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病　院　名 〒 住　　所

広島市立広島市民病院 730-8518 広島市中区基町7-33

広島赤十字・原爆病院 730-8619 広島市中区千田町1丁目9-6

中国電力株式会社 中電病院 730-8562 広島市中区大手町3丁目4-27

医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 730-0051 広島市中区大手町4丁目6-6

国家公務員共済組合連合会 広島記念病院 730-0802 広島市中区本川町1丁目4-3

国家公務員共済組合連合会 吉島病院 730-0822 広島市中区吉島東3丁目2-33

広島市立舟入市民病院 730-0844 広島市中区舟入幸町14番11号

医療法人社団曙会 シムラ病院 730-0841 広島市中区舟入町3-13

医療法人翠清会 梶川病院 730-0053 広島市中区東千田町1-1-23

医療法人社団仁鷹会　たかの橋中央病院 730-0042 広島市中区国泰寺町2-4-16

広島逓信病院 730-8798 広島市中区東白島町19番16号

医療法人 社団楓会 林病院 730-0029 広島市中区三川町3-8

医療法人JR広島病院 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目1-36

医療法人社団輔仁会 太田川病院 732-0009 広島市東区戸坂千足1丁目21番25号

医療法人たかまさ会 山崎病院 732-0032 広島市東区上温品1-24-9

広島大学病院 734-8551 広島市南区霞1丁目2番-3号

県立広島病院 734-8530 広島市南区宇品神田1丁目5-54

広島厚生病院 734-0024 広島市南区仁保新町１丁目5-13　　

和同会 広島シーサイド病院 734-0012 広島市南区元宇品町26-21

医療法人社団まりも会　ヒロシマ平松病院 732-0816 広島市南区比治山本町11番27号

福島生協病院 733-0024 広島市西区福島町1-24-7

医療法人和同会 広島パークヒル病院 733-0851 広島市西区田方2丁目16-45

医療法人厚生堂 長崎病院 733-0013 広島市西区横川新町3-11

医療法人社団慈恵会 いまだ病院 733-0004 広島市西区三篠町1丁目5番1号

荒木脳神経外科病院 733-0821 広島市西区庚午北2丁目8-7

広島医療生活協同組合 広島共立病院 731-0121 広島市安佐南区中須2丁目20-20

広島市立リハビリテーション病院 731-3168 広島市安佐南区伴南1丁目39-1

医療法人メディカルパーク 野村病院 731-0138 広島市安佐南区祇園2丁目42-14

日比野病院 731-3164 広島市安佐南区伴東7丁目9-2

広島市立安佐市民病院 731-0293 広島市安佐北区可部南2丁目1-1

医療法人長久堂 野村病院 731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目17-30

高陽ニュータウン病院 739-1742 広島市安佐北区亀崎4丁目7-1

医療法人恒和会 松石病院 736-0082 広島市安芸区船越南3丁目23-3

広島市医師会運営 安芸市民病院 736-0088 広島市安芸区畑賀2丁目14-1

医療法人せのがわ 瀬野川病院 739-0323 広島市安芸区中野東4丁目11-13

医療法人あさだ会 浅田病院 736-0087 広島市安芸区矢野町700

医療法人社団清風会 五日市記念病院 731-5156 広島市佐伯区倉重1丁目95番地

医療法人社団 一陽会 原田病院 731-5134 広島市佐伯区海老山町7-10

広島中央保健生活協同組合 生協さえき病院 731-5115 広島市佐伯区八幡東3丁目11-29
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広島県厚生農業協同組合連合会 吉田総合病院 731-0595 安芸高田市吉田町吉田3666

