
指定都道府県名 都道府県名 施設名 所在地 電話番号

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成29年12月1日現在）

東京都 神奈川県
国家公務員共済組合連合会虎の門病院分
院

神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷一丁目3
番1号

044-877-5111

東京都 神奈川県
医療法人社団One-for-allそめや内科クリ
ニック

神奈川県川崎市高津区末長1丁目45番
1号秋本ビル1階

044-712-3366

東京都 神奈川県 宮川内科医院
神奈川県川崎市高津区溝口一丁目6番
1号

044-822-7527

東京都 神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院
神奈川県川崎市高津区溝口三丁目8番
3号

044-844-3333

東京都 神奈川県 川崎市立多摩病院
神奈川県川崎市多摩区宿河原一丁目
30番37号

044-933-8111

東京都 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院
神奈川県川崎市宮前区菅生二丁目16
番1号

044-977-8111

東京都 神奈川県 医療法人社団渡辺内科消化器科医院
神奈川県川崎市麻生区上麻生四丁目
34番5号

044-969-0139

東京都 神奈川県 ふるたクリニック
神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘1-19-
2

044-959-5116

東京都 神奈川県 医療法人社団三成会　新百合ヶ丘総合病 神奈川県川崎市麻生区古沢字都古255 044-322-9991

東京都 神奈川県 新ゆりクリニック
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-8-7
新ゆりメディカルプラザ１階

044-955-0661

東京都 神奈川県 やまうち内科クリニック 神奈川県横須賀市衣笠栄町1-61 046-852-4970
東京都 神奈川県 医療法人財団互恵会　大船中央病院 神奈川県鎌倉市大船六丁目2番24号 0467-45-2111

東京都 神奈川県
医療法人社団采有会いろでん内科・胃腸
科クリニック

神奈川県鎌倉市大船一丁目11番10号
協和ビル2階

0467-42-8812

東京都 神奈川県 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 0466-35-1177
東京都 神奈川県 湘南東部総合病院 神奈川県茅ケ崎市西久保500 0467-83-9111

東京都 神奈川県 医療法人社団蒼紫会　森下記念病院
神奈川県相模原市南区東林間四丁目2
番18号

042-742-5055

東京都 神奈川県 あさば内科・消化器クリニック
神奈川県相模原市中央区南橋本
一丁目17番17号

042-700-3320

東京都 神奈川県 医療法人社団相和会　渕野辺総合病院 神奈川県相模原市中央区淵野辺3－2 042-754-2222

東京都 神奈川県 学校法人北里研究所　北里大学病院
神奈川県相模原市南区北里
一丁目15番1号

042-778-8111

東京都 神奈川県 医療法人つちはし内科クリニック
神奈川県相模原市中央区共和一丁目6
番30号

042-730-3003

東京都 神奈川県 独立行政法人国立病院機構相模原病院 神奈川県相模原市南区桜台18番1号 042-742-8311
東京都 神奈川県 医療法人社団　中沢内科医院 神奈川県相模原市南区相模台4-14-18 042-742-0479

東京都 神奈川県
社会医療法人社団三思会とうめい厚木クリ
ニック

神奈川県厚木市船子237番地 046-229-3377

東京都 神奈川県 社会医療法人社団三思会東名厚木病院 神奈川県厚木市船子232番地 046-229-1771
東京都 神奈川県 医療法人樹真会高田消化器・内科クリニッ 神奈川県大和市中央林間6-11-15 046-278-2211
東京都 神奈川県 東海大学医学部付属病院 神奈川県伊勢原市下糟屋143 0463-93-1121
東京都 神奈川県 伊勢原石田内科クリニック 神奈川県伊勢原市高森1325 0463-92-6771
東京都 神奈川県 医療法人興生会　相模台病院 神奈川県座間市相模が丘6-24-28 046-256-0111
東京都 神奈川県 東海大学医学部付属大磯病院 神奈川県中郡大磯町月京21番1号 046-372-3211

東京都 新潟県
社会福祉法人恩師財団済生会済生会新潟
第二病院

新潟県新潟市西区寺地280-7 025-233-6161

東京都 富山県 国立大学法人富山大学附属病院 富山県富山市杉谷2630番地 076-434-2281
東京都 富山県 富山県立中央病院 富山県富山市西長江二丁目2番78号 076-424-1531
東京都 石川県 金沢大学附属病院 石川県金沢市宝町13番1号 076-265-2000

東京都 石川県
独立行政法人国立病院機構金沢医療セン
ター

石川県金沢市下石引町1番1号 076-262-4161

東京都 福井県 福井大学医学部附属病院
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第
23号3番地

0776-61-3111

東京都 山梨県
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨
県立中央病院

山梨県甲府市富士見1-1-1 055-253-7111

東京都 山梨県 甲府共立診療所 山梨県甲府市宝1丁目10-5 055-221-1000
東京都 山梨県 国民健康保険富士吉田市立病院 山梨県富士吉田市上吉田6530番地 0555-22-4111
東京都 山梨県 山梨大学医学部附属病院 山梨県中央市下河東1110 055-273-1111
東京都 長野県 長野赤十字病院 長野県長野市若里五丁目22番1号 026-226-4131
東京都 長野県 信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭3丁目1番1号 0263-35-4600

東京都 長野県
独立行政法人国立病院機構信州上田医療
センター

長野県上田市緑が丘1-27-21 0268-22-1890

東京都 長野県 諏訪赤十字病院 長野県諏訪市湖岸通り5-11-50 0266-52-6111

東京都 長野県
長野厚生農業協同組合連合会　佐久総合
病院

長野県佐久市臼田197 0267-82-3131

東京都 静岡県
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院　
聖隷浜松病院

静岡県浜松市中区住吉二丁目12番12
号

053-474-2222

東京都 静岡県 沼津市立病院 静岡県沼津市東椎路字春ノ木550 055-924-5100
東京都 静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県伊豆の国市長岡1129 055-948-3111
東京都 愛知県 ＮＴＴ西日本東海病院 愛知県名古屋市中区松原二丁目17番5 052-291-6391

東京都 愛知県
独立行政法人国立病院機構名古屋医療セ
ンター

愛知県名古屋市中区三の丸四丁目1番
1号

052-951-1111

東京都 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地 052-741-2111
東京都 愛知県 名古屋第二赤十字病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町2番地の 052-832-1121
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東京都 京都府
京都府公立大学法人　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
上ル梶井町465

075-251-5111

東京都 京都府 京都第一赤十字病院 京都府京都市東山区本町15丁目749番 075-561-1121

東京都 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番
地

075-391-5811

東京都 京都府 市立福知山市民病院 京都府福知山市厚中町231番地 0773-22-2101
東京都 大阪府 大阪赤十字病院 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5番30 06-6774-5111
東京都 大阪府 公益財団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
東京都 大阪府 一般財団法人住友病院 大阪府大阪市北区中之島五丁目3番20 06-6443-1261

東京都 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

東京都 大阪府
独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労
災病院

大阪府堺市北区長曽根町1179番地3 072-252-3561

東京都 大阪府 市立豊中病院 大阪府豊中市柴原町4丁目14番1号 06-6843-0101

東京都 大阪府
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田
病院

大阪府吹田市川園町1番2号 06-6382-1521

東京都 大阪府 高槻赤十字病院 大阪府高槻市阿武野一丁目1番1号 072-696-0571

東京都 兵庫県
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

兵庫県神戸市中央区港島南町二丁目1
番1号

078-302-4321

東京都 兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県神戸市長田区一番町2-4 078-576-5251
東京都 兵庫県 医療法人回生会　宝塚病院 兵庫県宝塚市野上2-1-2 0797-71-3111
東京都 奈良県 奈良県総合医療センター 奈良県奈良市平松1丁目30番1号 0742-46-6001

東京都 岡山県
独立行政法人国立病院機構岡山医療セン
ター

岡山県岡山市北区田益1711-1 086-294-9911

東京都 岡山県 川崎医科大学総合医療センター 岡山県岡山市北区中山下二丁目6番1 086-225-2111
東京都 広島県 国立大学法人広島大学　広島大学病院 広島県広島市南区霞一丁目2番3号 082-257-5555
東京都 広島県 独立行政法人国立病院機構　呉医療セン 広島県呉市青山町3番1号 0823-22-3111
東京都 山口県 山口県済生会下関総合病院 山口県下関市安岡町八丁目5番1号 083-262-2300
東京都 香川県 香川県立中央病院 香川県高松市朝日町一丁目2番1号 087-811-3333
東京都 愛媛県 愛媛県立中央病院 愛媛県松山市春日町83番地 089-947-1111
東京都 愛媛県 愛媛医療生活協同組合新居浜協立病院 愛媛県新居浜市若水町一丁目７番４５ 0897-37-2000

東京都 福岡県 医療法人　岩本内科医院
福岡県北九州市小倉南区下石田一丁
目2番8号

093-961-4118

東京都 福岡県 医療法人佐田厚生会佐田病院
福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目4番
28号

092-781-6381

東京都 福岡県 福岡赤十字病院 福岡県福岡市南区大楠三丁目1番1号 092-521-1211
東京都 福岡県 福岡大学病院 福岡県福岡市城南区七隈七丁目45番1 092-801-1011
東京都 福岡県 地方独立行政法人　大牟田市立病院 福岡県大牟田市宝坂町二丁目19番地1 0944-53-1061
東京都 福岡県 医療法人親仁会　米の山病院 福岡県大牟田市大字歴木4番地10 0944-51-3311
東京都 福岡県 久留米大学病院 福岡県久留米市旭町67番地 0942-35-3311
東京都 福岡県 朝倉医師会病院 福岡県朝倉市来春422-1 0946-23-0077
東京都 佐賀県 医療法人社団如水会　今村病院 佐賀県鳥栖市轟木町1523番地6 0942-82-5550
東京都 長崎県 国立大学法人　長崎大学病院 長崎県長崎市坂本一丁目7番1号 095-819-7200

神奈川県 神奈川県
公益財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田
総合病院

横浜市鶴見区矢向１－６－２０ 045-574-1011

神奈川県 神奈川県
社会福祉法人恩賜財団済生会　横浜市東
部病院

横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 045-576-3000

神奈川県 神奈川県 医療法人平和会　平和病院 横浜市鶴見区東寺尾中台２９－１ 045-581-2211
神奈川県 神奈川県 生麦病院 横浜市鶴見区生麦１－１４－２１ 045-521-1191
神奈川県 神奈川県 うしおだ診療所 横浜市鶴見区本町通一丁目１６－１ 045-521-5147
神奈川県 神奈川県 医療法人大恵会　仁恵病院 横浜市神奈川区新子安１－２２－１２ 045-431-2020
神奈川県 神奈川県 特定医療法人財団慈啓会　大口東総合病 横浜市神奈川区入江２丁目１９番地１ 045-401-2411
神奈川県 神奈川県 医療法人社団若梅会　さかきばらクリニッ 横浜市神奈川区白幡向町６－２９ 045-435-1961
神奈川県 神奈川県 神奈川歯科大学附属横浜クリニック 横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－６ 045-313-0007

神奈川県 神奈川県 さくまファミリークリニック
横浜市神奈川区新町２１－８新町第１京
急ビル２階

045-440-2855

神奈川県 神奈川県 横浜ソーワクリニック
横浜市神奈川区金港町３－１コンカード
横浜２０Ｆ

045-461-1616

神奈川県 神奈川県 医療法人三星会　大倉山記念病院 横浜市港北区樽町一丁目１番２３号 045-531-2546
神奈川県 神奈川県 医療法人五星会　菊名記念病院 横浜市港北区菊名４－４－２７ 045-402-7111

