-51-6281

http://hnh-hosp.jp/

東近江総合医療センター

527-8505

滋賀県東近江市五智町 255

0748-22-3030

http://www.shiga-hosp.jp/index.html

旭川医療センター

070-8644

北海道旭川市花咲町 7-4048

0166-51-3161

http://www.asahikawa-mc.jp/

紫香楽病院

529-1803

滋賀県甲賀市信楽町牧 997

0748-83-0101

http://nho-shigaraki.jp/

帯広病院

080-8518

北海道帯広市西 18 条北 2-16

0155-33-3155

http://www.hosp.go.jp/~obihp/index.html

京都医療センター

612-8555

京都府京都市伏見区深草向畑町 1-1

075-641-9161

http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/

八雲病院

049-3198

北海道二海郡八雲町宮園町 128

0137-63-2126

http://www.yakumo-hosp.jp/

宇多野病院

616-8255

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町 8

075-461-5121

http://www.utanohosp.jp/index.html

弘前病院

036-8545

青森県弘前市大字富野町 1

0172-32-4311

http://www.aoi-mori.net/~hirosaki/

舞鶴医療センター

625-8502

京都府舞鶴市字行永 2410

0773-62-2680

http://www.hosp.go.jp/~maizuru/

八戸病院

031-0003

青森県八戸市吹上 3-13-1

0178-45-6111

http://www.hosp.go.jp/~hatinohe/index.htm

南京都病院

610-0113

京都府城陽市中芦原 11

0774-52-0065

http://mkyoto-hosp.jp/

青森病院

038-1331

青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野 155-1

0172-62-4055

http://www.nhoaomori.jp/

大阪医療センター

540-0006

大阪府大阪市中央区法円坂 2-1-14

06-6942-1331

http://www.onh.go.jp/

盛岡医療センター

020-0133

岩手県盛岡市青山 1-25-1

019-647-2195

http://www.moriokahosp.jp/

近畿中央呼吸器センター

591-8555

大阪府堺市北区長曽根町 1180

072-252-3021

http://www.hosp.go.jp/~kch/index.html

花巻病院

025-0033

岩手県花巻市諏訪 500

0198-24-0511

http://www.nho-hanamaki.jp/

大阪刀根山医療センター

560-8552

大阪府豊中市刀根山 5-1-1

06-6853-2001

http://www.toneyama-hosp.jp/

岩手病院

021-0056

岩手県一関市山目字泥田山下 48

0191-25-2221

http://www.hosp.go.jp/~iwate/

大阪南医療センター

586-8521

大阪府河内長野市木戸東町 2-1

0721-53-5761

http://www.hosp.go.jp/~ommedc/

釜石病院

026-0053

岩手県釜石市定内町 4-7-1

0193-23-7111

http://www.nhokamaishi.jp/

神戸医療センター

654-0155

兵庫県神戸市須磨区西落合 3-1-1

078-791-0111

http://www.kobemc.go.jp/

仙台医療センター

983-8520

宮城県仙台市宮城野区宮城野 2-11-12

022-293-1111

http://www.snh.go.jp/

姫路医療センター

670-8520

兵庫県姫路市本町 68

079-225-3211

http://www.hosp.go.jp/~hmj/

仙台西多賀病院

982-8555

宮城県仙台市太白区鈎取本町 2-11-11

022-245-2111

http://www.nishitaga-hosp.jp/

兵庫あおの病院

675-1327

兵庫県小野市市場町 926-453

0794-62-5533

http://www.hosp.go.jp/~aono/welcome.html

宮城病院

989-2202

宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原 100

0223-37-1131

http://www.mnh.go.jp/

兵庫中央病院

669-1592

兵庫県三田市大原 1314

079-563-2121

http://hyogo-chuo-hosp.jp/

あきた病院

018-1393

秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢 84-40

0184-73-2002

http://akitahp.jp/AkitaHP_top.html

奈良医療センター

630-8053

奈良県奈良市七条 2-789

0742-45-4591

http://www.nho-nara.jp/

山形病院

990-0876

山形県山形市行才 126-2

023-684-5566

http://www.hosp.go.jp/~yamagata/

やまと精神医療センター

639-1042

奈良県大和郡山市小泉町 2815

0743-52-3081

http://www.yamato-hosp.jp/

米沢病院

992-1202

山形県米沢市大字三沢 26100-1

0238-22-3210

http://www.yonezawa-hospital.com/

南和歌山医療センター

646-8558

和歌山県田辺市たきない町 27-1

0739-26-7050

