
病院等名 担当部署名 住所 電話番号 FAX番号 メールアドレス

国立病院機構本部 総務部総務課
〒152-8621
東京都目黒区東が丘2-5-21 03-5712-5050 03-5712-5081 700-info@mail.hosp.go.jp

北海道東北グループ 人事担当

〒983-0045
宮城県仙台市宮城野区宮城野2-8-8
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3階 022-291-0411 022-297-2487 711-kita-soumukakari@mail.hosp.go.jp

関東信越グループ 人事担当
〒152-0021
東京都目黒区東が丘2-5-23 03-5712-3101 03-5712-3110 712-kansin-soumu@mail.hosp.go.jp

東海北陸グループ 人事担当
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1 052-968-5171 052-968-5168 713-tohkaiwebmaster@mail.hosp.go.jp

近畿グループ
人事担当

〒540-0006
大阪府大阪市中央区法円坂2-1-14
大阪医療センター臨床研究センター棟6階

06-4790-8388 06-4790-8378 714-syougai-soudan@mail.hosp.go.jp

中国四国グループ 人事担当
〒739-0041
広島県東広島市西条町寺家513 082-493-6606 082-493-6616 715-chushi-soumu@mail.hosp.go.jp

九州グループ 人事担当
〒810-0065
福岡県福岡市中央区地行浜1-8-1 092-852-1701 092-852-1736 716-kyushuinfo@mail.hosp.go.jp

北海道がんセンター 事務部管理課
〒003-0804
北海道札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号 011-811-9111 011-832-0652 100-mb10kik4@mail.hosp.go.jp

北海道医療センター 事務部管理課
〒063-0005
北海道札幌市西区山の手5条7-1-1 011-611-8111 011-611-5820 101-info@mail.hosp.go.jp

函館病院 事務部管理課
〒041-8512
北海道函館市川原町18番16号 0138-51-6281 0138-51-6288 102-hakodate@mail.hosp.go.jp

旭川医療センター 事務部管理課
〒070-8644
北海道旭川市花咲町7丁目4048番地 0166-51-3161 0166-53-9184 103-kanrikatyou@mail.hosp.go.jp

帯広病院 事務部管理課
〒080-8518
北海道帯広市西18条北2-16 0155-33-3155 0155-33-3397 104-kanri@mail.hosp.go.jp

弘前病院 事務部管理課
〒036-8545
青森県弘前市大字富野町１ 0172-32-4311 0172-33-8614 106-Hirosaki@mail.hosp.go.jp

八戸病院 事務部管理課
〒031-0003
青森県八戸市吹上3-13-1 0178-45-6111 0178-43-7814 107-KANRI@mail.hosp.go.jp

青森病院 事務部管理課
〒038-1331
青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野155-1 0172-62-4055 0172-62-7289 108-shogaisabetsusoudan@mail.hosp.go.jp

盛岡医療センター 事務部管理課
〒020-0133
岩手県盛岡市青山一丁目25-1 019-647-2195 019-646-1195 109-kanri@mail.hosp.go.jp

花巻病院 事務部管理課
〒025-0033
岩手県花巻市諏訪500 0198-24-0511 0198-24-1721 110-hanamaki@mail.hosp.go.jp

岩手病院 事務部管理課
〒021-0056
岩手県一関市山目字泥田山下48 0191-25-2221 0191-25-2157 111-kanri@mail.hosp.go.jp

釜石病院 事務部管理課
〒026-0053
岩手県釜石市定内町4-7-1 0193-23-7111 0193-25-1820 112-syomu@mail.hosp.go.jp

仙台医療センター 事務部管理課
〒983-8520
宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12 022-293-1111 022-291-8114 113-iji@mail.hosp.go.jp

仙台西多賀病院 事務部管理課
〒982-8555
宮城県仙台市太白区鈎取本町2-11-11 022-245-2111 022-243-2530 114-info@mail.hosp.go.jp