神奈川県 神奈川県
独立行政法人労働者健康福祉機構　横浜
労災病院

横浜市港北区小机町３２１１ 045-474-8111

神奈川県 神奈川県 医療法人社団青葉会　牧野記念病院 横浜市緑区鴨居２－２１－１１ 045-933-4111
神奈川県 神奈川県 医療法人社団宍戸会　ししど内科クリニッ 横浜市緑区鴨居四丁目２番３１号１階 045-929-4114
神奈川県 神奈川県 医療法人社団三喜会　横浜新緑総合病院 横浜市緑区十日市場町１７２６－７ 045-984-2400

神奈川県 神奈川県
一般社団法人　日本厚生団　長津田厚生
総合病院

横浜市緑区長津田４－２３－１ 045-981-1201

神奈川県 神奈川県
社会福祉法人中川徳生会　市ヶ尾カリヨン
病院

横浜市青葉区市ケ尾町２３－１ 045-511-7811

神奈川県 神奈川県 医療法人社団吉田会　吉田内科クリニック 横浜市青葉区市ケ尾町１０７５－１ 045-972-7711
神奈川県 神奈川県 医療法人社団緑成会　横浜総合病院 横浜市青葉区鉄町２２０１－５ 045-902-0001
神奈川県 神奈川県 医療法人社団一成会　たちばな台病院 横浜市青葉区たちばな台２－２－１ 045-962-3338
神奈川県 神奈川県 昭和大学藤が丘病院 横浜市青葉区藤が丘１丁目３０番地 045-971-1151

神奈川県 神奈川県 テラス内科クリニック
横浜市青葉区新石川２－１－１５
たまプラーザテラス　リンクプラザ３階

045-910-1170
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神奈川県 神奈川県 医療法人芳明会あおば胃腸内科クリニック
横浜市青葉区しらとり台２－１０フジカビ
ル１Ｆ

045-982-5080

神奈川県 神奈川県
医療法人社団善岳会　こどもの国安西クリ
ニック

横浜市青葉区奈良１丁目３－５ 045-960-5655

神奈川県 神奈川県 医療法人社団山本記念会　山本記念病院 横浜市都筑区東山田町１５５２番地 045-593-2211
神奈川県 神奈川県 内科・消化器科　林医院 横浜市都筑区勝田町１２９７ 045-942-3302
神奈川県 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１ 045-949-7000

神奈川県 神奈川県 三ツ沢ハイタウンクリニック
横浜市西区宮ヶ谷２５－２
三ツ沢ハイタウン１－１１１

045-312-0290

神奈川県 神奈川県 一般財団法人神奈川県警友会　けいゆう 横浜市西区みなとみらい３丁目７番３号 045-221-8181
神奈川県 神奈川県 医療法人社団木曜社　平沼クリニック 横浜市西区平沼１丁目３２番１３号 045-323-2324
神奈川県 神奈川県 医療法人博友会　進藤医院 横浜市西区中央２－３６－７ 045-321-5664
神奈川県 神奈川県 富田内科クリニック 横浜市西区藤棚町１－５８－６ 045-260-6313

神奈川県 神奈川県
医療法人社団相和会　みなとみらいメディ
カルスクエア

横浜市西区みなとみらい３－６－３　Ｍ
Ｍパークビル２階

045-228-2001

神奈川県 神奈川県 医療法人文光会　小泉クリニック 横浜市保土ヶ谷区星川１－４－５ 045-331-3325

神奈川県 神奈川県
社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜
病院

横浜市保土ヶ谷区岩井町２１５ 045-715-3111

神奈川県 神奈川県
独立行政法人地域医療機能推進機構　横
浜保土ヶ谷中央病院

横浜市保土ヶ谷区釜台町４３番１号 045-331-1251

神奈川県 神奈川県 横浜市立市民病院 横浜市保土ヶ谷区岡沢町５６番地 045-331-1961

神奈川県 神奈川県 岩崎内科クリニック
横浜市保土ヶ谷区上星川１－１－５
フルール横浜１Ｆ

045-442-6475

神奈川県 神奈川県 上白根病院 横浜市旭区上白根２－６５－１ 045-951-3221
神奈川県 神奈川県 医療法人順正会　横浜鶴ヶ峰病院 横浜市旭区川島町１７６４ 045-371-2511
神奈川県 神奈川県 医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病 横浜市旭区若葉台４－２０－１ 045-921-6111
神奈川県 神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町１１９７－１ 045-366-1111

神奈川県 神奈川県
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

横浜市旭区中尾二丁目３番２号 045-520-2222

神奈川県 神奈川県 医療法人社団　たらお内科・消化器科
横浜市旭区二俣川２－５８－６　大洋ビ
ル３Ｆ

045-360-6501

神奈川県 神奈川県 髙橋内科クリニック 神奈川県横浜市旭区中白根２－５０－１ 045-958-1055
神奈川県 神奈川県 あさひ本宿クリニック 横浜市旭区本宿町９０番３０号 045-360-8681
神奈川県 神奈川県 セントラルクリニックよこはま 横浜市旭区川井宿町１６８－１ 045-958-2356
神奈川県 神奈川県 石田クリニック 横浜市旭区白根６－１－３ 045-953-3308
神奈川県 神奈川県 医療法人横浜平成会　平成横浜病院 横浜市戸塚区戸塚町５５０番地 045-860-1777
神奈川県 神奈川県 医療法人横浜柏堤会　戸塚共立第１病院 横浜市戸塚区戸塚町１１６ 045-864-2501
神奈川県 神奈川県 医療法人財団明理会　東戸塚記念病院 横浜市戸塚区品濃町５４８－７ 045-825-2111
神奈川県 神奈川県 医療法人横浜柏堤会　戸塚共立第２病院 横浜市戸塚区吉田町５７９－１ 045-881-3205
神奈川県 神奈川県 医療法人横浜博萌会　西横浜国際総合病 横浜市戸塚区汲沢町５６番地 045-871-8855
神奈川県 神奈川県 医療生協かながわ生活協同組合　戸塚病 横浜市戸塚区汲沢町１０２５－６ 045-864-1241

神奈川県 神奈川県
独立行政法人国立病院機構　横浜医療セ
ンター

横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 045-851-2621

神奈川県 神奈川県 ながのクリニック
横浜市戸塚区上倉田町４８１－１
八恍ビル１Ｆ

045-392-8612

神奈川県 神奈川県 東戸塚メディカルクリニック
横浜市戸塚区品濃町５３９番地１　スカ
イビルディング６Ｆ

045-435-9604

神奈川県 神奈川県
社会福祉法人親善福祉協会　国際親善総
合病院

横浜市泉区西が岡１丁目２８番地１ 045-813-0221

神奈川県 神奈川県 特定医療法人社団鵬友会　湘南泉病院 横浜市泉区新橋町１７８４ 045-812-2288
神奈川県 神奈川県 緑台クリニック 横浜市泉区緑園２－６－１１ 045-813-6333
神奈川県 神奈川県 医療法人敬生会　ともろークリニック 横浜市泉区弥生台５５－５５ 045-810-3005
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　美里会　瀬谷ふたつ橋病 横浜市瀬谷区瀬谷１－２９－１ 045-303-1151
神奈川県 神奈川県 医療法人社団聖仁会　横浜甦生病院 横浜市瀬谷区瀬谷４－３０－３０ 045-302-5001

神奈川県 神奈川県 医療法人社団慶博会　関内医院
横浜市中区尾上町５－７６明治屋尾上
町ビル３０１　３Ｆ

045-663-7161

神奈川県 神奈川県 うしくぼ消化器・内科クリニック
横浜市中区翁町１－４－１
アルテマリンウェーブビル２Ｆ

045-222-9533

神奈川県 神奈川県
医療法人社団宏徳会徳井内科関内クリ
ニック

横浜市中区不老町１－２－１
中央第６関内ビル６０２　６Ｆ

045-633-6233

神奈川県 神奈川県
一般社団法人日本海員掖済会　横浜掖済
会病院

横浜市中区山田町１番地２ 045-261-8191

神奈川県 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 横浜市中区新山下３丁目１２番１号 045-628-6100
神奈川県 神奈川県 さくらＴ’ｓクリニック 横浜市中区根岸町２－８０－２ 045-628-7985
神奈川県 神奈川県 山手消化器・内科クリニック 横浜市中区麦田町４－１０２－３ 045-625-2325

神奈川県 神奈川県
独立行政法人地域医療機能推進機構横浜
中央病院

横浜市中区山下町２６８番地 045-641-1921

神奈川県 神奈川県 医療法人健仁会　健仁外科医院 横浜市中区松影町２丁目８番１０号 045-641-1701
神奈川県 神奈川県 粉川クリニック 横浜市中区弁天通４－５３－１ 045-662-5300
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　山本内科クリニック 横浜市中区本牧町２丁目３６４番地 045-622-3331
神奈川県 神奈川県 医療法人　佐藤病院 横浜市南区南太田一丁目１０番３号 045-731-1515

神奈川県 神奈川県 医療法人社団慶博会　村山クリニック
横浜市南区真金町１－７　サンハイツ村
山１Ｆ

045-251-2500

神奈川県 神奈川県
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合
医療センター

横浜市南区浦舟町４丁目５７番地 045-261-5656
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神奈川県 神奈川県
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

横浜市南区六ツ川２－１３８－４ 045-711-2351

神奈川県 神奈川県 医療法人社団　大岡医院 横浜市南区大岡２－１３－１５ 045-741-0552
神奈川県 神奈川県 医療法人健生会　朝倉病院 横浜市港南区下永谷５－８１－１２ 045-824-0202

神奈川県 神奈川県
医療法人社団　岡メディカル　岡内科クリ
ニック

横浜市港南区上大岡西１－１９－１８
長瀬ビル３Ｆ

045-841-0133

神奈川県 神奈川県 白土クリニック
横浜市港南区丸山台２－１８－５
ニートビル１Ｆ

045-846-0124

神奈川県 神奈川県
社会福祉法人恩賜財団済生会　横浜市南
部病院

横浜市港南区港南台３丁目２番１０号 045-832-1111

神奈川県 神奈川県 医療法人社団　成仁会　長田病院 横浜市港南区丸山台二丁目２番１０号 045-842-1121

神奈川県 神奈川県 港南台パークサイドクリニック
横浜市港南区港南台３－４－３５　松田
ビル１階

045-836-1688

神奈川県 神奈川県 汐見台病院 横浜市磯子区汐見台１－６－５ 045-761-3581
神奈川県 神奈川県 磯子中央病院 横浜市磯子区磯子二丁目２０番４５号 045-752-1212
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　永井医院 横浜市磯子区洋光台１－７－２５ 045-833-0720

神奈川県 神奈川県 きたむら内科クリニック
神奈川県横浜市磯子区磯子３丁目１３
番ブリリアシティ横浜磯子Ｋ　１階クリ
ニックモール

045-750-3360

神奈川県 神奈川県
医療法人社団一洋会　H.E.Cサイエンスクリ
ニック

横浜市磯子区洋光台４－１－４－１０２ 045-831-0031

神奈川県 神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会　若草病院 横浜市金沢区平潟町１２－１ 045-781-8811
神奈川県 神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦３－９ 045-787-2800
神奈川県 神奈川県 医療法人社団柴健会 小谷クリニック 横浜市金沢区柴町３４９－１ 045-781-7889
神奈川県 神奈川県 すがの内科クリニック 横浜市金沢区谷津町１４８－３ 045-788-3636
神奈川県 神奈川県 医療法人社団景翠会　金沢病院 横浜市金沢区泥亀２－８－３ 045-781-2611

