
治療用線量計校正実施医療機関
（2021年度実施）

施設名を公表するにあたって

1） 線量計校正を実施した施設名を公表するにあたって
　　公表の旨を記した案内文を送付した。

2） 公表に不同意の施設については不記載。

3） 本リストは医療機関に限定して記載。
　　従って大学、研究所、線量計製造・販売業者等の施設は除外。

4） 本公表対象は2021年度に
　一体校正、電離箱単体校正、電位計単体校正を実施した施設。

放射線治療用線量計の比較校正

（2021年度実施医療機関）

2021年10月

公益財団法人　医用原子力技術研究振興財団
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治療用線量計校正実施医療機関
（2021年度実施）

北海道 28　施設

市立室蘭総合病院
社会医療法人北楡会札幌北楡病院
医療法人王子総合病院
JA北海道厚生連帯広厚生病院
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター
NTT東日本札幌病院
市立釧路総合病院
市立旭川病院
岩見沢市立総合病院
社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院
KKR札幌医療センター
旭川医科大学病院
独立行政法人国立病院機構函館病院
北見赤十字病院
独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院
砂川市立病院
市立札幌病院
社会医療法人北腎会脳神経･放射線科クリニック
北海道大学病院
苫小牧市立病院
北海道立子ども総合医療・療育センター
医療法人彰和会北海道消化器科病院
公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協中央病院
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院
北海道大学動物医療センター
社会医療法人禎心会札幌禎心会病院陽子線治療センター
国家公務員共済組合連合会斗南病院
社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院

青森県 6　施設

独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院
青森県立中央病院
三沢市立三沢病院
十和田市立中央病院
一部事務組合下北医療センターむつ総合病院
医療法人雄心会青森新都市病院

岩手県 5　施設

岩手県立宮古病院
盛岡赤十字病院
岩手医科大学附属病院
岩手県立磐井病院
岩手県立釜石病院

宮城県 9　施設

一般財団法人厚生会仙台厚生病院
宮城県立こども病院
東北医科薬科大学病院
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院
大崎市民病院
地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
医療法人秀放会仙台総合放射線クリニック
みやぎ県南中核病院

秋田県 10　施設

秋田大学医学部附属病院
大館市立総合病院
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治療用線量計校正実施医療機関
（2021年度実施）

JA秋田厚生連由利組合総合病院
秋田県厚生農業協同組合連合会能代厚生医療センター
秋田厚生医療センター
社会医療法人明和会中通総合病院
秋田県厚生農業協同組合連合会大曲厚生医療センター
平鹿総合病院
地方独立行政法人秋田県立病院機構秋田県立循環器・脳脊髄センター
秋田赤十字病院

山形県 4　施設

山形県立中央病院
山形県立新庄病院
山形大学医学部がんセンター
鶴岡市立荘内病院

福島県 7　施設

一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院
公立大学法人福島県立医科大学附属病院
一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北がん陽子線治療センター
公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院
一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北医療クリニック

東京都 63　施設

国家公務員共済組合連合会立川病院
JR東京総合病院
慶應義塾大学病院
日本大学病院
公立昭和病院
杏林大学医学部付属病院
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
東京大学医学部附属病院
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院
一般財団法人博慈会博慈会記念総合病院
虎の門病院
独立行政法人国立病院機構東京医療センター
東京医科大学病院
日本大学医学部附属板橋病院
青梅市立総合病院
東邦大学医療センター大橋病院
日本医科大学付属病院
全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
東京逓信病院
東京慈恵会医科大学附属第三病院
東京慈恵会医科大学附属病院
がん研有明病院
公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター
武蔵野赤十字病院
NTT東日本関東病院
東京医科歯科大学病院
同愛記念病院
公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院
東京都立大塚病院
公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院
聖路加国際病院
社会医療法人財団大和会武蔵村山病院
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治療用線量計校正実施医療機関
（2021年度実施）

独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター
日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院
北里大学北里研究所病院
日本獣医生命科学大学
日本赤十字社医療センター
公益財団法人結核予防会複十字病院
東京女子医科大学病院
昭和大学病院
自衛隊中央病院
医療法人徳洲会東京西徳洲会病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病院
がん・感染症センター都立駒込病院
公立学校共済組合関東中央病院
公益財団法人東京都保健医療公社多摩南部地域病院
公立阿伎留医療センター
独立行政法人国立病院機構災害医療センター
社会福祉法人仁生社江戸川病院
東京放射線クリニック
公立福生病院
東海大学医学部付属八王子病院
IMSグループ医療法人社団明芳会板橋中央総合病院
医療法人社団親和会野猿峠脳神経外科病院
公益財団法人結核予防会新山手病院
医療法人社団苑田会苑田会放射線クリニック
昭和大学江東豊洲病院
総合東京病院
医療法人社団愈光会ClinicC4
東京品川病院
神谷町ZAPクリニック