宮城病院 事務部管理課
〒989-2202
宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原100 0223-37-1131 0223-37-3316 115-kanri@mail.hosp.go.jp

あきた病院 事務部管理課
〒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 0184-73-2370 116-akita.sy@mail.hosp.go.jp

山形病院 事務部管理課
〒990-0876
山形県山形市行才126番地2 023-684-5566 023-684-2519 117-yamagata-soudan@mail.hosp.go.jp

米沢病院 事務部管理課
〒992-1202
山形県米沢市大字三沢26100-1 0238-22-3210 0238-22-6691 118-info@mail.hosp.go.jp

福島病院 事務部管理課
〒962-8507
福島県須賀川市芦田塚13 0248-75-2131 0248-76-2382 119-shomu@mail.hosp.go.jp

いわき病院 事務部管理課
〒971-8126
福島県いわき市小名浜野田字八合88-1 0246-88-7101 0246-88-7075 120-iwaki-hp1@mail.hosp.go.jp

水戸医療センター 事務部管理課
〒311-3193
茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280 029-240-7711 029-240-7788 200-sy01@mail.hosp.go.jp

霞ヶ浦医療センター 事務部管理課
〒300-8585
茨城県土浦市下高津2-7-14 029-822-5050 029-824-0494 201-kasumi.main@mail.hosp.go.jp

茨城東病院 事務部管理課
〒311-1113
茨城県那珂郡東海村825 029-282-1151 029-282-7156 202-ibarakihigashihp@mail.hosp.go.jp

栃木医療センター 事務部管理課
〒320-8580
栃木県宇都宮市中戸祭1-10-37 028-622-5241 028-625-2718 web-info@tochigi-mc.jp

宇都宮病院 事務部管理課
〒329-1193
栃木県宇都宮市下岡本町2160 028-673-2111 028-673-6148 204-homepage@mail.hosp.go.jp

高崎総合医療センター 事務部管理課
〒370ｰ0829
群馬県高崎市高松町36 027-322-5901 027-327-1826 syomu-chief@takasaki-hosp.jp

沼田病院 事務部管理課
〒378-0051
群馬県沼田市上原町1551-4 0278-23-2181 0278-24-1819 206-kanrika@mail.hosp.go.jp

渋川医療センター 事務部管理課
〒377-0280
群馬県渋川市白井383 0279-23-1010 0279-23-1011 207-ShibukawaMC_mbx@mail.hosp.go.jp

西埼玉中央病院 事務部管理課
〒359-1151
埼玉県所沢市若狭2-1671 04-2948-1111 04-2948-1121 208-kanrika@mail.hosp.go.jp

埼玉病院 事務部管理課
〒351-0102
埼玉県和光市諏訪2-1 048-462-1101 048-464-1138 209-inquiry@mail.hosp.go.jp

東埼玉病院 事務部管理課
〒349-0196
埼玉県蓮田市黒浜4147 048-768-1161 048-769-5347 210-info@mail.hosp.go.jp

千葉医療センター 事務部管理課
〒260-8606
千葉県千葉市中央区椿森4－1－2 043-251-5311 043-255-1675 211-syomu@mail.hosp.go.jp

千葉東病院 事務部管理課
〒260-8712
千葉県千葉市中央区仁戸名町673番地 043-261-5171 043-268-2613 212-kouhou@mail.hosp.go.jp

下総精神医療センター 事務部管理課
〒266-0007
千葉県千葉市緑区辺田町578 043-291-1221 043-291-2602 213-soudan@mail.hosp.go.jp

下志津病院 事務部管理課
284-0003
千葉県四街道市鹿渡934-5 043-422-2511 043-421-3007 214-shidou@mail.hosp.go.jp

国立病院機構における障害を理由とする差別に関する相談窓口
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病院等名 担当部署名 住所 電話番号 FAX番号 メールアドレス