神奈川県 神奈川県 とみやま内科クリニック
横浜市金沢区六浦１－１－７
ライブピア金沢八景２階２０１

045-790-1380

神奈川県 神奈川県
国家公務員共済組合連合会　横浜南共済
病院

横浜市金沢区六浦東一丁目２１番１号 045-782-2101

神奈川県 神奈川県 金沢白百合クリニック 横浜市金沢区釜利谷東７－２３－２３ 045-791-5570
神奈川県 神奈川県 椿ヶ丘医院 横浜市金沢区富岡西１－３５－１５ 045-771-7613

神奈川県 神奈川県 並木小磯診療所
横浜市金沢区並木１－１７－１金沢セン
ターシーサイド１０１

045-770-1191

神奈川県 神奈川県 医療法人社団愛友会　金沢文庫病院 横浜市金沢区釜利谷東２－６－２２ 045-785-3311

神奈川県 神奈川県
国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済
病院

横浜市栄区桂町１３２ 045-891-2171

神奈川県 神奈川県 医療法人社団前田医院 横浜市栄区小菅ヶ谷２－３９－８ 045-892-4678
神奈川県 神奈川県 医療法人桑樹会木村内科・胃腸内科 横浜市栄区小菅ヶ谷１－２３－１ 045-894-1281
神奈川県 神奈川県 なかたクリニック 横浜市栄区桂町２７４－７ 045-897-5858
神奈川県 神奈川県 医療法人社団亮正会　総合高津中央病院 川崎市高津区溝口１－１６－７ 044-822-6121

神奈川県 神奈川県 宮川内科医院
川崎市高津区溝口１－６－１　クレール
溝口２階

044-822-7527

神奈川県 神奈川県 医療法人社団輔仁会　片倉病院 川崎市高津区新作４－１１－１６ 044-866-2151
神奈川県 神奈川県 川崎医療生活協同組合　久地診療所 川崎市高津区久地４丁目１９－８ 044-811-7771
神奈川県 神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区溝口３丁目８番３号 044-844-3333

神奈川県 神奈川県
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院
分院

川崎市高津区梶ヶ谷１－３－１ 044-877-5111

神奈川県 神奈川県 つるや内科クリニック 川崎市高津区久本１－６－５ 044-871-0814

神奈川県 神奈川県
医療法人社団One-for-all　そめや内科クリ
ニック

川崎市高津区末長１－４５－１ 044-712-3366

神奈川県 神奈川県 はっとりファミリークリニック 川崎市高津区北見方２丁目１６－１ 044-455-7341

神奈川県 神奈川県 しまむらクリニック
川崎市高津区子母口４９７－２
子母口クリニックモール１階

044-788-0008

神奈川県 神奈川県 松岡クリニック
川崎市高津区下作延２－３５－１
スペースアメニティ梶ヶ谷２Ｆ

044-853-3031

神奈川県 神奈川県 長瀬クリニック
川崎市高津区下作延三丁目３番１０号
スルバリエ梶ヶ谷２Ｆ

044-870-5225

神奈川県 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生２丁目１６番１号 044-977-8111
神奈川県 神奈川県 医療法人日米会鷺沼診療所 川崎市宮前区有馬１－２２－１６ 044-855-9977

神奈川県 神奈川県 中野島北口コガワクリニック
川崎市多摩区中野島６－２６－２　Ｆ＆Ｆ
ハイム　２Ｆ

044-934-6872

神奈川県 神奈川県 川崎市立多摩病院 川崎市多摩区宿河原１丁目３０番３７号 044-933-8111
神奈川県 神奈川県 あさい内科医院 川崎市多摩区登戸５３８ 044-933-8877

神奈川県 神奈川県 ふるたクリニック
川崎市麻生区百合丘１－１９－２
司生堂ビル１階

044-959-5116

神奈川県 神奈川県 医療法人社団　渡辺内科消化器科医院 川崎市麻生区上麻生４－３４－５ 044-969-0139

神奈川県 神奈川県 池内クリニック
川崎市麻生区栗平２－１－６　小田急マ
ルシェ栗平１Ｆ

044-981-3330

神奈川県 神奈川県 医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合 川崎市麻生区古沢都古２５５番地 044-322-9991

神奈川県 神奈川県 新ゆりクリニック
川崎市麻生区万福寺１－８－７　新ゆり
メディカルプラザ１階

044-955-0661

神奈川県 神奈川県 川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通１２－１ 044-233-5521
神奈川県 神奈川県 医療法人愛仁会　太田総合病院 川崎市川崎区日進町１－５０ 044-244-0131
神奈川県 神奈川県 医療法人誠医会　宮川病院 川崎市川崎区大師駅前２－１３－１３ 044-222-3255
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神奈川県 神奈川県 医療法人社団和光会　総合川崎臨港病院 川崎市川崎区中島３－１３－１ 044-233-9336
神奈川県 神奈川県 医療法人社団こうかん会　日本鋼管病院 川崎市川崎区鋼管通１－２－１ 044-333-5591
神奈川県 神奈川県 医療法人社団こうかん会　こうかんクリニッ 川崎市川崎区鋼管通１－２－３ 044-366-8900

神奈川県 神奈川県 川崎七福診療所
川崎市川崎区小田１－１－２
ソルスティス京町ビル４Ｆ

044-329-1122

神奈川県 神奈川県 医療法人社団葵会　ＡＯＩ国際病院 神奈川県川崎市川崎区田町２－９－１ 044-277-5511
神奈川県 神奈川県 川崎医療生活協同組合　川崎協同病院 川崎市川崎区桜本２丁目１番５号 044-299-4781
神奈川県 神奈川県 川崎医療生活協同組合協同ふじさきクリ 川崎市川崎区藤崎４－２１－２ 044-270-5131
神奈川県 神奈川県 総合新川橋病院 川崎市川崎区新川通１－１５ 044-222-2111
神奈川県 神奈川県 川崎医療生活協同組合　大師診療所 川崎市川崎区大師町６－８ 044-266-5744
神奈川県 神奈川県 三條医院 川崎市幸区幸町２－６９７ 044-555-5111
神奈川県 神奈川県 社会医療法人財団石心会　川崎幸クリニッ 川崎市幸区南幸町１－２７－１ 044-511-2112
神奈川県 神奈川県 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院 川崎市幸区大宮町３１－２７ 044-544-4611
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　髙取内科医院 川崎市幸区矢上１３－６ 044-580-3132

神奈川県 神奈川県
社会医療法人財団石心会　第二川崎幸ク
リニック

川崎市幸区都町３９番１ 044-511-1322

神奈川県 神奈川県 医療法人社団三和会　山出内科 川崎市中原区新丸子町７２７－１ 044-722-9007

神奈川県 神奈川県 医療法人社団健優会　澤口内科クリニック
川崎市中原区木月祇園町１４－１６グラ
ンリビオ元住吉１１６

044-431-0717

神奈川県 神奈川県 川崎市立井田病院 川崎市中原区井田２－２７－１ 044-766-2188
神奈川県 神奈川県 医療法人社団愛成会　京浜総合病院 川崎市中原区新城１丁目２番５号 044-777-3251

神奈川県 神奈川県 やまだ内科クリニック
川崎市中原区上新城１－２－２８さくら
コート２０１　２Ｆ

044-740-1313

神奈川県 神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町１－３９６ 044-733-5181
神奈川県 神奈川県 聖マリアンナ医科大学東横病院 川崎市中原区小杉町３－４３５ 044-722-2121

神奈川県 神奈川県
独立行政法人労働者健康福祉機構　関東
労災病院

川崎市中原区木月住吉町１－１ 044-411-3131

神奈川県 神奈川県 亀谷内科クリニック 川崎市中原区中丸子３６１ 044-411-0011
神奈川県 神奈川県 おくせ医院 川崎市中原区上小田中１－２６－１ 044-751-1575

神奈川県 神奈川県 医療法人社団博誠会こすぎ駅前クリニック
川崎市中原区新丸子東２－９２５　白誠
ビル１Ｆ

044-431-8833

神奈川県 神奈川県 塚原クリニック
川崎市中原区小杉町１－５２９　ＳＴＥＰ
Ｓ－３

044-738-1616

神奈川県 神奈川県
社会福祉法人湘南福祉協会　総合病院湘
南病院

横須賀市鷹取１丁目１番１号 046-865-4105

神奈川県 神奈川県 医療法人梅丘会坂本内科クリニック 横須賀市上町３－１４－２ 046-827-3032
神奈川県 神奈川県 やまうち内科クリニック 横須賀市衣笠栄町１－６１ 046-852-4970

神奈川県 神奈川県
国家公務員共済組合連合会　横須賀共済
病院

横須賀市米が浜通１－１６ 046-822-2710

神奈川県 神奈川県
社会福祉法人日本医療伝道会　総合病院
衣笠病院

横須賀市小矢部２丁目２３番１号 046-852-1182

神奈川県 神奈川県 いまにしクリニック 横須賀市馬堀町１－７－８ 046-835-0316
神奈川県 神奈川県 医療法人　斉藤内科医院 横須賀市馬堀町２－１３－２　ＫＹビル２ 046-833-3901
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　とづか内科クリニック 横須賀市大津町１－１２－２２ 046-830-3075
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　小磯診療所 横須賀市鴨居２－８０－９ 046-842-9571
神奈川県 神奈川県 医療法人横浜柏堤会　よこすか浦賀病院 横須賀市西浦賀１－１１－１ 046-841-0922

神奈川県 神奈川県
公益社団法人地域医療振興協会　横須賀
市立市民病院

横須賀市長坂１－３－２ 046-856-3136

神奈川県 神奈川県 横須賀市立うわまち病院 横須賀市上町２－３６ 046-823-2630
神奈川県 神奈川県 自衛隊横須賀病院 横須賀市田浦港町１７６６－１ 046-823-0270
神奈川県 神奈川県 田浦内科クリニック 横須賀市船越町１－５８－６ 046-860-1788
神奈川県 神奈川県 妹尾内科医院 横須賀市公郷町１－５８－４ 046-853-9092
神奈川県 神奈川県 社会医療法人財団互恵会　大船中央病院 鎌倉市大船六丁目２番２４号 0467-45-2111