http://www.hosp.go.jp/~swymhp2/index.html

福島病院

962-8507

福島県須賀川市芦田塚 13

0248-75-2131

http://fukushima-hosp.com/

和歌山病院

644-0044

和歌山県日高郡美浜町大字和田 1138

0738-22-3256

http://www.wakayama-hosp.jp/

いわき病院

971-8126

福島県いわき市小名浜野田字八合 88-1

0246-88-7101

http://iwaki-hosp.jp/

鳥取医療センター

689-0203

鳥取県鳥取市三津 876

0857-59-1111

http://tottori-iryo.jp/

水戸医療センター

311-3193

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 280

029-240-7711

http://www.hosp.go.jp/~mito-mc/

米子医療センター

683-0006

鳥取県米子市車尾 4-17-1

0859-33-7111

http://yonagomc.jp/

霞ヶ浦医療センター

300-8585

茨城県土浦市下高津 2-7-14

029-822-5050

http://kasumi-hosp.jp/

松江医療センター

690-8556

島根県松江市上乃木 5-8-31

0852-21-6131

http://www.mmedc.jp/

茨城東病院

319-1113

茨城県那珂郡東海村照沼 825

029-282-1151

http://www.ibarakihigashi-hospital.jp/

浜田医療センター

697-8511

島根県浜田市浅井町 777-12

0855-25-0505

http://www.hamada-nh.jp/

栃木医療センター

320-8580

栃木県宇都宮市中戸祭 1-10-37

028-622-5241

http://www.tochigi-mc.jp/

岡山医療センター

701-1192

岡山県岡山市北区田益 1711-1

086-294-9911

http://okayamamc.jp/index.php

宇都宮病院

329-1193

栃木県宇都宮市下岡本町 2160

028-673-2111

http://www.un-hosp.jp/

南岡山医療センター

701-0304

岡山県都窪郡早島町早島 4066

086-482-1121

http://www.sokayama.jp/

高崎総合医療センター

370-0829

群馬県高崎市高松町 36

027-322-5901

http://www.tnho.jp/

呉医療センター

737-0023

広島県呉市青山町 3-1

0823-22-3111

http://www.kure-nh.go.jp/

沼田病院

378-0051

群馬県沼田市上原町 1551-4

0278-23-2181

http://www.numata-hosp.jp/

福山医療センター

720-8520

広島県福山市沖野上町 4-14-17

084-922-0001

http://www.fukuyama-hosp.go.jp/

渋川医療センター

377-０２８０

群馬県渋川市白井 383

0279-23-１０１０

http://www.hosp.go.jp/~shibukawamc/

広島西医療センター

739-0696

広島県大竹市玖波 4-1-1

0827-57-7151

http://www.hiro-nishi-nh.jp/

西埼玉中央病院

359-1151

埼玉県所沢市若狭 2-1671

04-2948-1111

http://www.hosp.go.jp/~wsaitama/byouin_shoukai.html

東広島医療センター

739-0041

広島県東広島市西条町寺家 513

082-423-2176

http://www.hiro-hosp.jp/

埼玉病院

351-0102

埼玉県和光市諏訪 2-1

048-462-1101

http://saitama-hospital.jp/

賀茂精神医療センター

739-2693

広島県東広島市黒瀬町南方 92

0823-82-3000

http://www.hosp.go.jp/~kamo/

東埼玉病院

349-0196

埼玉県蓮田市大字黒浜 4147

048-768-1161

http://esaitama-nho.jp/

関門医療センター

752-8510

山口県下関市長府外浦町 1-1

083-241-1199

http://www.hosp.go.jp/~kanmon/

千葉医療センター

260-8606

千葉県千葉市中央区椿森 4-1-2

043-251-5311

http://www.hosp.go.jp/~chiba/

山口宇部医療センター

755-0241

山口県宇部市東岐波 685

0836-58-2300

http://www.yamaguchi-hosp.jp/

千葉東病院

260-8712

千葉県千葉市中央区仁戸名町 673

043-261-5171

http://www.chiba-easthp.jp/

岩国医療センター

740-8510

山口県岩国市愛宕町 1-1-1

0827-34-1000

http://www.iwakuni-nh.go.jp/

下総精神医療センター

266-0007

千葉県千葉市緑区辺田町 578

043-291-1221

http://www.shimofusa-pc.jp/index.html

柳井医療センター

742-1352

山口県柳井市伊保庄 95

0820-27-0211

http://yanai-hosp.jp/
http://www.etokushima-mc.jp/

下志津病院

284-0003

千葉県四街道市鹿渡 934-5

043-422-2511

http://www.hosp.go.jp/~simosizu/index.html

東徳島医療センター

779-0193

徳島県板野郡板野町大寺字大向北 1-1

088-672-1171

東京医療センター

152-8902

東京都目黒区東が丘 2-5-1

03-3411-0111