東京医療センター 事務部管理課
〒152-8902
東京都目黒区東が丘2-5-21 03-3411-0111 03-3412-9811 215-sy01@mail.hosp.go.jp

災害医療センター 事務部管理課
〒190-0014
東京都立川市緑町3256 042-526-5511 042-526-5535 216-toiawase@mail.hosp.go.jp

東京病院 事務部管理課
〒204-8585
東京都清瀬市竹丘3-1-1 042-491-2111 042-494-2168 217-admin-9@mail.hosp.go.jp

村山医療センター 事務部管理課
〒208-0011
東京都武蔵村山市学園2-37-1 042-561-1221 042-564-2210 218-murayamahome@mail.hosp.go.jp

横浜医療センター 事務部管理課
〒245-8575
神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2 045-851-2621 045-851-3902 219-info1@mail.hosp.go.jp

久里浜医療センター 事務部管理課
〒239-0841
神奈川県横須賀市野比5-3-1 046-848-1550 046-849-7743 220-kanrikachou@mail.hosp.go.jp

箱根病院 事務部管理課
〒250-0032
神奈川県小田原市風祭412 0465-22-3196 0465-23-1167 221-syomu@mail.hosp.go.jp

相模原病院 事務部管理課
〒252－0392
神奈川県相模原市南区桜台18-1 042-742-8311 042-742-5314 222-soudanmadoguchi@mail.hosp.go.jp

神奈川病院 事務部管理課
〒257-8585
神奈川県秦野市落合666-1 0463-81-1771 0463-82-7533 223-kanrika@mail.hosp.go.jp

西新潟中央病院 事務部管理課
〒950-2085
新潟県新潟市西区真砂1-14-1 025-265-3171 025-231-2831 224-GL@mail.hosp.go.jp

新潟病院 事務部管理課
〒945-8585
新潟県柏崎市赤坂町3-52 0257-22-2126 0257-24-9812 225-info@mail.hosp.go.jp

さいがた医療センター 事務部管理課
〒949-3193
新潟県上越市大潟区犀潟468-1 025-534-3131 025-534-4824 226-kanrika@mail.hosp.go.jp

甲府病院 事務部管理課
〒400-8533
山梨県甲府市天神町11-35 055-253-6131 055-251-5597 227-nhokofu@mail.hosp.go.jp

東長野病院 事務部管理課
〒381-8567
長野県長野市上野2-477 026-296-1111 026-295-5139 228-syomu@mail.hosp.go.jp

まつもと医療センター 事務部管理課
〒399-8701
長野県松本市村井町南2-20-30 0263-58-4567 0263-86-3183 229-sy-info@mail.hosp.go.jp

信州上田医療センター 事務部管理課
〒386-8610
長野県上田市緑が丘1-27-21 0268-22-1890 0268-24-6603 230-jimu@mail.hosp.go.jp

小諸高原病院 事務部管理課
〒384-8540
長野県小諸市甲4598 0267-22-0870 0267-23-7034 komoro@mail.hosp.go.jp

富山病院 事務部管理課
〒939-2692
富山県富山市婦中町新町3145 076-469-2135 076-469-5616 300-toyamahp@mail.hosp.go.jp

北陸病院 事務部管理課
〒939-1893
富山県南砺市信末5963 0763-62-1340 0763-62-3460 301-hokuriku-kanri@mail.hosp.go.jp

金沢医療センター 事務部管理課
〒920-8650
石川県金沢市下石引町1-1 076-262-4161 076-222-2758 302-info@mail.hosp.go.jp

医王病院 事務部管理課
〒920-0192
石川県金沢市岩出町ニ73番地1 076-258-1180 076-258ｰ6719 303-iou@mail.hosp.go.jp

七尾病院 事務部管理課
〒926-8531
石川県七尾市松百町八部3番地の1 0767-53-1890 0767-53-5771 304-kanri@mail.hosp.go.jp