神奈川県 神奈川県
医療法人社団采有会いろでん内科胃腸内
科クリニック

鎌倉市大船１－１１－１０　協和ビル２Ｆ 0467-42-8812

神奈川県 神奈川県 医療法人社団奏愛会　信愛クリニック 鎌倉市大船２－２６－１０ 0467-48-6678
神奈川県 神奈川県 医療法人　沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病 鎌倉市岡本１３７０－１ 0467-46-1717
神奈川県 神奈川県 医療法人財団額田記念会　額田記念病院 鎌倉市大町４－６－６ 0467-25-1231
神奈川県 神奈川県 医療法人社団 光陽会　鎌倉ヒロ病院 鎌倉市材木座１－７－２２ 0467-24-7171
神奈川県 神奈川県 一般財団法人　鎌倉病院 鎌倉市長谷３丁目１番８号 0467-22-5500
神奈川県 神奈川県 医療法人社団南浜会　鈴木病院 鎌倉市腰越１－１－１ 0467-31-7651
神奈川県 神奈川県 井口内科医院 鎌倉市御成町６－９ 0467-22-4681
神奈川県 神奈川県 三浦市立病院 三浦市岬陽町４－３３ 046-882-2111
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　湘南斉藤クリニック 藤沢市鵠沼石上２丁目１４番９号 0466-22-4114
神奈川県 神奈川県 藤沢内科消化器クリニック 藤沢市鵠沼石上1－2－4　2F 0466-23-8801
神奈川県 神奈川県 湘南内科・消化器科クリニック 藤沢市片瀬２－１５－２４ 0466-55-2527
神奈川県 神奈川県 いしい内科医院 藤沢市片瀬海岸２－９－６　フジビル１０ 0466-26-0621
神奈川県 神奈川県 医療法人社団桐英会　はじめクリニック 藤沢市辻堂５－１８－９ 0466-31-0840
神奈川県 神奈川県 藤沢市民病院 藤沢市藤沢２－６－１ 0466-25-3111
神奈川県 神奈川県 医療法人山内龍馬財団　山内病院 藤沢市南藤沢４－６ 0466-25-2216
神奈川県 神奈川県 特定医療法人社団若林会　湘南中央病院 藤沢市羽鳥１－３－４３ 0466-36-8151
神奈川県 神奈川県 一般財団法人同友会　藤沢湘南台病院 藤沢市高倉２３４５ 0466-44-1451
神奈川県 神奈川県 医療法人いまにし内科・消化器科クリニッ 藤沢市湘南台１－７－８　エスポワール 0466-41-0210
神奈川県 神奈川県 湘南第一病院 藤沢市湘南台１－１９－７ 0466-44-7111
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神奈川県 神奈川県
医療法人社団一進会宮本内科消化器科ク
リニック

藤沢市菖蒲沢６１１ 0466-48-0080

神奈川県 神奈川県
特定医療法人グループ・プラクティス研究
会

藤沢市獺郷１８８ 0466-47-0543

神奈川県 神奈川県 湘南あおぞらクリニック
藤沢市大庭５５６０－１ユーミーメディカ
ルタウン大庭１Ｆ

0466-89-0603

神奈川県 神奈川県 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院 藤沢市辻堂神台１－５－１ 0466-35-1177
神奈川県 神奈川県 医療法人社団仁聖会　ふじさわ富田クリ 藤沢市南藤沢１９－１３　一水ビル４Ｆ 0466-26-7888
神奈川県 神奈川県 山田医院 藤沢市辻堂西海岸２－１０－６ 0466-36-1762
神奈川県 神奈川県 湘南台宮治クリニック 藤沢市石川６－２１－１０ 0466-86-6366
神奈川県 神奈川県 海部胃腸内科医院 藤沢市藤が岡３－６－１０ 0466-26-7225
神奈川県 神奈川県 グリーン内科 藤沢市長後７０６　ゴールドエイジ藤沢１ 0466-43-8088
神奈川県 神奈川県 後藤内科医院 藤沢市藤沢１－３－５ 0466-22-3113
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　松が丘内科クリニック 茅ヶ崎市松が丘２－８－２０ 0467-87-0363
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　新家クリニック 茅ヶ崎市富士見町１１－４ 0467-26-8801
神奈川県 神奈川県 医療法人　野村消化器内科 茅ヶ崎市富士見町１５－１ 0467-84-3987
神奈川県 神奈川県 湘南いしぐろクリニック 茅ヶ崎市元町２－４今井ビル３Ｆ 0467-57-1100
神奈川県 神奈川県 茅ヶ崎中央病院 茅ヶ崎市茅ヶ崎２－２－３ 0467-86-6530
神奈川県 神奈川県 茅ヶ崎市立病院 茅ヶ崎市本村五丁目１５番１号 0467-52-1111
神奈川県 神奈川県 医療法人社団康心会　湘南東部総合病院 茅ヶ崎市西久保５００番地 0467-83-9111
神奈川県 神奈川県 医療法人社団康心会　湘南東部クリニック 茅ヶ崎市西久保１１７番地 0467-84-6882
神奈川県 神奈川県 湘南みずき内科クリニック 茅ヶ崎市みずき４－９－２０ 0467-50-3320
神奈川県 神奈川県 湘南茅ヶ崎クリニック 茅ヶ崎市本宿町３－５ 0467-38-6603
神奈川県 神奈川県 湘南みわクリニック 茅ヶ崎市本村４－２２－２５ 0467-50-1611
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　五陽会　愛生会クリニック 茅ヶ崎市東海岸北５－１０－４８ 0467-88-6560
神奈川県 神奈川県 茅ヶ崎クリニック 茅ヶ崎市東海岸南１－２２－１ 0467-86-2123
神奈川県 神奈川県 茅ヶ崎わかば内視鏡クリニック 茅ヶ崎市新栄町３－２　阿部浅ビル３Ｆ 0467-38-8590
神奈川県 神奈川県 宗教法人寒川神社　寒川病院 高座郡寒川町宮山１９３ 0467-75-6680
神奈川県 神奈川県 医療法人社団仁聖会　さむかわ富田クリ 高座郡寒川町一之宮２－２３－１１ 0467-72-5777
神奈川県 神奈川県 平塚市民病院 平塚市南原一丁目１９番１号 0463-32-0015
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　梶原医院 平塚市東中原１－１９－１８ 0463-33-0321
神奈川県 神奈川県 クリニック斎藤 平塚市徳延５７２－１ 0463-37-5525
神奈川県 神奈川県 国家公務員共済組合連合会　平塚共済病 平塚市追分９－１１ 0463-32-1950
神奈川県 神奈川県 社会福祉法人恩賜財団　済生会平塚病院 平塚市立野町３７－１ 0463-31-0520
神奈川県 神奈川県 医療法人社団松和会　望星平塚クリニック 平塚市代官町２３－１ 0463-23-5606
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　小笠原医院 平塚市見附町８番８号 0463-33-1313
神奈川県 神奈川県 あらい内科クリニック 平塚市紅谷町１－１　αビル６Ｆ 0463-22-7711
神奈川県 神奈川県 秦野赤十字病院 秦野市立野台一丁目１番地 0463-81-3721
神奈川県 神奈川県 独立行政法人国立病院機構　神奈川病院 秦野市落合６６６番地の１ 0463-81-1771
神奈川県 神奈川県 医療法人社団仁輪会　くず葉台病院 秦野市東田原３４０番地 0463-82-5858
神奈川県 神奈川県 医療法人鈴成会　鈴木クリニック 秦野市曲松１－４－３９　やまゆりビル２ 0463-89-0770
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　伊勢原石田内科クリニック 伊勢原市高森１３２５ 0463-92-6771

神奈川県 神奈川県
神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢
原協同病院

伊勢原市田中３４５ 0463-94-2111

神奈川県 神奈川県
医療法人社団　松木内科消化器科クリニッ
ク

伊勢原市桜台１－２０－１０アミカルメン
ト萩原１Ｆ

0463-90-3311

神奈川県 神奈川県 東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋１４３ 0463-93-1121
神奈川県 神奈川県 東海大学医学部付属大磯病院 中郡大磯町月京２１－１ 0463-72-3211
神奈川県 神奈川県 大谷クリニック 中郡大磯町大磯９６２－１ 0463-60-3111
神奈川県 神奈川県 二宮胃腸内科クリニック 中郡二宮町中里９８９－７ 0463-73-2911
神奈川県 神奈川県 医療法人　湘清会　さだもとクリニック 中郡二宮町二宮８２１－３０ 0463-72-5737
神奈川県 神奈川県 医療法人　沖縄徳洲会　湘南厚木病院 厚木市温水１１８－１ 046-223-3636
神奈川県 神奈川県 社会医療法人社団三思会　東名厚木病院 厚木市船子２３２ 046-229-1771

神奈川県 神奈川県
社会医療法人社団三思会　とうめい厚木ク
リニック

厚木市船子２３７ 046-229-3377

神奈川県 神奈川県 厚木市立病院 厚木市水引１－１６－３６ 046-221-1570

神奈川県 神奈川県 前川内科クリニック
大和市下鶴間２７７７－５－６　コン
フォール鶴間１Ｆ

046-278-3777

神奈川県 神奈川県 医療法人社団公仁会　成和クリニック 大和市西鶴間５－３４８８－７ 046-264-3911
神奈川県 神奈川県 社会医療法人三栄会中央林間病院 大和市中央林間４－１４－１８ 046-275-0110
神奈川県 神奈川県 医療法人樹真会　高田消化器・内科クリ 大和市中央林間６－１１－１５ 046-278-2211

神奈川県 神奈川県
医療法人新都市医療研究会君津会南大和
病院

大和市下和田１３３１－２ 046-269-2411

神奈川県 神奈川県 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院 大和市福田１－７－１ 046-269-4111
神奈川県 神奈川県 大和市立病院 大和市深見西８丁目３番６号 046-260-0111

神奈川県 神奈川県 医療法人眞仁会代官クリニック
大和市代官１－１５－７
代官クリニックビル４Ｆ

046-201-0755

神奈川県 神奈川県 医療法人社団さがみ野中央病院 海老名市東柏ヶ谷６－２０－２０ 046-233-5110

神奈川県 神奈川県 海老名田島クリニック
海老名市中央３－３－１４
静岡不動産海老名ビル２Ｆ

046-233-1313

神奈川県 神奈川県
社会医療法人ジャパンメディカルアライアン
ス

海老名市河原口１３２０ 046-233-1311

神奈川県 神奈川県
社会医療法人ジャパンメディカルアライアン
ス　海老名メディカルプラザ

海老名市中新田４３９－１ 046-292-0222



指定都道府県名 都道府県名 施設名 所在地 電話番号

肝疾患に関する専門医療機関一覧（平成29年12月1日現在）

神奈川県 神奈川県 とみなが内科医院
海老名市東柏ケ谷３－１３－６
さがみ野駅北口ビル２階

046-235-4333

神奈川県 神奈川県 医療法人社団医誠会　湘陽かしわ台病院 海老名市柏ケ谷５８４－２ 046-292-5800
神奈川県 神奈川県 医療法人興生会　相模台病院 座間市相模が丘六丁目２４番２８号 046-256-0011
神奈川県 神奈川県 立野台内科クリニック 座間市立野台３－１４－５ 046-204-9222
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　広井内科医院 座間市緑ヶ丘４－７－７ 046-254-8307
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　杏仁会　伊藤クリニック 座間市入谷５－１８８１－５８ 046-257-2261
神奈川県 神奈川県 医療法人社団慈広会　矢崎胃腸外科 綾瀬市上土棚中１－１－１６ 0467-76-6211
神奈川県 神奈川県 医療法人社団柏綾会　綾瀬厚生病院 綾瀬市深谷３８１５番地 0467-77-5111
神奈川県 神奈川県 医療法人社団相和会　渕野辺総合病院 相模原市中央区淵野辺３－２－８ 042-754-2222

神奈川県 神奈川県
独立行政法人地域医療機能推進機構相模
野病院

相模原市中央区淵野辺１丁目２番３０号 042-752-2025

神奈川県 神奈川県 角中クリニック 相模原市中央区緑が丘１－２１－１４ 042-730-6500

神奈川県 神奈川県 つちはし内科クリニック
相模原市中央区共和１－６－３０
プライマリーハイツ　１階

042-730-3003

神奈川県 神奈川県 医療法人社団相模原中央病院 相模原市中央区富士見６－４－２０ 042-754-2211

神奈川県 神奈川県
社会福祉法人相模更正会　総合相模更生
病院

相模原市中央区小山３４２９番地 042-752-1808

神奈川県 神奈川県 あさば内科・消化器クリニック
相模原市中央区南橋本１－１７－１７　
サザンクリニック・スクエア内

042-700-3320

神奈川県 神奈川県 相模原赤十字病院 相模原市緑区中野２５６ 042-784-1101
神奈川県 神奈川県 医療法人社団悠心会　森田病院 相模原市緑区三ヶ木６２７番地 042-784-4114

