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都道府県 ＩＣＤ認定施設 住所 電話番号

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県大津市瀬田月輪町 077-548-2111

滋賀県 大津赤十字病院 滋賀県大津市長等一丁目１番３５号 077-522-4131

滋賀県 市立大津市民病院 滋賀県大津市本宮二丁目９番９号 077-522-4607

滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県近江八幡市土田町１３７９番地 0748-33-3151

滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター 滋賀県草津市矢橋町１６６０番地 077-563-8866

滋賀県 市立長浜病院 滋賀県長浜市大戌亥町３１３番地 0749-68-2300

滋賀県 滋賀県立総合病院 滋賀県守山市守山五丁目４番３０号 077-582-5031

京都府 京都第二赤十字病院 京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町３５５－５ 075-231-5171

京都府 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５ 075-251-5111

京都府 国立大学法人京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町５４番地 075-751-3111

京都府 京都第一赤十字病院 京都府京都市東山区本町十五丁目七四九 075-561-1121

京都府 医療法人医仁会武田総合病院 京都府京都市伏見区石田森南町２８－１ 075-572-6331

京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 京都府京都市伏見区深草向畑町１－１ 075-641-9161

京都府 三菱京都病院 京都府京都市西京区桂御所町１ 075-381-2111

京都府 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 京都府京都市西京区山田平尾町１７ 075-391-5811

京都府 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 京都府宇治市槇島町石橋１４５番 0774-20-1111

京都府 京都岡本記念病院 京都府久世郡久御山町佐山西ノ口１００番地 0774-48-5500

京都府 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 京都府舞鶴市字浜１０３５ 0773-62-2510

京都府 武田病院 京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町８４075-361-1351

京都府 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 京都府京都市山科区音羽珍事町２ 075-593-4111

大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７号 06-6645-2851

大阪府 医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番３２号 06-6341-8651

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 大阪府大阪市北区扇町二丁目４番２０号 06-6312-1221

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 大阪府大阪市北区芝田二丁目１０番３９号 06-6372-0333

大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 大阪府大阪市城東区古市１丁目３番２５号 06-6932-0401

認定施設数：４７１施設（２０２２年４月１日現在　地方厚生局施設基準届出より引用) ※出典：医療介護情報局 https://caremap.jp/
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大阪府 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 大阪府大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号 06-6692-1201

大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 大阪府大阪市大正区北村三丁目４番５号 06-6552-0091

大阪府 大阪赤十字病院 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号 06-6774-5111

大阪府 国家公務員共済組合連合会大手前病院 大阪府大阪市中央区大手前一丁目５番３４号 06-6941-0484

大阪府 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 大阪府大阪市東淀川区柴島１丁目７番５０号 06-6322-2250

大阪府 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘２番１５号 06-6879-5111

大阪府 関西電力病院 大阪府大阪市福島区福島２－１－７ 06-6458-5821

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 大阪府大阪市福島区福島四丁目２番７８号 06-6441-5451

大阪府 りんくう総合医療センター 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２３ 072-469-3111

大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 大阪府河内長野市木戸東町２番１号 0721-53-5761

大阪府 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 大阪府岸和田市加守町四丁目２７番１号 0724-45-9915

大阪府 市立岸和田市民病院 大阪府岸和田市額原町１００１番地 0724-45-1000

大阪府 耳原総合病院 大阪府堺市堺区協和町四丁４６５ 072-241-0501

大阪府 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 大阪府堺市北区長曾根町１１７９番地の３ 072-252-3561

大阪府 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 大阪府吹田市岸部新町６番１号 06-6170-1070

大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院 大阪府高槻市古曽部町一丁目３番１３号 072-681-3801

大阪府 大阪医科薬科大学病院 大阪府高槻市大学町２番７号 0726-83-1221

大阪府 医療法人春秋会城山病院 大阪府羽曳野市はびきの２丁目８番１号 0729-58-1000

大阪府 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 大阪府東大阪市西岩田三丁目４番５号 06-6781-5101

大阪府 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 大阪府枚方市藤阪東町一丁目２番１号 072-858-8233