石川病院 事務部管理課
〒922-0405
石川県加賀市手塚町サ150番地 0761-74-0700 0761-74-7642 305-TOIAWASE@mail.hosp.go.jp

長良医療センター 事務部管理課
〒502-8558
岐阜県岐阜市長良1300-7 058-232-7755 058-295-0077 306-toiawase@mail.hosp.go.jp

静岡県てんかん・神経医療センター 事務部管理課
〒420-8688
静岡県静岡市葵区漆山886 054-245-5446 054-247-9781 307-sy01@mail.hosp.go.jp

天竜病院 事務部管理課
〒434-8511
静岡県浜松市浜北区於呂4201番地の1 053-583-3111 053-583-3664 309-toiawase@mail.hosp.go.jp

静岡医療センター 事務部管理課
〒411-8611
静岡県駿東郡清水町長沢762-1 055-975-2000 055-975-2725 310-tshome@mail.hosp.go.jp

名古屋医療センター 事務部管理課
〒460-0001
名古屋市中区三の丸4-1-1 052-951-1111 052-951-0664 311-soudanmadoguchi@mail.hosp.go.jp

東名古屋病院 事務部管理課
〒465-8620
愛知県名古屋市名東区梅森坂5-101 052-801-1151 052-801-1160 312-TOIAWASE@mail.hosp.go.jp

東尾張病院 事務部管理課
〒463-0802
愛知県名古屋市守山区大森北2-1301 052-798-9711 052-798-5554 313-TOIAWASE＠mail.hosp.go.jp

豊橋医療センター 事務部管理課
〒440-8510
愛知県豊橋市飯村町字浜道上50番地 0532-62-0301 0532-62-3352 314-tmc@mail.hosp.go.jp

三重病院 事務部管理課
〒514-0125
三重県津市大里窪田町357番地 059-232-2531 059-232-5994 315-kanrika@mail.hosp.go.jo

鈴鹿病院 事務部管理課
〒513-8501
三重県鈴鹿市加佐登三丁目2-1 059-378-1321 059-378-7083 316-kanrika@mail.hosp.go.jp

三重中央医療センター 事務部管理課
〒514-1101
三重県津市久居明神町2158-5 059-259-1211 059-259-0771 317-kanjashien@mail.hosp.go.jp

榊原病院 事務部管理課
〒514-1292
三重県津市榊原町777番地 059-252-0211 059-252-0411 318-kanrika@mail.hosp.go.jp

敦賀医療センター 事務部管理課
〒914-0195
福井県敦賀市桜ヶ丘町33番1号 0770-25-1600 0770-25-7409 400-TSURUGA@mail.hosp.go.jp

あわら病院 事務部管理課
〒910-4272
福井県あわら市北潟238-1 0776-79-1211 0776-79-1249 401-Syomu@mail.hosp.go.jp

東近江総合医療センター 事務部管理課
〒527-8505
滋賀県東近江市五智町255 0748-22-3030 0748-23-3383 402-soudan@mail.hosp.go.jp

紫香楽病院 事務部管理課
〒529-1803
滋賀県甲賀市信楽町牧997 0748-83-0101 0748-83-1262 403-shigaraki@mail.hosp.go.jp

京都医療センター 事務部管理課
〒612-8555
京都市伏見区深草向畑町1-1 075-641-9161 075-643-4325 404-kanrika@mail.hosp.go.jp

宇多野病院 事務部管理課
〒616-8255
京都府京都市右京区鳴滝音戸山町8 075-461-5121 075-46-0027 405-utano@mail.hosp.go.jp

舞鶴医療センター 事務部管理課
〒625-8502
京都府舞鶴市字行永2410番地 0773－62－2680 0773-63-5332 406-kanri@mail.hosp.go.jp

南京都病院 事務部管理課
〒610-0113
京都府城陽市中芦原１１ 0774-52-0065 0774-55-2765 407-kanri-3@mail.hosp.go.jp