神奈川県 35　施設

相模原協同病院
独立行政法人国立病院機構相模原病院
東海大学医学部付属病院
日本医科大学武蔵小杉病院
大和市立病院
帝京大学医学部附属溝口病院
医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院
平塚市民病院
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院
医療法人社団東京石心会新緑脳神経外科
横須賀市立市民病院
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター
独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院
聖マリアンナ医科大学病院
横浜市立みなと赤十字病院
横浜市立市民病院
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立循環器呼吸器病センター
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
昭和大学横浜市北部病院
学校法人北里研究所北里大学病院
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院
昭和大学藤が丘病院
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター
藤沢市民病院
川崎市立井田病院
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治療用線量計校正実施医療機関
（2021年度実施）

茅ヶ崎市立病院
横浜市立大学附属病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院
横須賀市立うわまち病院
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院
社会医療法人社団三思会東名厚木病院
医療法人社団康心会茅ヶ崎中央病院

埼玉県 20　施設

学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター
深谷赤十字病院
埼玉県立がんセンター
埼玉医科大学病院
埼玉県立小児医療センター
さいたま市立病院
自治医科大学附属さいたま医療センター
独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター
医療法人啓清会関東脳神経外科病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院
医療法人社団東光会戸田中央総合病院
川口市立医療センター
春日部市立医療センター
さいたま赤十字病院
埼玉医科大学国際医療センター
防衛医科大学校病院
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院
医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター
社会医療法人熊谷総合病院
埼玉医療生活協同組合羽生総合病院

千葉県 27　施設

日本医科大学千葉北総病院
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院
医療法人鉄蕉会亀田総合病院
成田赤十字病院
帝京大学ちば総合医療センター
順天堂大学医学部附属浦安病院
東京歯科大学市川総合病院
独立行政法人国立病院機構千葉医療センター
船橋市立医療センター
千葉県こども病院
松戸市立総合医療センター
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構QST病院
東京慈恵会医科大学附属柏病院
国保直営総合病院君津中央病院
千葉県循環器病センター
千葉県がんセンター
独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院
医療法人社団翠明会山王病院
聖隷佐倉市民病院
医療法人社団誠馨会セコメディック病院
鎌ケ谷総合病院
東京ベイ先端医療・幕張クリニック
東邦大学医療センター佐倉病院
千葉市立海浜病院
医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院
国際医療福祉大学成田病院
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治療用線量計校正実施医療機関
（2021年度実施）

茨城県 10　施設

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター
筑波メディカルセンター病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター
株式会社日立製作所日立総合病院
筑波大学附属病院
東京医科大学茨城医療センター
茨城県立こども病院
茨城県厚生連総合病院水戸協同病院
茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院

栃木県 9　施設

独立行政法人国立病院機構栃木医療センター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院
獨協医科大学病院
那須赤十字病院
地方独立行政法人栃木県立がんセンター
自治医科大学附属病院
国際医療福祉大学病院
宇都宮セントラルクリニック
宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院

群馬県 6　施設

前橋赤十字病院
伊勢崎市民病院
公立館林厚生病院
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター
公立富岡総合病院
公立藤岡総合病院

山梨県 4　施設

山梨県立中央病院
市立甲府病院
国民健康保険富士吉田市立病院
山梨大学医学部附属病院

新潟県 13　施設

医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院
長岡赤十字病院
新潟市民病院
新潟県立新発田病院
新潟大学医歯学総合病院
新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院
新潟県立中央病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟病院
JA新潟厚生連柏崎総合医療センター
新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院
新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院
新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院

長野県 7　施設

信州大学医学部附属病院
地方独立行政法人長野市民病院
独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター
長野赤十字病院
飯田市立病院
独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター
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治療用線量計校正実施医療機関
（2021年度実施）

社会医療法人財団慈泉会相澤病院

富山県 9　施設

富山県立中央病院
高岡市民病院
富山赤十字病院
市立砺波総合病院
富山大学附属病院
独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院
富山市立富山市民病院
富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院
医療法人社団藤聖会五福脳神経外科富山サイバーナイフセンター

石川県 5　施設

医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院
公立能登総合病院
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター
国民健康保険小松市民病院
公立松任石川中央病院

