
2023/5/11現在

 開示病院カード発行受付一覧

【 広島市 】

医療情報開示 医療情報参照

広島市

安芸市民病院
受付：地域連携室
〒736-0088　広島市安芸区畑賀２－１４－１
TEL：082-827-0121

荒木脳神経外科病院
受付：１階 総合相談室
〒733-0821　広島市西区庚午北２－８－７　
TEL：082-272-1114

五日市記念病院
受付：正面玄関 受付窓口
〒731-5156　広島市佐伯区倉重１丁目９５　
TEL：082-924-2211

県立広島病院 ※HMネット及びKBネット参加医療機関のみ開示

受付：地域連携室
〒734-8530　広島市南区宇品神田１丁目５－５４　
TEL：082-254-1818

ＪＲ広島病院
受付：地域医療連携室
〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里３丁目１−３６
TEL：082-262-1581

シムラ病院
受付：受付窓口
〒730-0841　広島市中区舟入町３－１３　
TEL：082-294-5151

土谷総合病院
受付：1階 地域医療連携室
〒730-8655　広島市中区中島町３－３０　
TEL：082-243-9191

広島記念病院
受付：各科又は総合受付
〒730-0802　広島市中区本川町１－４－３　
TEL：082-292-1271

広島共立病院
受付：4番窓口
〒731-0121 広島市安佐南区中須２－１９－６　
TEL：082-879-1111
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◆お問合せ◆ＨＭネットサポートセンター TEL:0829-30-0745   平日9：00～17：45
広島県医師会ＨＭネット事務局 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目2番3号　TEL:082-568-2117



2023/5/11現在

 開示病院カード発行受付一覧

【 広島市 】

医療情報開示 医療情報参照

広島市

広島市立安佐市民病院
受付：医療支援センター
〒731-0232　広島県広島市安佐北区亀山南1丁目2-1

広島市立広島市民病院
受付：当日外来受診　医事係 / その他　医療支援センター
〒730-8518　広島市中区基町７－３３　
TEL：082-221-2291

広島市立舟入市民病院
受付：入院　医療支援室 / 外来　総合受付
〒730-0844　広島市中区舟入幸町１４－１１　
TEL：082-232-6195

広島市立リハビリテーション病院
受付：総合案内
〒731-3168　広島市安佐南区伴南１丁目３９－１　
TEL：082-848-8001

広島赤十字・原爆病院
受付：各受付窓口（11番、12番、20番、21番、23番）
〒730-8619 広島市中区千田町１丁目９－６　
TEL：082-241-3111

広島大学病院
受付：診療棟1F 中央受付の地域連携窓口（①②窓口）
〒734-8551　広島市南区霞１－２－３　
TEL：082-257-5555

ヒロシマ平松病院
受付：1階 総合受付窓口
〒732-0816　広島市南区比治山本町１１－２７　
TEL：082-256-3650

吉島病院
受付：入院コンシェルジュデスクもしくは総合受付　
〒730-0822　広島市中区吉島東３－２－３３　
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◆お問合せ◆ＨＭネットサポートセンター TEL:0829-30-0745   平日9：00～17：45
広島県医師会ＨＭネット事務局 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目2番3号　TEL:082-568-2117



2023/5/11現在

 開示病院カード発行受付一覧

【 呉市/三原市/尾道市 】

医療情報開示 医療情報参照

呉市

呉医療センター
受付：受付窓口0番（予約センター）
〒737-0023　広島県呉市青山町３−３−１　
TEL：0823-22-3111

呉共済病院
受付：地域医療連携室
〒737-8505　呉市西中央２丁目３－２８　
TEL：0823-22-2111

呉市医師会病院
受付：受付窓口
〒737-0056　広島県呉市朝日町15-24　
TEL：0823-22-2321

中国労災病院
受付：受付カウンター3番窓口（総合受付）
〒737-0193　呉市広多賀谷１丁目５－１　

三原市

興生総合病院
受付：地域連携受付
〒723-8686　三原市円一町２丁目５－１　

尾道市

尾道総合病院
受付：1階 総合受付窓口
〒722-8508　尾道市平原１丁目１０－２３　
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◆お問合せ◆ＨＭネットサポートセンター TEL:0829-30-0745   平日9：00～17：45
広島県医師会ＨＭネット事務局 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目2番3号　TEL:082-568-2117



2023/5/11現在

 開示病院カード発行受付一覧

【 福山市 】

医療情報開示 医療情報参照

福山市

井上病院
受付：受付スタッフ
〒721-0974　福山市東深津町３丁目２３－４６　
TEL：084-943-5000

脳神経センター大田記念病院
受付：看護師などスタッフにお尋ねください
〒720-0825　福山市沖野上町３－６－２８　
TEL：084-931-8650

中国中央病院
受付：地域連携室
〒720-0001　福山市御幸町大字上岩成１４８－１３　
TEL：084-970-2121

寺岡記念病院
受付：地域医療連携室
〒729-3103　福山市新市町新市３７　
TEL：0847-52-3140

日本鋼管福山病院
受付：地域連携室
〒721-0927　福山市大門町津之下１８４４　
TEL：084-945-3106

沼隈病院
受付：地域連携室
〒720-0402　福山市沼隈町中山南４６９－３　

福山医療センター
受付：医療連携支援センター
〒720-8520　広島県福山市沖野上町4丁目14-17　

福山市民病院
受付：受付窓口７番
〒721-8511　福山市蔵王町５丁目２３－１　
TEL：084-941-5151
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◆お問合せ◆ＨＭネットサポートセンター TEL:0829-30-0745   平日9：00～17：45
広島県医師会ＨＭネット事務局 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目2番3号　TEL:082-568-2117
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 開示病院カード発行受付一覧

【 府中市/神石高原町/三次市/庄原市/大竹市/東広島市】

医療情報開示 医療情報参照

府中市

府中市民病院
受付：地域医療連携室
〒726-8501　府中市鵜飼町５５５－３　

神石高原町

神石高原町立病院
受付：地域連携福祉支援センター
〒720-1522　神石郡神石高原町小畠1709-3　
TEL：0847-85-2711

三次市

市立三次中央病院
受付：初診受付又は再診受付
〒728-8502　三次市東酒屋町１０５３１　
TEL：0824-65-0101

三次地区医療センター
受付：受付窓口
〒728-0013　三次市十日市東３丁目１６－１　

庄原市

庄原赤十字病院
受付：受付窓口又は地域医療連携室
〒727-0013　広島県庄原市西本町二丁目7-10　

大竹市

広島西医療センター
受付：外来受付①番窓口
〒739-0696　大竹市玖波４丁目１－１　

東広島市

東広島医療センター
受付：地域医療連携室
〒739-0041　東広島市西条町寺家513　
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◆お問合せ◆ＨＭネットサポートセンター TEL:0829-30-0745   平日9：00～17：45
広島県医師会ＨＭネット事務局 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目2番3号　TEL:082-568-2117
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 開示病院カード発行受付一覧

【 廿日市市/安芸高田市/安芸府中町 】

医療情報開示 医療情報参照

廿日市市

JA広島総合病院
受付：担当医師
〒738-8503　廿日市市地御前１丁目３－３　

安芸高田市

JA吉田総合病院
受付：地域医療連携室
〒731-0595　安芸高田市吉田町吉田３６６６　

安芸府中町

マツダ病院
受付：初診窓口又は各科窓口
〒735-8585　安芸郡府中町青崎南２－１５　
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◆お問合せ◆ＨＭネットサポートセンター TEL:0829-30-0745   平日9：00～17：45
広島県医師会ＨＭネット事務局 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目2番3号　TEL:082-568-2117