大阪医療センター 事務部管理課
〒540-0006
大阪府大阪市中央区法円坂2-1-14 06-6942-1331 06-6943-6467 408-kanrika@mail.hosp.go.jp

近畿中央呼吸器センター 事務部管理課
〒591-8555
大阪府堺市長曽根町1180 072-252-3021 072-251-1372 409-kanri@mail.hosp.go.jp

大阪刀根山医療センター 事務部管理課
〒560-8552
大阪府豊中市刀根山5丁目1番1号 06-6853-2001 06-6853-3127 410-kanrikasoudan@mail.hosp.go.jp
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病院等名 担当部署名 住所 電話番号 FAX番号 メールアドレス

大阪南医療センター 事務部管理課
〒586-8521
大阪府河内長野市木戸東町２－１ 0721-53-5761 0721-53-8904 411shougaisha-soudan@mail.hosp.go.jp

神戸医療センター 事務部管理課
〒654-0155
兵庫県神戸市須磨区西落合3-1-1 078-791-0111 078-791-5213 412-kanrika@mail.hosp.go.jp

姫路医療センター 事務部管理課
〒670-8520
兵庫県姫路市本町68番地 079-225-3211 079-223-8310 413－sy＠mail.hosp.go.jp

兵庫あおの病院 事務部管理課
〒675-1327
兵庫県小野市市場町926-453 0794-62-5533 0794-62-5757 414-aono@mail.hosp.go.jp

兵庫中央病院 事務部管理課
〒669-1592
兵庫県三田市大原1314 079-563-2121 079-564-4626 415-shomu@mail.hosp.go.jp

奈良医療センター 事務部管理課
〒630-8053
奈良県奈良市七条2丁目789番地 0742-45-4591 0742-48-3512 416-info@mail.hosp.go.jp

やまと精神医療センター 事務部管理課
〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2815 0743-52-3081 0743-52-8879 417-syomuhanchou@mail.hosp.go.jp

南和歌山医療センター 事務部管理課
〒646-8558
和歌山県田辺市たきない町27-1 0739-26-7050 0739-24-2055 418-otoiawase@mail.hosp.go.jp

和歌山病院 事務部管理課
〒644-0044
和歌山県日高郡美浜町和田1138 0738-22-3256 0738-23-3104 419-info@mail.hosp.go.jp

鳥取医療センター 事務部管理課
〒689-0203
鳥取県鳥取市三津876番地 0857-59-1111 0857-59-1589 500-kanrika@mail.hosp.go.jp

米子医療センター 事務部管理課
〒683-0006
鳥取県米子市車尾4丁目17番1号 0859-33-7111 0859-34-1580 501-SHOMU＠mail.hosp.go.jp

松江医療センター 事務部管理課
〒690-8556
島根県松江市上乃木5-8-31 0852-21-6131 0852-27-1019 502-kanrika@mail.hosp.go.jp

浜田医療センター 事務部管理課
〒697-8511
島根県浜田市浅井町777-12 0855-25-0505 0855-28-7070 503-toiawase@mail.hosp.go.jp

岡山医療センター 事務部管理課
〒701-1192
岡山県岡山市北区田益1711-1 086-294-9911 086-294-9255 504-info@mail.hosp.go.jp

南岡山医療センター 事務部管理課
〒701-0304
岡山県都窪郡早島町早島4066 086-482-1121 086-482-3883 505-minami-soudan@mail.hosp.go.jp

呉医療センター 事務部管理課
〒737-0023
広島県呉市青山町3－1 0823-22-3111 0823－21－0478 506-soudan@mail.hosp.go.jp

福山医療センター 事務部管理課
〒720-8520
広島県福山市沖野上町4-14-17 084-922-0001 084-931-3969 507-HP@mail.hosp.go.jp