福井県 5　施設

公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター
杉田玄白記念公立小浜病院
福井県立病院陽子線治療センター
福井大学医学部附属病院
福井赤十字病院

愛知県 39　施設

公立陶生病院
半田市立半田病院
愛知県がんセンター病院
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
藤田医科大学病院
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院
成田記念病院
西尾市民病院
トヨタ記念病院
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
名古屋第二赤十字病院
豊橋市民病院
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
小牧市民病院
春日井市民病院
蒲郡市民病院
医療法人偕行会名古屋共立病院
愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院
名古屋市立大学病院
社会医療法人大雄会総合大雄会病院
名古屋記念病院
名古屋大学医学部附属病院
愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院
一宮市立市民病院
豊川市民病院
名古屋セントラル病院
名古屋掖済会病院
江南厚生病院
総合青山病院
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
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治療用線量計校正実施医療機関
（2021年度実施）

独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
岡崎市民病院
一宮西病院
社会医療法人宏潤会大同病院
社会医療法人財団新和会八千代病院
成田記念陽子線センター
公立西知多総合病院
藤田医科大学岡崎医療センター

岐阜県 13　施設

岐阜市民病院
岐阜大学医学部附属病院
大垣市民病院
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター
独立行政法人国立病院機構長良医療センター
岐阜・西濃医療センター岐北厚生病院
総合病院中津川市民病院
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院
社会医療法人厚生会木沢記念病院
社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院
岐阜大学応用生物科学部附属動物病院
朝日大学病院
医療法人徳洲会大垣徳洲会病院

静岡県 18　施設

藤枝市立総合病院
静岡県立静岡がんセンター
浜松医科大学医学部附属病院
富士宮市立病院
磐田市立総合病院
焼津市立総合病院
静岡市立静岡病院
総合病院聖隷三方原病院
総合病院聖隷浜松病院
静岡県立総合病院
静岡市立清水病院
島田市立総合医療センター
静岡赤十字病院
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会静岡済生会総合病院
富士市立中央病院
JA静岡厚生連遠州病院
すずかけセントラル病院

三重県 12　施設

地方独立行政法人三重県立総合医療センター
市立伊勢総合病院
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター
松阪市民病院
伊勢赤十字病院
三重大学医学部附属病院
三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院
三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院
尾鷲総合病院
市立四日市病院
社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院
桑名市総合医療センター

大阪府 45　施設
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治療用線量計校正実施医療機関
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独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
地方独立行政法人市立吹田市民病院
堺市立総合医療センター
八尾市立病院
大阪大学医学部附属病院
市立池田病院
市立東大阪医療センター
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
独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター
社会医療法人警和会大阪警察病院
大阪医科薬科大学病院
医療法人医誠会医誠会病院
大阪市立総合医療センター
一般財団法人住友病院
公益財団法人日本生命済生会日本生命病院
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
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
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
大阪市立大学医学部附属病院
関西電力病院
大阪鉄道病院
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター
市立貝塚病院
パナソニック健康保険組合松下記念病院
市立岸和田市民病院
市立豊中病院
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院
近畿大学病院
大阪赤十字病院
社会医療法人生長会ベルランド総合病院
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪府済生会中津病院
関西医科大学附属病院
医療法人藤井会石切生喜病院
都島放射線科クリニック
彩都友紘会病院
若草第一病院
社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会野江病院
医療法人徳洲会野崎徳洲会病院
社会医療法人生長会府中病院
社会医療法人美杉会佐藤病院
医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院
市立ひらかた病院
社会医療法人弘道会なにわ生野病院
大阪ブレストクリニック

兵庫県 28　施設

赤穂市民病院
兵庫県立淡路医療センター
兵庫県立がんセンター
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター
神鋼記念病院
姫路赤十字病院
公立八鹿病院
市立伊丹病院
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院
兵庫医科大学病院
兵庫県立粒子線医療センター
西宮市立中央病院
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兵庫県立丹波医療センター
地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター
公立豊岡病院組合立豊岡病院
独立行政法人国立病院機構神戸医療センター
兵庫県立こども病院
地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院
神戸大学医学部附属病院
公立学校共済組合近畿中央病院
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
医療法人社団神戸低侵襲がん医療センター
医療法人明和病院明和キャンサークリニック
社会医療法人社団順心会順心病院
兵庫県立尼崎総合医療センター
兵庫県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター
宝塚市立病院
兵庫県立はりま姫路総合医療センター