神奈川県 神奈川県
神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模
原協同病院

相模原市緑区橋本２丁目８番１８号 042-772-4291

神奈川県 神奈川県 医療法人社団蒼紫会　森下記念病院 相模原市南区東林間４丁目２番１８号 042-742-5055

神奈川県 神奈川県
医療法人社団光生会　さがみ循環器クリ
ニック

相模原市南区相南４丁目２１番１５号 042-746-2211

神奈川県 神奈川県 さいとう内科医院
相模原市南区上鶴間本町４－４８－３
相模大野メディカルヴィレッジＢ棟１Ｆ

042-705-3629

神奈川県 神奈川県 医療法人社団中沢内科医院 相模原市南区相模台４－１４－１８ 042-742-0479
神奈川県 神奈川県 山内クリニック 相模原市南区相武台１－１７－７ 046-251-1646
神奈川県 神奈川県 学校法人北里研究所　北里大学病院 相模原市南区北里一丁目１５番１号 042-778-8111
神奈川県 神奈川県 独立行政法人国立病院機構　相模原病院 相模原市南区桜台１８－１ 042-742-8311
神奈川県 神奈川県 東芝林間病院 相模原市南区上鶴間７丁目９番１号 042-742-3577
神奈川県 神奈川県 医療法人永光会　相模原クリニック 相模原市中央区相模原７－５－５ 042-758-6521
神奈川県 神奈川県 ひぐち内科・消化器 相模原市中央区東淵野辺５－８－９ 042-704-9370
神奈川県 神奈川県 広瀬病院 相模原市緑区久保沢２－３－１６ 042-782-3021
神奈川県 神奈川県 医療法人社団　渡邊内科クリニック 小田原市栄町１－２－８　八百源ビル１ 0465-22-6677
神奈川県 神奈川県 医療法人社団温知会　間中病院 小田原市本町４－１－２６ 0465-23-3111
神奈川県 神奈川県 独立行政法人国立病院機構　箱根病院 小田原市風祭４１２ 0465-22-3196
神奈川県 神奈川県 医療法人社団帰陽会　丹羽病院 小田原市荻窪４０６ 0465-34-3444
神奈川県 神奈川県 小田原市立病院 小田原市久野４６番地 0465-34-3175
神奈川県 神奈川県 医療法人尽誠会　山近記念クリニック 小田原市小八幡３－１９－８ 0465-47-2131
神奈川県 神奈川県 医療法人尽誠会　山近記念総合病院 小田原市小八幡３－１９－１４ 0465-47-7151
神奈川県 神奈川県 小田原銀座クリニック 小田原市栄町２－１２－１ 0465-21-5557
神奈川県 神奈川県 扇町しらさぎ内科クリニック 小田原市扇町５－２６－８ 0465-43-8111
神奈川県 神奈川県 しみず扇町クリニック 小田原市扇町３－１３－１５－１Ｆ 0465-46-8616
神奈川県 神奈川県 医療法人社団福井内科消化器科クリニック 小田原市中里３９２－１ 0465-41-2227
神奈川県 神奈川県 マナクリニック 小田原市永塚５ 0465-41-3001

神奈川県 神奈川県
富士フイルムグループ健康保険組合富士
フイルム健康管理センター

南足柄市狩野６８１ 0465-73-7480

神奈川県 神奈川県
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神
奈川県立足柄上病院

足柄上郡松田町松田惣領８６６－１ 0465-83-0351

神奈川県 神奈川県 医療法人社団中山会　湯河原胃腸病院 足柄下郡湯河原町土肥四丁目３番地の 0465-62-7181

神奈川県 神奈川県
独立行政法人地域医療機能推進機構　湯
河原病院

足柄下郡湯河原町宮上４３８ 0465-63-2211

神奈川県 神奈川県 山口外科医院 足柄下郡湯河原町鍛冶屋１９３ 0465-62-7131

神奈川県 北海道 医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院
北海道札幌市白石区
菊水元町５条３丁目５番１０号

011-871-1121

神奈川県 北海道 ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院
北海道札幌市中央区北３条東８丁目５
番地

011-261-5331

神奈川県 北海道 ＪＲ札幌病院 北海道札幌市中央区北３条東１丁目１ 011-208-7150
神奈川県 青森県 弘前市立病院 青森県弘前市大字大町三丁目８番地１ 0172-34-3211
神奈川県 岩手県 岩手県立中部病院 岩手県北上市村崎野１７地割１０番地 0197-71-1511
神奈川県 岩手県 岩手医科大学附属病院 岩手県盛岡市内丸１９番１号 019-651-5111
神奈川県 岩手県 盛岡市立病院 岩手県盛岡市本宮五丁目１５番１号 019-635-0101
神奈川県 宮城県 ＪＲ仙台病院 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目１番５ 022-266-9671
神奈川県 宮城県 東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町１－１ 022-717-7000

神奈川県 宮城県
独立行政法人労働者健康福祉機構　東北
労災病院

宮城県仙台市青葉区台原４－３－２１ 022-275-1111

神奈川県 宮城県 国家公務員共済組合連合会　東北公済病 宮崎県仙台市青葉区国分町２丁目３－ 022-227-2211
神奈川県 宮城県 石巻赤十字病院 宮城県石巻市蛇田字西道下７１番地 0225-21-7220
神奈川県 秋田県 地方独立行政法人市立秋田総合病院 秋田県秋田市川元松丘町４番３０号 018-823-4171

神奈川県 福島県
独立行政法人労働者健康安全機構　福島
労災病院

福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 0246-26-1111
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神奈川県 茨城県
社会福祉法人恩賜財団済生会　神栖済生
会病院

茨城県神栖市知手中央７丁目２番４５号 0299-97-2111

神奈川県 茨城県 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町２－１－１ 0294-23-1111
神奈川県 茨城県 杉谷メディカルクリニック 茨城県つくば市研究学園４－４－１１ 029-879-9310
神奈川県 茨城県 茨城県立中央病院 茨城県笠間市鯉淵６５２８ 0296-77-1121
神奈川県 群馬県 医療法人昭庸会　平原内科・消化器科 群馬県太田市小舞木町２２６ 0276-45-3891
神奈川県 群馬県 医療法人社団　加藤外科内科医院 群馬県前橋市朝日町一丁目１３－１２ 027-243-5169
神奈川県 群馬県 富士重工業健康保険組合 太田記念病院 群馬県太田市大島町４５５番１ 0276-55-2200
神奈川県 群馬県 桐生地域医療組合桐生厚生総合病院 桐生市織姫町６番３号 0277-44-7171
神奈川県 埼玉県 草加市立病院 埼玉県草加市草加２－２１－１ 048-946-2200
神奈川県 埼玉県 大西内科 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷３０５ 049-271-6250

神奈川県 埼玉県 医療法人社団風韻会　デルタクリニック
埼玉県所沢市くすのき台２－５－１
サンウインズビル１Ｆ

042-996-5157

神奈川県 埼玉県
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉
県済生会栗橋病院

埼玉県久喜市小右衛門７１４－６ 0480-52-3611

神奈川県 千葉県 医療法人秀和会　秀和総合病院 埼玉県春日部市谷原新田１２００ 048-737-2121

神奈川県 千葉県
医療法人社団誠馨会　千葉中央メディカル
センター

千葉県千葉市若葉区加曽利町１８３５－
１

043-232-3691

神奈川県 千葉県 医療法人社団威風会　栗山中央病院 千葉県四街道市栗山９０６番地１ 043-421-0007
神奈川県 千葉県 千葉大学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥鼻１－８－１ 043-222-7171
神奈川県 千葉県 医療法人社団肝健会　はやさかクリニック 千葉県木更津市畑沢南４－６－１７ 0438-30-6645
神奈川県 千葉県 船橋市立医療センター 千葉県船橋市金杉１丁目２１番１号 047-438-3321

神奈川県 千葉県 ふじせ内科クリニック
千葉県柏市南柏中央１－６　宇佐美ビ
ル２Ｆ

04-7170-7887

神奈川県 千葉県
医療法人社団靭生会　メディカルプラザ市
川駅

千葉県市川市市川１－４－１０　市川ビ
ル９階

047-326-3500

神奈川県 千葉県 医療法人SHIODA 塩田病院 千葉県勝浦市出水１２２１ 0470-73-1221
神奈川県 千葉県 社会福祉法人太陽会　安房地域医療セン 千葉県館山市山本１１５５番地 0470-25-5111

神奈川県 東京都 さとう消化器内科クリニック
東京都豊島区東池袋一丁目１９番１０号　
太陽ビル３Ｆ

03-3590-8111

神奈川県 東京都 東京急行電鉄株式会社　東急病院 東京都大田区北千束３－２７－２ 03-3718-3331
神奈川県 東京都 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都江東区有明三丁目８番３１号 03-3520-0111
神奈川県 東京都 はっとりクリニック 東京都目黒区東山１－２０－１８ 03-6451-2500
神奈川県 新潟県 新潟市民病院 新潟県新潟市中央区鐘木４６３番地７ 025-281-5151
神奈川県 新潟県 日本歯科大学医科病院 新潟県新潟市中央区浜浦町１－８ 025-267-1500

神奈川県 新潟県 新潟大学医歯学総合病院
新潟県新潟市中央区旭町通一番町７５
４番地

025-223-6161

神奈川県 富山県 青山内科 富山県魚津市仏田３３０３ 0765-25-0250
神奈川県 富山県 市立砺波総合病院 富山県砺波市新富町１番６１号 0763-32-3320
神奈川県 福井県 福井県済生会病院 福井県福井市和田中町舟橋７番地１ 0776-23-1111
神奈川県 山梨県 わかみや内科クリニック 山梨県甲府市湯田２－１９－２ 055-287-6377

神奈川県 山梨県
公益社団法人地域医療振興協会　上野原
市立病院

山梨県上野原市上野原３５０４番地３ 0554-62-5121

神奈川県 山梨県
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨
県立中央病院

山梨県甲府市富士見１丁目１番１号 055-253-7111

神奈川県 長野県 長野赤十字病院 長野市若里５丁目２２－１ 026-226-4131
神奈川県 長野県 医療法人聖和会　こまちや東内科クリニッ 長野県駒ヶ根市下市場３２番１号 0265-81-7780
神奈川県 長野県 信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭３丁目１番１号 0263-35-4600
神奈川県 岐阜県 朝日大学歯学部附属村上記念病院 岐阜県岐阜市橋本町３丁目２３番地 058-253-8001
神奈川県 静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県伊豆の国市長岡１１２９番地 055-948-3111

神奈川県 静岡県
独立行政法人地域医療機能推進機構三島
総合病院

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６ 055-975-3031

神奈川県 静岡県 公益社団法人有隣厚生会　富士病院 静岡県御殿場市新橋１７８４ 0550-83-3333
神奈川県 静岡県 共立蒲原総合病院 静岡県富士市中之郷２５００－１ 0545-81-2211
神奈川県 静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県熱海市東海岸町１３－１ 0557-81-9171
神奈川県 静岡県 沼津市立病院 静岡県沼津市東椎路字春ノ木５５０ 055-924-5100
神奈川県 静岡県 時之栖・荒川クリニック 静岡県御殿場市神山１９１３－２２９ 055-086-0800