広島西医療センター 事務部管理課
〒739-0696
広島県大竹市玖波4-1-1 0827-57-7151 0827-57-3681 508-syomu@mail.hosp.go.jp

東広島医療センター 事務部管理課
〒739-0041
広島県東広島市西条町寺家513 082-423-2176 082-422-4675 509-toiawase@mail.hosp.go.jp

賀茂精神医療センター 事務部管理課
〒780-2693
広島県東広島市黒瀬町南方92 0823-82-3000 0823-82-7352 510-kanrika@mail.hosp.go.jp

関門医療センター 事務部管理課
〒752-8510
山口県下関市長府外浦町1-1 083-241-1199 083-241-1301 511-KanmonSyomu@mail.hosp.go.jp

山口宇部医療センター 事務部管理課
〒755-0241
山口県宇部市東岐波685番地 0836-58-2300 0836-58-5219 512-kanrika@mail.hosp.go.jp

岩国医療センター 事務部管理課
〒740-8510
山口県岩国市愛宕町一丁目1番1号 0827-34-1000 0827-35-5600 contact.iwakuni0827341000@mail.hosp.go.jp

柳井医療センター 事務部管理課
〒742-1352
山口県柳井市伊保庄95 0820-27-0211 0820-27-0211 514-soudan@mail.hosp.go.jp

東徳島医療センター 事務部管理課
〒779-0193
徳島県板野郡板野町大寺字大向北1-1 088-672-1171 088-672-3809 515-KEIEI@mail.hosp.go.jp

徳島病院 事務部管理課
〒776-8585
徳島県吉野川市鴨島町敷地1354 0883-24-2161 0883-24-8661 516-toiawase@mail.hosp.go.jp

高松医療センター 事務部管理課
〒761-0193
香川県高松市新田町乙8番地 087-841-2146 087-843-5545 517-Kanrika@mail.hosp.go.jp

四国こどもとおとなの医療センター 事務部管理課
〒765-8507
香川県善通寺市仙遊町2-1-1 0877-62-1000 0877-62-6311 518-info@mail.hosp.go.jp

四国がんセンター 事務部管理課
〒791-0280
愛媛県松山市南梅本町甲160 089-999-1111 089-999-1100 519-ML-toiawase@mail.hosp.go.jp

愛媛医療センター 事務部管理課
〒791-0281
愛媛県東温市横河原366 089-964-2411 089-964-0251 520-kanzyasoudan@mail.hosp.go.jp

高知病院 事務部管理課
〒780-8507
高知県高知市朝倉西町1丁目2番25号 088-844-3111 088-843-6385 521-kanri@mail.hosp.go.jp

小倉医療センター 事務部管理課
〒802-8533
福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 093-921-8881 093-922-5072 600-kanrika@mail.hosp.go.jp

九州がんセンター 事務部管理課
〒811-1395
福岡県福岡市南区野多目3-1-1 092-541-3231 092-551-4585 601-nkcc-soudan@mail.hosp.go.jp

九州医療センター 事務部管理課
〒810-8563
福岡市中央区地行浜1丁目8番1号 092-852-0700 092-847-8802 602-soudanmadoguchi@mail.hosp.go.jp

福岡病院 事務部管理課
〒811-1394
福岡県福岡市南区屋形原4丁目39-1 092-565-5534 092-566-0702 603-fukuoka2@mail.hosp.go.jp

大牟田病院 事務部管理課
〒837-0911
福岡県大牟田市大字橘1044-1 0944-58-1122 0944-58-6804 604-kanrika@mail.hosp.go.jp

福岡東医療センター 事務部管理課
〒811-3195
福岡県古賀市千鳥1丁目1番1号 092-943-2331 092-943-8775 605-shomu@mail.hosp.go.jp

佐賀病院 事務部管理課
〒849-8577
佐賀県佐賀市日の出1-20-1 0952-30-7141 0952-30-1866 sagasoudanmadoguchi@mail.hosp.go.jp