http://www.ntmc.go.jp/

徳島病院

776-8585

徳島県吉野川市鴨島町敷地 1354

0883-24-2161

http://www.hosp.go.jp/~tokusimahosp-nho/index.html

災害医療センター

190-0014

東京都立川市緑町 3256

042-526-5511

http://www.nho-dmc.jp/

高松医療センター

761-0193

香川県高松市新田町乙 8

087-841-2146

http://www.takamatsu-mc.jp/

東京病院

204-8585

東京都清瀬市竹丘 3-1-1

042-491-2111

http://www.hosp.go.jp/~tokyo/

四国こどもとおとなの医療センター

765-8507

香川県善通寺市仙遊町 2-1-1

0877-62-1000

http://shikoku-med.jp/

村山医療センター

208-0011

東京都武蔵村山市学園 2-37-1

042-561-1221

http://www.murayama-hosp.jp/

四国がんセンター

791-0280

愛媛県松山市南梅本町甲 160

089-999-1111

http://www.shikoku-cc.go.jp/index.html

横浜医療センター

245-8575

神奈川県横浜市戸塚区原宿 3-60-2

045-851-2621

http://www.yokohama-mc.jp/

愛媛医療センター

791-0281

愛媛県東温市横河原 366

089-964-2411

http://www.ehime-nh.go.jp/

久里浜医療センター

239-0841

神奈川県横須賀市野比 5-3-1

046-848-1550

http://www.kurihama-med.jp/

高知病院

780-8077

高知県高知市朝倉西町 1-2-25

088-844-3111

http://www.kochihp.com/

箱根病院

250-0032

神奈川県小田原市風祭 412

0465-22-3196

http://hakonehosp.com/

小倉医療センター

802-8533

福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘 10-1

093-921-8881

http://www.kokura-hp.jp/

相模原病院

252-0392

神奈川県相模原市南区桜台 18-1

042-742-8311

http://www.hosp.go.jp/~sagami/

九州がんセンター

811-1395

福岡県福岡市南区野多目 3-1-1

092-541-3231

http://www.ia-nkcc.jp/

神奈川病院

257-8585

神奈川県秦野市落合 666-1

0463-81-1771

http://kanagawa-hosp.org/

九州医療センター

810-8563

福岡県福岡市中央区地行浜 1-8-1

092-852-0700

http://www.kyumed.jp/index.html

西新潟中央病院

950-2085

新潟県新潟市西区真砂 1-14-1

025-265-3171

http://www.masa.go.jp/

福岡病院

811-1394

福岡県福岡市南区屋形原 4-39-1

092-565-5534

http://www.fukuoka-nh.jp/

新潟病院

945-8585

新潟県柏崎市赤坂町 3-52

0257-22-2126

http://www.niigata-nh.go.jp/html/index.html

大牟田病院

837-0911

福岡県大牟田市大字橘 1044-1

0944-58-1122

http://www.oomuta-h.com/

さいがた医療センター

949-3193

新潟県上越市大潟区犀潟 468-1

025-534-3131

http://www.saigata-nh.go.jp/

福岡東医療センター

811-3195

福岡県古賀市千鳥 1-1-1

092-943-2331

http://www.fe-med.jp/top.html

甲府病院

400-8533

山梨県甲府市天神町 11-35

055-253-6131

http://www.hosp.go.jp/~kofu-hospital/index.html

佐賀病院

849-8577

佐賀県佐賀市日の出 1-20-1

0952-30-7141

http://www.saga-hosp.jp/

東長野病院

381-8567

長野県長野市上野 2-477

026-296-1111

http://enagano-hosp.jp/

肥前精神医療センター

842-0192

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津 160

0952-52-3231

http://www.hizen-hosp.jp/

まつもと医療センター

399-8701

長野県松本市村井町南 2-20-30

0263-58-4567

http://mmccenta.jp/

東佐賀病院

849-0101

佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀 7324

0942-94-2048

http://www.higashisaga-hosp.jp/

信州上田医療センター

386-8610

長野県上田市緑が丘 1-27-21

0268-22-1890

http://www.nagano-hosp.go.jp/

嬉野医療センター

843-0393

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙 4279-3

0954-43-1120

http://www.uresino.go.jp/

小諸高原病院

384-8540

長野県小諸市甲 4598

0267-22-0870

http://www.komoro-hp.jp/

長崎病院

850-8523

長崎県長崎市桜木町 6-41

095-823-2261

http://www.nagasaki-n.jp/

富山病院

939-2692

富山県富山市婦中町新町 3145