京都府 11　施設

市立福知山市民病院
蘇生会クリニックサイバーナイフセンター
独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター
京都第一赤十字病院
京都第二赤十字病院
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院
京都大学医学部附属病院
宇治武田病院
洛和会音羽病院
京都中部総合医療センター
京都府立医科大学附属北部医療センター

滋賀県 12　施設

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院
独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター
市立長浜病院
大津赤十字病院
彦根市立病院
滋賀医科大学医学部附属病院
長浜赤十字病院
滋賀県立総合病院
社会医療法人誠光会草津総合病院
公立甲賀病院
地方独立行政法人市立大津市民病院
東近江市蒲生医療センター

奈良県 7　施設

奈良県立医科大学附属病院
奈良県総合医療センター
近畿大学奈良病院
公益財団法人天理よろづ相談所病院
市立奈良病院
社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院
大和高田市立病院

和歌山県 7　施設

新宮市立医療センター
橋本市民病院
日本赤十字社和歌山医療センター
独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院
和歌山県立医科大学附属病院
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公立那賀病院
独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

鳥取県 4　施設

鳥取県立厚生病院
鳥取県立中央病院
鳥取大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構米子医療センター

島根県 6　施設

松江赤十字病院
島根大学医学部附属病院
島根県立中央病院
松江市立病院
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター
独立行政法人国立病院機構松江医療センター

岡山県 6　施設

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
岡山赤十字病院
岡山大学病院
公益財団法人操風会岡山旭東病院
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター
岡山済生会総合病院

広島県 13　施設

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター
市立三次中央病院
福山市民病院
広島赤十字・原爆病院
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院
独立行政法人国立病院機構福山医療センター
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
県立広島病院
広島大学病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
広島がん高精度放射線治療センター

山口県 6　施設

社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院
山口大学医学部附属病院
山口県済生会下関総合病院
独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
医療法人聖比留会厚南セントヒル病院
地方独立行政法人下関市立市民病院

徳島県 4　施設

徳島大学病院
徳島赤十字病院
徳島県立中央病院
徳島県鳴門病院

香川県 8　施設

高松赤十字病院
香川県立中央病院
三豊総合病院
高松市立みんなの病院

11



治療用線量計校正実施医療機関
（2021年度実施）

香川大学医学部附属病院
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター
香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院

愛媛県 5　施設

松山赤十字病院
愛媛大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
愛媛県立中央病院
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院

高知県 2　施設

高知赤十字病院
高知大学医学部附属病院

福岡県 25　施設

北九州市立医療センター
地方独立行政法人大牟田市立病院
株式会社麻生飯塚病院
戸畑共立病院
小倉記念病院
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院
久留米大学病院
九州大学病院
独立行政法人国立病院機構九州医療センター
社会医療法人天神会新古賀病院
福岡大学病院
公立学校共済組合九州中央病院
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター
独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院
社会医療法人北九州病院北九州総合病院
福岡赤十字病院
医療法人社団高邦会高木病院
社会医療法人大成会福岡記念病院
社会医療法人天神会古賀病院21
社会医療法人財団池友会福岡和白病院
社会保険田川病院
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院
医療法人原三信病院

佐賀県 5　施設

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター
唐津赤十字病院
九州国際重粒子線がん治療センター
独立行政法人国立病院機構佐賀病院

長崎県 8　施設

社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター
長崎みなとメディカルセンター
長崎県島原病院
日本赤十字社長崎原爆病院
独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院
長崎県病院企業団長崎県対馬病院
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熊本県 7　施設

熊本大学病院
医療法人社団人優会熊本放射線外科
荒尾市民病院
独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院
熊本市立熊本市民病院
国立病院機構熊本医療センター

大分県 11　施設

中津市立中津市民病院
大分大学医学部附属病院
社会医療法人敬和会大分岡病院
大分市医師会立アルメイダ病院
大分県立病院
独立行政法人国立病院機構別府医療センター
医療法人野口記念会野口病院
九州大学病院別府病院
独立行政法人国立病院機構大分医療センター
大分赤十字病院
大分県厚生連鶴見病院

宮崎県 5　施設

宮崎大学医学部附属病院
宮崎県立日南病院
宮崎県立宮崎病院
宮崎県立延岡病院
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院

鹿児島県 6　施設

鹿児島市立病院
鹿児島大学病院
県民健康プラザ鹿屋医療センター
社会医療法人聖医会サザン・リージョン病院
いまきいれ総合病院
公益財団法人慈愛会今村総合病院

沖縄県 5　施設

琉球大学病院
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
沖縄県立中部病院
那覇市立病院
医療法人徳洲会南部徳洲会病院

総施設数　600施設
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