神奈川県 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院
静岡県浜松市東区半田山一丁目２０番
１号

053-435-2111

神奈川県 静岡県 静岡市立静岡病院 静岡市葵区追手町１０番９３号 054-253-3125

神奈川県 静岡県
医療法人社団恵仁会　河西内科循環器科
クリニック

静岡県熱海市中央町１７－１５ 0557-83-7830

神奈川県 静岡県 磐田市立総合病院 静岡県磐田市大久保５１２番地３ 0538-38-5000
神奈川県 静岡県 富士宮市立病院 静岡県富士宮市錦町３番１号 0544-27-3151

神奈川県 静岡県 三島駅前消化器・肝臓内科クリニック
静岡県三島市一番町１５番２１号マスダ
ビル２階

055-981-0012

神奈川県 静岡県 医療法人社団伊豆七海会　熱海所記念病 静岡県熱海市昭和町２０－２０ 0557-82-3000

神奈川県 愛知県 名古屋第一赤十字病院
愛知県名古屋市中村区道下町３丁目３
５番地

052-481-5111

神奈川県 愛知県 名古屋第二赤十字病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町２番地の 052-832-1121

神奈川県 愛知県 名古屋市立大学病院
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１
番地

052-851-5511

神奈川県 愛知県 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 愛知県刈谷市住吉町５－１５ 0566-21-2450
神奈川県 愛知県 学校法人藤田学園　藤田保健衛生大学病 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１番地９ 0562-93-2111
神奈川県 愛知県 社会医療法人明陽会　成田記念病院 愛知県豊橋市羽根井本町１３４番地 0532-31-2167
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神奈川県 愛知県 名鉄病院 愛知県名古屋市西区栄生２－２６－１１ 052-551-6121
神奈川県 愛知県 豊川市民病院 愛知県豊川市八幡町野路２３番地 0533-86-1111

神奈川県 京都府
京都府公立大学法人　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
広小路上ル梶井町４６５

075-251-5111

神奈川県 京都府 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５４ 075-751-3111

神奈川県 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２丁目１番
１４号

06-6942-1331

神奈川県 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４丁目２番７８
号

06-6441-5451

神奈川県 大阪府
社会福祉法人　恩賜財団　大阪府済生会
吹田病院

大阪府吹田市川園町１番２号 06-6382-1521

神奈川県 大阪府 関西医科大学附属滝井病院 大阪府守口市文園町１０番１５号 06-6992-1001
神奈川県 大阪府 社会医療法人協和会　北大阪病院 大阪市淀川区西宮原２丁目７番１７号 06-6395-1601

神奈川県 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

大阪市北区芝田二丁目１０番３９号 06-6372-0333

神奈川県 大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 大阪市阿倍野区旭町１－５－７ 06-6645-2121
神奈川県 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
神奈川県 大阪府 関西医科大学香里病院 大阪府寝屋川市香里本通町８番４５号 072-832-5321
神奈川県 大阪府 大阪医科大学附属病院 大阪府高槻市大学町２番７号 072-683-1221
神奈川県 兵庫県 神戸百年記念病院 兵庫県神戸市兵庫区御崎町１－９－１ 078-681-6111
神奈川県 島根県 大田市立病院 島根県大田市大田町吉永１４２８番地３ 0854-82-0330
神奈川県 広島県 広島赤十字・原爆病院 広島県広島市中区千田町１丁目９番６ 082-241-3111
神奈川県 香川県 香川県立中央病院 香川県高松市朝日町一丁目２番１号 087-811-3333
神奈川県 香川県 香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町大字池戸１７５０－ 087-898-5111

神奈川県 福岡県
独立行政法人国立病院機構　九州医療セ
ンター

福岡県福岡市中央区地行浜１丁目８番
１号

092-852-0700

神奈川県 福岡県 岡部・浦川クリニック
福岡県福岡市中央区薬院２丁目１３番１
０号ル・ブラン薬院１Ｆ

092-751-2462

神奈川県 福岡県 公立八女総合病院 福岡県八女市高塚５４０番地２ 0943-23-4131
神奈川県 長崎県 重工記念長崎病院 長崎県長崎市飽の浦１番７３号 095-828-4823
神奈川県 長崎県 日本赤十字社　長崎原爆諫早病院 長崎県諫早市多良見町化屋９８６－２ 0957-43-2111
神奈川県 大分県 中津市立中津市民病院 大分県中津市大字下池永１７３番地 0979-22-2480

神奈川県 鹿児島県
鹿児島大学病院鹿児島大学医学部・歯学
部附属病院

鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111

神奈川県 鹿児島県 霧島市立医師会医療センター 鹿児島県霧島市隼人町松永３３２０番地 0995-42-1171

神奈川県 鹿児島県
鹿児島県厚生農業協同組合連合会　鹿児
島厚生連病院

鹿児島県鹿児島市天保山町２２番２５号 099-252-2228

神奈川県 沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院 沖縄県豊見城市字上田２５番地 098-850-3811
新潟県 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通１-７５４ 025-223-6161
新潟県 新潟県 村上総合病院 村上市田端町２－１７ 0254-53-2141
新潟県 新潟県 県立新発田病院 新発田市本町１－２－８ 0254-22-3121
新潟県 新潟県 新潟万代病院 新潟市中央区八千代２－２－８ 025-244-6034
新潟県 新潟県 県立がんセンター新潟病院 新潟市中央区川岸町２－１５－３ 025-266-5111
新潟県 新潟県 新潟市民病院 新潟市中央区鐘木４６３－７ 025-281-5151
新潟県 新潟県 済生会新潟第二病院 新潟市西区寺地２８０－７ 025-233-6161
新潟県 新潟県 豊栄病院 新潟市北区石動１－１１－１ 025-386-2311
新潟県 新潟県 新潟臨港病院 新潟市東区桃山町１－１１４－３ 025-274-5331
新潟県 新潟県 新潟南病院 新潟市中央区女池神明１－７－１ 025-284-2511
新潟県 新潟県 新潟医療センター 新潟市西区小針３－２７－１１ 025-232-0111
新潟県 新潟県 下越病院 新潟市秋葉区東金沢１４５９－１ 0250-22-4711
新潟県 新潟県 亀田第一病院 新潟市江南区西町２－５－２２ 025-382-3111
新潟県 新潟県 新津医療センター病院 新潟市秋葉区古田６１０ 0250-24-5311
新潟県 新潟県 木戸病院 新潟市東区竹尾４－１３－３ 025-273-2151
新潟県 新潟県 新潟白根総合病院 新潟市南区上下諏訪木７７０－１ 025-372-2191
新潟県 新潟県 信楽園病院 新潟市西区新通南３－３－１１ 025-260-8200
新潟県 新潟県 日本歯科大学医科病院 新潟市中央区浜浦町１ー８ 025-267-1500
新潟県 新潟県 南部郷総合病院 五泉市村松１４０４－１ 0250-58-6118
新潟県 新潟県 県立吉田病院 燕市吉田大保町３２－１４ 0256-92-5111
新潟県 新潟県 燕労災病院 燕市大字佐渡６３３ 0256-64-5111
新潟県 新潟県 三条総合病院 三条市大字塚野目５－１－６２ 0256-32-1131
新潟県 新潟県 済生会三条病院 三条市大野畑６－１８ 0256-33-1551
新潟県 新潟県 立川綜合病院 長岡市神田町３－２－１１ 0258-33-3111
新潟県 新潟県 長岡中央綜合病院 長岡市川崎町２０４１ 0258-35-3700
新潟県 新潟県 長岡赤十字病院 長岡市千秋２－２９７－１ 0258-28-3600
新潟県 新潟県 小千谷総合病院 小千谷市大字平沢新田１１１ 0258-81-1600
新潟県 新潟県 魚沼市立小出病院 魚沼市日渡新田３４ 025-793-7348
新潟県 新潟県 魚沼基幹病院 南魚沼市浦佐４１３２ 025-777-3200
新潟県 新潟県 県立十日町病院 十日町市高山３２－９ 025-757-5566
新潟県 新潟県 柏崎総合医療センター 柏崎市北半田２－１１－３ 0257-23-2165
新潟県 新潟県 上越総合病院 上越市大道福田148-1 025-524-3000
新潟県 新潟県 新潟県立中央病院 上越市新南町２０５ 025-522-7711
新潟県 新潟県 新潟労災病院 上越市東雲町１－７－１２ 025-543-3123
新潟県 新潟県 糸魚川総合病院 糸魚川市大字竹ケ花４５７－１ 025-552-0280
新潟県 新潟県 佐渡総合病院 佐渡市千種１６１ 0259-63-3121
富山県 富山県 あさひ総合病院 朝日町泊４７７ 0765-83-1160
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富山県 富山県 黒部市民病院 黒部市三日市１１０８―１ 0765-54-2211
富山県 富山県 富山労災病院 魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280
富山県 富山県 かみいち総合病院 上市町法音寺５１ 076-472-1212
富山県 富山県 厚生連滑川病院 滑川市常盤町１１９ 076-475-1000
富山県 富山県 富山県立中央病院 富山市西長江２－２－７８ 076-424-1531
富山県 富山県 富山市民病院 富山市今泉北部町２－１ 076-422-1112
富山県 富山県 富山大学附属病院 富山市杉谷２６３０ 076-434-2281
富山県 富山県 富山赤十字病院 富山市牛島本町２－１－５８ 076-433-2222
富山県 富山県 済生会富山病院 富山市楠木３３－１ 076-437-1111
富山県 富山県 八尾総合病院 富山市八尾町福島７－４２ 076-454-5000
富山県 富山県 高岡市民病院 高岡市宝町４－１ 0766-23-0204
富山県 富山県 済生会高岡病院 高岡市二塚３８７－１ 0766-21-0570
富山県 富山県 高岡ふしき病院 高岡市伏木古府元町８－５ 0766-44-1181
富山県 富山県 厚生連高岡病院 高岡市永楽町５－１０ 0766-21-3930
富山県 富山県 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市鞍川１１３０ 0766-74-1900
富山県 富山県 真生会富山病院 射水市下若８９－１０ 0766-52-2156
富山県 富山県 市立砺波総合病院 砺波市新富町１－６１ 0763-32-3320
富山県 富山県 南砺市民病院 南砺市井波９３８ 0763-82-1475
富山県 富山県 公立南砺中央病院 南砺市梅野２００７－５ 0763-53-0001
富山県 富山県 医療法人社団秋桜丸川病院 下新川郡入善町青島３９６－１ 0765-72-5150
石川県 石川県 国民健康保険　小松市民病院 小松市向本折町ホ60 0761-22-7111
石川県 石川県 医療法人社団愛康会　小松ソフィア病院 小松市沖周辺土地区画整理事業地内仮地番5街区30号0761-22-0751
石川県 石川県 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院 能美市緑が丘11丁目71番地 0761-51-5551

石川県 石川県
独立行政法人国立病院機構　金沢医療セ
ンター

金沢市下石引町1番1号 076-262-4161

石川県 石川県 石川県立中央病院 金沢市鞍月東2丁目1番地 076-237-8211
石川県 石川県 金沢市立病院 金沢市平和町3丁目7番3号 076-245-2600
石川県 石川県 金沢赤十字病院 金沢市三馬2-251 076-242-8131

石川県 石川県
社会福祉法人恩賜財団済生会　石川県済
生会金沢病院

金沢市赤土町ニ13-6 076-266-1060

石川県 石川県 国家公務員共済組合連合会　北陸病院 金沢市泉が丘2丁目13-43 076-243-1191
石川県 石川県 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中83番地 076-252-2101