076-469-2135

http://www.toyama-hosp.jp/

長崎医療センター

856-8562

長崎県大村市久原 2-1001-1

0957-52-3121

http://www.nagasaki-mc.jp/

北陸病院

939-1893

富山県南砺市信末 5963

0763-62-1340

http://www.hosp.go.jp/~hokuriku/index.html

長崎川棚医療センター

859-3615

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷 2005-1

0956-82-3121

http://www.nkmc.jp/

金沢医療センター

920-8650

石川県金沢市下石引町 1-1

076-262-4161

http://www.kanazawa-hosp.jp/

熊本医療センター

860-0008

熊本県熊本市中央区二の丸 1-5

096-353-6501

http://www.nho-kumamoto.jp/

医王病院

920-0192

石川県金沢市岩出町ニ 73-1

076-258-1180

http://www.hosp.go.jp/~iou/

熊本南病院

869-0593

熊本県宇城市松橋町豊福 2338

0964-32-0826

http://www.hosp.go.jp/~kumanann/

七尾病院

926-8531

石川県七尾市松百町八部 3-1

0767-53-1890

http://www.nanao-hosp.jp/

菊池病院

861-1116

熊本県合志市福原 208

096-248-2111

http://www.kikuchi-nhp.jp/

石川病院

922-0405

石川県加賀市手塚町サ 150

0761-74-0700

http://www.hosp.go.jp/~isikawa/index.html

熊本再春医療センター

861-1196

熊本県合志市須屋 2659

096-242-1000

http://www.k-saisyunsou.jp/

長良医療センター

502-8558

岐阜県岐阜市長良 1300-7

058-232-7755

http://www.hosp.go.jp/~ngr/index.html

大分医療センター

870-0263

大分県大分市横田 2-11-45

097-593-1111

http://nho-oita.jp/

静岡てんかん ･ 神経医療センター

420-8688

静岡県静岡市葵区漆山 886

054-245-5446

http://www.shizuokamind.org/

別府医療センター

874-0011

大分県別府市大字内竈 1473

0977-67-1111

http://www.beppu-iryou.jp/

天竜病院

434-8511

静岡県浜松市浜北区於呂 4201-2

053-583-3111

http://www.tenryu-hosp.jp/

西別府病院

874-0840

大分県別府市大字鶴見 4548

0977-24-1221

http://www.nbnh.jp/

静岡医療センター

411-8611

静岡県駿東郡清水町長沢 762-1

055-975-2000

http://www.hosp.go.jp/~tsh/index.html

宮崎東病院

880-0911

宮崎県宮崎市大字田吉 4374-1

0985-56-2311

http://www.mhigashi1.jp/

名古屋医療センター

460-0001

愛知県名古屋市中区三の丸 4-1-1

052-951-1111

http://www.nnh.go.jp/

都城医療センター

885-0014

宮崎県都城市祝吉町 5033-1

0986-23-4111

http://www.nho-miyakon.jp/

東名古屋病院

465-8620

愛知県名古屋市名東区梅森坂 5-101

052-801-1151

http://www.tomei-nho.jp/

宮崎病院

889-1301

宮崎県児湯郡川南町大字川南 19403-4

0983-27-1036

http://www.hosp.go.jp/~miyazaki/

東尾張病院

463-0802

愛知県名古屋市守山区大森北 2-1301

052-798-9711

http://eowari.jp/

鹿児島医療センター

892-0853

鹿児島県鹿児島市城山町 8-1

099-223-1151

http://kagomc.jp/

豊橋医療センター

440-8510

愛知県豊橋市飯村町字浜道上 50

0532-62-0301

http://www.toyohashi-hosp.jp/

指宿医療センター

891-0498

鹿児島県指宿市十二町 4145

0993-22-2231

http://ibusukimc.jp/

三重病院

514-0125

三重県津市大里窪田町 357

059-232-2531

http://www.hosp.go.jp/~mieh/

南九州病院

899-5293

鹿児島県姶良市加治木町木田 1882

0995-62-2121

http://www.skyusyu.jp/

鈴鹿病院

513-8501

三重県鈴鹿市加佐登 3-2-1

059-378-1321

http://www.hosp.go.jp/~suzukaww/

沖縄病院

901-2214

沖縄県宜野湾市我如古 3-20-14

098-898-2121

http://www.okinawa-hosp.jp/index.jsp

三重中央医療センター

514-1101

三重県津市久居明神町 2158-5

059-259-1211

http://www.miechuo-hosp.jp/

琉球病院

904-1201

沖縄県国頭郡金武町字金武 7958-1

098-968-2133

http://www.ryu-ryukyu.jp/

榊原病院

514-1292

三重県津市榊原町 777

059-252-0211

http://www.hosp.go.jp/~sakakihp/
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お問い合わせは
最寄りの国立病院機構の各病院または、国立病院機構本部へ