肥前精神医療センター 事務部管理課
〒842-0192
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160 0952-52-3231 0952-52-2864 607-kanri@mail.hosp.go.jp

東佐賀病院 事務部管理課
〒849-0101
佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀7324 0942-94-2048 0942-94-3137 608-management01@mail.hosp.go.jp

嬉野医療センター 事務部管理課
〒843-0393
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲4279-3 0954-43-1120 0954-42-2452 609-info@mail.hosp.go.jp

長崎病院 事務部管理課
〒850-8523
長崎県長崎市桜木町6-41 095-823-2261 090-828-2616 610-s-hantyou@mail.hosp.go.jp

長崎医療センター 事務部管理課
〒856-8562
長崎県大村市久原2丁目1001-1 0957-52-3121 0957-54-0292 611-syomu@mail.hosp.go.jp

長崎川棚医療センター 事務部管理課
〒859-3615
長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005-1 0956-82-3121 0956-83-3710 612-soudan@mail.hosp.go.jp

熊本医療センター 事務部管理課
〒860-0008
熊本県熊本市中央区二の丸1-5 096-353-6501 096-325-2519 613-syomu@mail.hosp.go.jp

熊本南病院 事務部管理課
〒869-0593
熊本県宇城市松橋町豊福2338 0964-32-0826 0964-33-3207 614-kanrika@mail.hosp.go.jp
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病院等名 担当部署名 住所 電話番号 FAX番号 メールアドレス

菊池病院 事務部管理課
〒861-1116
熊本県合志市福原208 096-248-2111 096-248-4559 615-syomuhancho@mail.hosp.go.jp

熊本再春医療センター 事務部管理課
〒861-1196
熊本県合志市須屋2659 096-242-1000 096-242-2619 616-sy01@mail.hosp.go.jp

大分医療センター 事務部管理課
〒870-0263
大分県大分市横田二丁目11番45号 097-593-1111 097-593-3106 617-omc@mail.hosp.go.jp

別府医療センター 事務部管理課
〒874-0011
大分県別府市内竈1473番地 0977-67-1111 0977-67-5766 618-kanrikachou@mail.hosp.go.jp

西別府病院 事務部管理課
〒874-0840
大分県別府市大字鶴見4548 0977-24-1221 0977-26-1163 619-kanri@mail.hosp.go.jp

宮崎東病院 事務部管理課
〒880-0911
宮崎県宮崎市大字田吉4374番地1 0985-56-2311 0985-56-2257 620-kanrika@mail.hosp.go.jp

都城医療センター 事務部管理課
〒885-0014
宮崎県都城市祝吉町5033番地1 0986-23-4111 0986-24-3864 621-kanrika@mail.hosp.go.jp

宮崎病院 事務部管理課
〒889-1301
宮崎県児湯郡川南町大字川南19403-4 0983-27-1036 0983-27-5033 622soudanmadoguchi@mail.hosp.go.jp

鹿児島医療センター 事務部管理課
〒892-0853
鹿児島県鹿児島市城山町8番1号 099-223-1151 099-226-9246 623-info@mail.hosp.go.jp

指宿医療センター 事務部管理課
〒891-0498
鹿児島県指宿市十二町4145 0993-22-2231 0993-22-3149 624-qanda@mail.hosp.go.jp

南九州病院 事務部管理課
〒899-5293
鹿児島県姶良市加治木町木田1882 0995-62-2121 0995-63-1807 625-OTOIAWASE@mail.hosp.go.jp

沖縄病院 事務部管理課
〒901-2214
沖縄県宜野湾市我如古3-20-14 098-898-2121 098-897-9838 626-kaka@mail.hosp.go.jp

琉球病院 事務部管理課
〒904-1201
沖縄県国頭郡金武町金武7958番1号 098-968-2133 098-968-2679 627-kanrika@mail.hosp.go.jp
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