石川県 石川県
独立行政法人地域医療機能推進機構　金
沢病院

金沢市沖町ハ-15 076-252-2200

石川県 石川県
公益社団法人石川勤労者医療協会　城北
病院

金沢市京町20-3 076-251-6111

石川県 石川県 公立松任石川中央病院 白山市倉光三丁目8番地 076-275-2222
石川県 石川県 津幡町国民健康保険直営　河北中央病院 河北郡津幡町字津幡ロ51番地2 076-289-2117
石川県 石川県 金沢医科大学病院 河北郡内灘町大学1-1 076-286-3511
石川県 石川県 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 七尾市富岡町94番地 0767-52-3211
石川県 石川県 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎24 0767-22-1220
石川県 石川県 市立輪島病院 輪島市山岸町は1番1地 0768-22-2222
石川県 石川県 公立宇出津総合病院 鳳珠郡能登町字宇出津タ字97番地 0768-62-1311
福井県 福井県 医療法人穂仁会　大滝病院 福井市日光１丁目２－１ 0776-23-3215
福井県 福井県 福井県済生会病院 福井市和田中町舟橋７－１ 0776-23-1111
福井県 福井県 福井県立病院 福井市四ツ井２丁目８－１ 0776-45-5151
福井県 福井県 医療法人厚生会　福井厚生病院 福井市下六条２０１ 0776-41-3371
福井県 福井県 福井赤十字病院 福井市月見２丁目４－１ 0776-36-3630
福井県 福井県 福井大学医学部附属病院 永平寺町松岡下合月２３－３ 0776-61-3111
福井県 福井県 田中内科クリニック 福井市若杉４丁目５１２ 0776-36-8855
福井県 福井県 ドクター・ズー 福井市四ツ井１丁目２２－２２ 0776-54-8833
福井県 福井県 医療法人元和会　野村内科医院 福井市上中町３６－８ 0776-53-8568
福井県 福井県 まつだ内科クリニック 福井市町屋２丁目５－２５ 0776-21-6550
福井県 福井県 医療法人　大野内科消化器科医院 坂井市春江町東太郎丸２３－２ 0776-51-8170
福井県 福井県 福岡内科クリニック 坂井市丸岡町栄１丁目２０３ 0776-67-7111
福井県 福井県 医療法人　藤田医院 あわら市中番１２－１ 0776-78-7133
福井県 福井県 福井勝山総合病院 勝山市長山町２丁目６－２１ 0779-88-0350
福井県 福井県 医療法人　笠原病院 越前市塚町２１４ 0778-23-1155
福井県 福井県 公立丹南病院 鯖江市三六町１丁目２－３１ 0778-51-2260
福井県 福井県 医療法人　橘医院 越前町織田１０１－２０ 0778-36-0015
福井県 福井県 市立敦賀病院 敦賀市三島町１丁目６－６０ 0770-22-3611
福井県 福井県 くまがい内科クリニック 敦賀市中央町１丁目１７－２４ 0770-21-2501
福井県 福井県 公立小浜病院 小浜市大手町２－２ 0770-52-0990
山梨県 山梨県 山梨大学医学部附属病院 山梨県中央市下河東１１１０番地 055-273-1111

山梨県 山梨県
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨
県立中央病院

山梨県甲府市富士見１丁目１番１号 055-253-7111

山梨県 山梨県 市立甲府病院 山梨県甲府市増坪町３６６ 055-244-1111

山梨県 山梨県
独立行政法人地域医療機能推進機構　山
梨病院

山梨県甲府市朝日三丁目１１－１６ 055-252-8831

山梨県 山梨県 公益財団法人山梨厚生会　山梨厚生病院 山梨県山梨市落合８６０ 0553-23-1311
山梨県 山梨県 国民健康保険　富士吉田市立病院 山梨県富士吉田市上吉田６５３０ 0555-22-4111
長野県 長野県 信州大学医学部附属病院 松本市旭3-1-1 0263-35-4600
長野県 長野県 厚生連　佐久総合病院 佐久市臼田197 0267-82-3131
長野県 長野県 医療法人三世会　金沢病院 佐久市岩村田804 0267-67-2048
長野県 長野県 安紀内科クリニック 佐久市野沢236-1 0267-63-1201
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長野県 長野県
佐久平ファミリークリニック
内科・消化器科

佐久市岩村田1315-1 0267-88-7200

長野県 長野県 佐久市立国保浅間総合病院 佐久市岩村田1862-1 0267-67-2295

長野県 長野県
独立行政法人 国立病院機構 信州上田医
療センター

上田市緑が丘一丁目27番21号 0268-22-1890

長野県 長野県 国保依田窪病院 小県郡長和町古町2857 0268-68-2036
長野県 長野県 沖山医院 上田市長瀬2826-1 0268-42-3451
長野県 長野県 医療法人丸山会　丸山中央病院 上田市中丸子1771-1 0268-42-1111
長野県 長野県 諏訪赤十字病院 諏訪市湖岸通り五丁目11番50号 0266-52-6111
長野県 長野県 厚生連　富士見高原病院 諏訪郡富士見町落合11100番地 0266-62-3030
長野県 長野県 岡谷市民病院 岡谷市本町四丁目１１番３３号 0266-23-8000
長野県 長野県 組合立　諏訪中央病院 茅野市玉川4300番地 0266-72-1000
長野県 長野県 伊那中央病院 伊那市小四郎久保1313番地1 0265-72-3121
長野県 長野県 医療法人慈心会　北原内科 伊那市高遠町西高遠301 0265-94-2255
長野県 長野県 昭和伊南総合病院 駒ヶ根市赤穂3230 0265-82-2121
長野県 長野県 こまちや東内科クリニック 駒ヶ根市下市場32-1 0265-81-7780
長野県 長野県 町立辰野病院 上伊那郡辰野町大字辰野1445-5 0266-41-0238
長野県 長野県 飯田市立病院 飯田市八幡町438 0265-21-1255
長野県 長野県 健和会病院 飯田市鼎中平1936 0265-23-3116
長野県 長野県 かやの木診療所 飯田市中村76-1 0265-25-8112

長野県 長野県
地方独立行政法人長野県立病院機構 長
野県立阿南病院

下伊那郡阿南町北条2009-1 0260-22-2121

長野県 長野県 医療法人栗山会　飯田病院 飯田市大通り1-15 0265-22-5150
長野県 長野県 医療法人　輝山会記念病院 飯田市毛賀1707 0265-26-8111

長野県 長野県
地方独立行政法人 長野県立病院機構 長
野県立木曽病院

木曽郡木曽町福島6613-4 0264-22-2703

長野県 長野県
独立行政法人国立病院機構まつもと医療
センター松本病院

松本市村井町南2丁目20−30 0263-58-4567

長野県 長野県 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 松本市本庄2-5-1 0263-33-8600
長野県 長野県 宜保内科 消化器・肝臓内科クリニック 松本市村井町南1-34-20 0263-57-6060
長野県 長野県 中野内科消化器科医院 松本市村井町南4-13-5 0263-59-7011
長野県 長野県 安曇野赤十字病院 安曇野市豊科5685番地 0263-72-3170
長野県 長野県 中信勤労者医療協会　松本協立病院 松本市巾上9番26号 0263-35-5300
長野県 長野県 医療法人抱生会　丸の内病院 松本市渚一丁目7番45号 0263-28-3003
長野県 長野県 社会医療法人城西医療財団　城西病院 松本市城西1-5-16 0263-33-6400
長野県 長野県 折井クリニック 松本市白板1-3-7 0263-32-0305
長野県 長野県 松本市立病院 松本市波田4417番地180 0263-92-3027
長野県 長野県 医療法人藤森医療財団　藤森病院 松本市中央2丁目9-8 0263-33-3672
長野県 長野県 相澤東病院 松本市本庄2-11-16 0263-33-2500
長野県 長野県 市立大町総合病院 大町市大町3130番地 0261-22-0415
長野県 長野県 厚生連北アルプス医療センター　あづみ病 北安曇郡池田町大字池田3207-1 0261-62-3166
長野県 長野県 長野赤十字病院 長野市若里5丁目22番1号 026-226-4131
長野県 長野県 長野市民病院 長野市富竹1333-1 026-295-1199
長野県 長野県 厚生連　長野松代総合病院 長野市松代町松代183 026-278-2031
長野県 長野県 長野医療生活協同組合長野中央病院 長野市西鶴賀町1570 026-234-3211
長野県 長野県 厚生連　篠ノ井総合病院 長野市篠ノ井会666-1 026-292-2261
長野県 長野県 医療法人　川中島クリニック 長野市川中島町御厨1942-25 026-284-3811
長野県 長野県 高須医院 長野市篠ノ井塩崎6667-2 026-292-1451
長野県 長野県 医療法人財団大西会千曲中央病院 千曲市大字杭瀬下58 026-273-1212
長野県 長野県 表参道内科クリニック 長野市東後町21番地108号 026-237-2260
長野県 長野県 飯綱町立飯綱病院 上水内郡飯綱町大字牟礼2220 026-253-2248

長野県 長野県
地方独立行政法人長野県立病院機構長野
県立須坂病院

須坂市大字須坂1332 026-245-1650

長野県 長野県 厚生連　北信総合病院 中野市西１丁目5番63号 0269-22-2151
長野県 長野県 飯山赤十字病院 飯山市大字飯山226-1 0269-62-4195
長野県 長野県 国民健康保険　坂下病院 岐阜県中津川市坂下722-1 0573-75-3118
長野県 長野県 総合病院　中津川市民病院 岐阜県中津川市駒場1522-1 0573-66-1251
岐阜県 岐阜県 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸１番１ 058-230-6000
岐阜県 岐阜県 岐阜県総合医療センター 岐阜市野一色４丁目６番１号 058-246-1111
岐阜県 岐阜県 岐阜市民病院 岐阜市鹿島町７丁目１番地 058-251-1101
岐阜県 岐阜県 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 羽島郡笠松町田代１８５番地の１ 058-388-0111
岐阜県 岐阜県 朝日大学歯学部附属村上記念病院 岐阜市橋本町３丁目２３番地 058-253-8001
岐阜県 岐阜県 医療法人社団誠広会　岐阜中央病院 岐阜市川部３丁目２５番地 058-239-8111
岐阜県 岐阜県 羽島市民病院 羽島市新生町３丁目２４６番地 058-393-0111
岐阜県 岐阜県 大垣市民病院 大垣市南頬町４丁目８６番地 0584-81-3341

岐阜県 岐阜県
岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生
病院

関市若草通５丁目１番地 0575-22-2211

岐阜県 岐阜県 社会医療法人厚生会　木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井590 0574-25-2181
岐阜県 岐阜県 岐阜県立多治見病院 多治見市前畑町５丁目１６１番地 0572-22-5311
岐阜県 岐阜県 土岐市立総合病院 土岐市土岐津町土岐口７０３番地の２４ 0572-55-2111

岐阜県 岐阜県
岐阜県厚生農業協同組合連合会東濃厚生
病院

瑞浪市土岐町７６番地１ 0572‐68‐4111

岐阜県 岐阜県 岐阜県立下呂温泉病院 下呂市森 2211 0576-23-2222
岐阜県 岐阜県 高山赤十字病院 高山市天満町３丁目１１番地 0577-32-1111
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静岡県 静岡県
公益社団法人地域医療振興協会伊東市民
病院

伊東市岡196-1 0557-37-2626

静岡県 静岡県 医療法人社団伊豆七海会熱海所記念病院 熱海市昭和町20-20 0557-82-3000
静岡県 静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 熱海市東海岸町13-1 0557-81-9171