医療法人社団八千代会　八千代病院 731-0302 安芸高田市八千代町勝田448

府中町 マツダ病院 735-8585 安芸郡府中町青崎南2-15

坂町
社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会  済生会広島
病院

731-4311 安芸郡坂町北新地2丁目3-10

医療法人社団慶寿会　千代田中央病院 731-1533 山県郡北広島町有田1192

医療法人社団　知仁会　メープルヒル病院 739－0651 大竹市玖波五丁目2番１号

独立行政法人国立病院機構　広島西医療センター 739-0696 大竹市玖波4丁目1-1

JA広島厚生連　広島総合病院 738-8503 廿日市市地御前1-3-3

医療法人あかね会　阿品土谷病院 738-0054 廿日市市阿品4丁目51-1

医療法人ハートフル　アマノリハビリテーション病院
738-0060 廿日市市陽光台5丁目9番地

医療法人清風会　廿日市記念病院 738-0060 廿日市市陽光台5-12

医療法人社団明和会　大野浦病院 739-0452 廿日市市丸石2丁目3-35

独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 737-0193 呉市広多賀谷1丁目5-1

独立行政法人国立病院機構　呉医療センター 737-0023 呉市青山町3-1

済生会呉病院 737-0821 呉市三条2丁目1-13

国家公務員共済組合連合会　呉共済病院 737-8505 呉市西中央2丁目3-28

呉市医師会病院 737-0056 呉市朝日町15-24

医療法人社団悠仁会　後籐病院 737-0052 呉市東中央1丁目8-20

医療法人社団　和恒会　ふたば病院 737-0143 呉市広白石4丁目７番22号

独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター 739-0041 東広島市西条町寺家513

医療法人青山会　西条中央病院 739-0014 東広島市西条昭和町12-40

社会医療法人千秋会　井野口病院 739-0007 東広島市西条土与丸6-1-91

県立安芸津病院 739-2402 東広島市安芸津町三津4388

医療法人社団樹章会　本永病院 739-0016 東広島市西条岡町8-13

広島県立障害者リハビリテーションセンター 739-0036 東広島市西条町田口295-3

広島県立障害者療育支援センターわかば療育園 739-0133 東広島市八本松町米満198-1

医療法人社団仁慈会　安田病院 725-0012 竹原市下野町3136

国家公務員共済組合連合会　呉共済病院忠海分院 746-2316 竹原市忠海中町2丁目2-45

三菱三原病院 729-0324 三原市糸崎3丁目3-1

三原赤十字病院 723-8512 三原市東町2丁目7番1号

社会医療法人里仁会　興生総合病院 723-8686 三原市円一町2丁目5-1

公立みつぎ総合病院 722-0393 尾道市御調町市124

尾道市立市民病院 722-8503 尾道市新高山3丁目1170-177

日立造船健康保険組合　因島総合病院 722-2323 尾道市因島土生町2561

JA尾道総合病院 722-8508 尾道市平原1丁目10-23

因島医師会病院 722-2211 尾道市因島中庄町1962番地

公立世羅中央病院 722-1112 世羅郡世羅町大字本郷918-3世羅郡
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独立行政法人国立病院機構　福山医療センター 720-8520 福山市沖野上町4丁目14-17

社会医療法人　定和会　神原病院 720-0843 福山市赤坂町大字赤坂1313

医療法人紫苑会　藤井病院 720-0201 福山市鞆町鞆323

日本鋼管福山病院 721-0927 福山市大門町津之下1844

社会医療法人社団陽正会　寺岡記念病院 729-3103 福山市新市町新市37

福山市民病院 721-8511 福山市蔵王町5丁目23-1

医療法人社団宏仁会　寺岡整形外科病院 720-0077 福山市南本庄3-1-52

社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院 720-0825 福山市沖野上町3丁目6-28

医療法人興花会　堀病院 720-0825 福山市沖野上町3丁目4番13号

医療法人辰川会　山陽病院 720-0815 福山市野上町2丁目8番２号

医療法人社団永光会　水永リハビリテーション病院 721-0973 福山市南蔵王町4-16-16

社会医療法人社団沼南会　沼隈病院 720-0402 福山市沼隈町中山南469-3

公立学校共済組合　中国中央病院 720-0001 福山市御幸町上岩成148-13

医療法人 達磨会 井上病院 721-0974 福山市東深津町3-23-46

医療法人蒼生会　楠本病院 721-0952 福山市曙町3丁目19-18

医療法人社団　島谷病院 721-0955 福山市新涯町2丁目5番8号

三宅会　グッドライフ病院 720-0052 福山市東町1-2-5

医療法人社団尚志会　福山城西病院 720-0067 福山市西町2丁目11番36号

医療法人社団大仁会　大石病院 720-0822 福山市川口町1-7-15

府中市民病院 726-8501 府中市鵜飼町555-3

神石高原町立病院 720-1522 神石郡神石高原町小畠1763-2

市立三次中央病院 728-8502 三次市東酒屋町字敦盛531番地

医療法人新和会　三次病院 728-0025 三次市粟屋町1731

庄原赤十字病院 727-0013 庄原市西本町2丁目7-10

庄原市立西城市民病院 729-5742 庄原市西城町中野1339
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