大阪府 関西医科大学総合医療センター 大阪府守口市文園町１０番１５号 06-6992-1001

大阪府 近畿大学病院 大阪府大阪狭山市大野東３７７番地の２ 0723-66-0221

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター 大阪府和泉市室堂町８４０番地 0725-56-1220

大阪府 ベルランド総合病院 大阪府堺市中区東山５００番地３ 072-234-2001

大阪府 医療法人藤井会石切生喜病院 大阪府東大阪市弥生町１８番２８号 0729-88-3121

認定施設数：４７１施設（２０２２年４月１日現在　地方厚生局施設基準届出より引用) ※出典：医療介護情報局 https://caremap.jp/



ICD認定施設 近畿地方 3 / 4 ページ

都道府県 ＩＣＤ認定施設 住所 電話番号

大阪府 医誠会病院 大阪府大阪市東淀川区菅原六丁目２番２５号 06-6326-1121

大阪府 大阪市立総合医療センター 大阪府大阪市都島区都島本通２丁目１３－２２ 06-6929-1221

大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 大阪府大阪市中央区法円坂二丁目１番１４号 06-6942-1331

大阪府 関西医科大学附属病院 大阪府枚方市新町二丁目３番１号 072-804-0101

大阪府 医療法人良秀会高石藤井心臓血管病院 大阪府高石市綾園２丁目１５番１８号 072-263-5050

大阪府 社会医療法人警和会大阪警察病院 大阪府大阪市天王寺区北山町１０－３１ 06-6771-6051

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町７丁目５－２ 078-382-5111

兵庫県 赤穂市民病院 兵庫県赤穂市中広１０９０番地 0791-43-3222

兵庫県 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 兵庫県尼崎市稲葉荘３丁目１－６９ 06-6416-1221

兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県洲本市塩屋１丁目１番１３７号 0799-22-1200

兵庫県 兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町１－１ 0798-45-6111

兵庫県 姫路赤十字病院 兵庫県姫路市下手野１丁目１２－１ 079-294-2251

兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県神戸市中央区港島南町２丁目１番地１ 078-302-4321

兵庫県 神戸赤十字病院 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３番１号 078-231-6006

兵庫県 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 兵庫県宝塚市長尾町２番１号 0797-88-2200

兵庫県 社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓脳・血管センター 兵庫県西宮市池田町３番２５号 0798-36-1880

兵庫県 北播磨総合医療センター 兵庫県小野市市場町９２６番地の２５０ 0794-88-8800

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県尼崎市東難波町２丁目１７番７７号 06-6480-7000

兵庫県 加古川中央市民病院 兵庫県加古川市加古川町本町４３９番地 079-451-5500

兵庫県 社会医療法人愛仁会明石医療センター 兵庫県明石市大久保町八木７４３－３３ 078-936-1101

奈良県 奈良県総合医療センター 奈良県奈良市七条西町二丁目８９７番５ 0742-46-6001

奈良県 医療法人新生会総合病院高の原中央病院 奈良県奈良市右京１丁目３番地の３ 0742(71)1030

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 奈良県橿原市四条町８４０番地 0744(22)3051

奈良県 社会医療法人高清会高井病院 奈良県天理市蔵之庄町４７０番地８ 07436(5)0372

奈良県 公益財団法人天理よろづ相談所病院 奈良県天理市三島町２００ 07436(3)5611

認定施設数：４７１施設（２０２２年４月１日現在　地方厚生局施設基準届出より引用) ※出典：医療介護情報局 https://caremap.jp/
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奈良県 奈良県西和医療センター 奈良県生駒郡三郷町三室１丁目１４－１６ 0745-32-0505

和歌山県 誠佑記念病院 和歌山県和歌山市西田井３９１ 073-462-6211

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県和歌山市小松原通４丁目２０番地 073-422-4171

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県和歌山市紀三井寺８１１番地１ 073-447-2300

和歌山県 新宮市立医療センター 和歌山県新宮市蜂伏１８番７号 0735-31-3333

和歌山県 紀南病院 和歌山県田辺市新庄町４６番地７０ 0739-22-5000

認定施設数：４７１施設（２０２２年４月１日現在　地方厚生局施設基準届出より引用) ※出典：医療介護情報局 https://caremap.jp/