静岡県 静岡県
独立行政法人国立病院機構静岡医療セン
ター

駿東郡清水町長沢762-1 0559-75-2000

静岡県 静岡県 沼津市立病院 沼津市東椎路字春ノ木550 0559-24-5100

静岡県 静岡県
独立行政法人地域医療機能推進機構三島
総合病院

三島市谷田字藤久保2276 0559-75-5019

静岡県 静岡県 医療法人社団志仁会三島中央病院 三島市緑町1-3 0559-71-4133
静岡県 静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 伊豆の国市長岡1129 0559-48-3111
静岡県 静岡県 富士宮市立病院 富士宮市錦町3-1 0544-27-3151
静岡県 静岡県 富士市立中央病院 富士市高島町50 0545-52-1131
静岡県 静岡県 共立蒲原総合病院 富士市中之郷2500-1 0545-81-2211

静岡県 静岡県
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡
県立総合病院

静岡市葵区北安東4-27-1 054-247-6111

静岡県 静岡県 独立行政法人静岡市立静岡病院 静岡市葵区追手町10-93 054-253-3125
静岡県 静岡県 静岡市立清水病院 静岡市清水区宮加三1231 054-336-1111
静岡県 静岡県 静岡赤十字病院 静岡市葵区追手町8-2 054-254-4311
静岡県 静岡県 静岡済生会総合病院 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171
静岡県 静岡県 JA静岡厚生連　清水厚生病院 静岡市清水区庵原町578-1 054-366-3769

静岡県 静岡県
独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ
丘病院

静岡市清水区桜が丘町13-23 054-353-5313

静岡県 静岡県 市立島田市民病院 島田市野田1200-5 0547-35-1601
静岡県 静岡県 焼津市立総合病院 焼津市道原1000 054-623-3111
静岡県 静岡県 藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台4-1-11 054-646-1117

静岡県 静岡県
医療法人社団駿甲会コミュニティーホスピ
タル甲賀病院

焼津市大覚寺2-30-1 054-628-5500

静岡県 静岡県 磐田市立総合病院 磐田市大久保512-3 0538-38-5000

静岡県 静岡県
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合
医療センター

掛川市菖蒲ヶ池1-1 0537-21-5555

静岡県 静岡県 菊川市立総合病院 菊川市東横地1632 0537-35-2135
静岡県 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 浜松市東区半田山1-20-1 053-435-2111
静岡県 静岡県 浜松医療センター 浜松市中区富塚町328 053-453-7111
静岡県 静岡県 浜松赤十字病院 浜松市浜北区小林1088-1 053-401-1111

静岡県 静岡県
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院　
聖隷浜松病院

浜松市中区住吉2-12-12 053-474-2222

静岡県 静岡県
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院　
聖隷三方原病院

浜松市北区三方原町3453 053-436-1251

愛知県 愛知県 名古屋市立東部医療センター 名古屋市千種区若水一丁目2番23号 052-721-7171
愛知県 愛知県 医療法人豊隆会ちくさ病院 名古屋市千種区内山二丁目16番16号 052-741-5331
愛知県 愛知県 伊東内科クリニック 名古屋市千種区山添町1－26 052-751-5588
愛知県 愛知県 せんだファミリークリニック 名古屋市千種区北千種2丁目5-30 052-723-1200

愛知県 愛知県 はらたクリニック　内科・消化器内科
名古屋市千種区末盛通5-3　メディカル
ビル4階

052-751-2525

愛知県 愛知県 国家公務員共済組合連合会　東海病院 名古屋市千種区千代田橋一丁目1番1 052-711-6131
愛知県 愛知県 日本郵政株式会社名古屋逓信病院 名古屋市東区泉二丁目2-5 052-932-7151
愛知県 愛知県 近藤医院 名古屋市東区出来町1-10-27 052-935-3010

愛知県 愛知県
医療法人育寿会 MIWA内科胃腸科CLINIC　
葵

名古屋市東区葵2-14-4 M-stage Aoi 
1F

052-933-1177

愛知県 愛知県 西野医院 名古屋市東区百人町82 052-935-3668

愛知県 愛知県
学校法人愛知医科大学　愛知医科大学メ
ディカルクリニック

名古屋市東区東桜二丁目12番1号 052-931-2261

愛知県 愛知県 名古屋市立西部医療センター 名古屋市北区金田町2丁目15番地 052-991-8121
愛知県 愛知県 やまね病院 名古屋市北区楠味鋺四丁目1524番地 052-901-3255
愛知県 愛知県 金城クリニック 名古屋市北区金城三丁目4番5号 052-918-7580
愛知県 愛知県 社会医療法人愛生会　総合上飯田第一病 名古屋市北区上飯田北町2-70 052-991-3111
愛知県 愛知県 清水内科クリニック 名古屋市北区平安1丁目8-50 052-912-0002
愛知県 愛知県 医療法人愛仁会　名春中央病院 名古屋市北区東味鋺一丁目2401番地 052-901-6131
愛知県 愛知県 医療法人大真会　大隈病院 名古屋市北区大曽根2丁目9番34号 052-991-2111
愛知県 愛知県 医療法人藤成会　加藤医院 名古屋市北区山田1丁目13-77 052-915-8511
愛知県 愛知県 名鉄病院 名古屋市西区栄生二丁目26番11号 052-551-6121
愛知県 愛知県 新道内科クリニック 名古屋市西区新道2丁目5番7号 052-588-0160
愛知県 愛知県 ふじたファミリークリニック 名古屋市西区五才美町112番地 052-509-5755
愛知県 愛知県 かわい内科＆皮ふ科 名古屋市西区中小田井3-384-1 052-508-8699
愛知県 愛知県 かなもと内科クリニック 名古屋市西区中沼町51番地 052-325-6081
愛知県 愛知県 名古屋第一赤十字病院 名古屋市中村区道下町3-35 052-481-5111
愛知県 愛知県 医療法人衆済会増子記念病院 名古屋市中村区竹橋町35-28 052-451-1307
愛知県 愛知県 名古屋セントラル病院 名古屋市中村区太閤三丁目7番7号 052-452-3165
愛知県 愛知県 いいだクリニック 名古屋市中村区中村町2-25-1 052-482-2811
愛知県 愛知県 竹田内科胃腸科クリニック 名古屋市中村区豊国通3-22 052-411-2046

愛知県 愛知県 桶屋クリニック
名古屋市中村区名駅南3-16-15ASビル
2階

052-533-6166

愛知県 愛知県
医療法人HGI名古屋内科、内視鏡クリニッ
ク

名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
大名古屋ビルヂング9F

052-564-5558
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愛知県 愛知県
独立行政法人国立病院機構名古屋医療セ
ンター

名古屋市中区三の丸四丁目1番1号 052-951-1111

愛知県 愛知県 国家公務員共済組合連合会名城病院 名古屋市中区三の丸一丁目3-1 052-201-5311
愛知県 愛知県 中日新聞社健康保険組合中日病院 名古屋市中区丸の内三丁目12番3号 052-961-2491
愛知県 愛知県 医療法人横山胃腸科病院 名古屋市中区千代田三丁目11番20号 052-332-1811
愛知県 愛知県 西日本電信電話株式会社東海病院 名古屋市中区松原2-17-5 052-291-6322
愛知県 愛知県 栄町クリニック 名古屋市中区錦3丁目23-31栄町ビル 052-971-0851
愛知県 愛知県 医療法人　士正会　栄エンゼルクリニック 名古屋市中区栄5-4-12 052-238-0266

愛知県 愛知県 おおの内科
名古屋市中区新栄町1-3　日丸名古屋
ビル5F

052-971-0950

愛知県 愛知県 医療法人　三浦内科
名古屋市中区新栄町1-3　日丸名古屋
ビル3F

052-951-1255

愛知県 愛知県 おおいわ消化器クリニック
名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビ
ル8階

052-959-5560

愛知県 愛知県 やまうち消化器内科クリニック
名古屋市中区新栄町1-3　日丸名古屋
ビル6F

052-957-2488

愛知県 愛知県 名古屋第二赤十字病院 名古屋市昭和区妙見町2番地の9 052-832-1121
愛知県 愛知県 医療法人安正会安井病院 名古屋市昭和区滝子町27番19号 052-881-3004
愛知県 愛知県 社会福祉法人聖霊会　聖霊病院 名古屋市昭和区川名山町56 052-832-1181
愛知県 愛知県 医療法人生寿会　かわな病院 名古屋市昭和区山花町50番地 052-761-3225
愛知県 愛知県 たけうちファミリークリニック 名古屋市昭和区折戸町5-45 052-752-1780
愛知県 愛知県 むぎしまファミリークリニック 名古屋市昭和区前山町1－5 052-734-2217
愛知県 愛知県 医療法人　伊藤内科 名古屋市昭和区白金2-13-4 052-881-4040
愛知県 愛知県 斉藤クリニック 名古屋市瑞穂区高田町3-9 052-851-0827
愛知県 愛知県 ＴＫクリニック 名古屋市瑞穂区東栄町8丁目5番地 052-851-1648
愛知県 愛知県 医療法人明宣会　奥田内科クリニック 名古屋市瑞穂区日向町2-9-3 052-835-1600
愛知県 愛知県 西村内科クリニック 名古屋市瑞穂区下山町2-1 052-861-1200
愛知県 愛知県 みずほ通りクリニック 名古屋市瑞穂区本願寺町3丁目10番1 052-852-3553
愛知県 愛知県 ブラザー記念病院 名古屋市瑞穂区塩入町11番8号 052-824-2880
愛知県 愛知県 いとう医院 名古屋市瑞穂区弥富通二丁目12番地 052-831-1124
愛知県 愛知県 すずき内科クリニック 名古屋市瑞穂区内浜町21-10 052-819-6131
愛知県 愛知県 亀島クリニック 名古屋市熱田区伝馬二丁目27-12 052-683-5030
愛知県 愛知県 小山医院 名古屋市熱田区内田町304 052-671-2010
愛知県 愛知県 みなと医療生活協同組合　協立総合病院 名古屋市熱田区五番町4-33 052-654-2211
愛知県 愛知県 医療法人三惠会　服部病院 名古屋市熱田区沢上1-3-20 052-681-6561
愛知県 愛知県 カワムラ医院 名古屋市熱田区南一番町5番23号 052-661-0026
愛知県 愛知県 医療法人開生会かいせい病院 名古屋市中川区月島町9-9 052-362-6469
愛知県 愛知県 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 名古屋市中川区尾頭橋三丁目6番10号 052-321-8171
愛知県 愛知県 名古屋掖済会病院 名古屋市中川区松年町4-66 052-652-7711
愛知県 愛知県 医療法人偕行会　名古屋共立病院 名古屋市中川区法華1丁目172 052-362-5151
愛知県 愛知県 医療法人純正会　名古屋西病院 名古屋市中川区荒子2丁目40番地 052-361-0878

愛知県 愛知県
独立行政法人労働者健康福祉機構中部労
災病院

名古屋市港区港明一丁目10番6号 052-652-5511

愛知県 愛知県 クリニックいとう 名古屋市港区七番町二丁目12-1 052-654-3700

愛知県 愛知県
独立行政法人地域医療機能推進機構中京
病院

名古屋市南区三条一丁目1番10号 052-691-7151

愛知県 愛知県 豊田クリニック 名古屋市南区豊田1-25-11 052-691-7807
愛知県 愛知県 医療法人笠寺病院 名古屋市南区松池町3-19 052-811-1151
愛知県 愛知県 医療法人　名南会　名南病院 名古屋市南区南陽通5丁目1-3 052-691-3171
愛知県 愛知県 社会医療法人　宏潤会　だいどうクリニック 名古屋市南区白水町8番地 052-611-6262
愛知県 愛知県 ものえ内科クリニック 名古屋市守山区向台1丁目303番 052-760-2324
愛知県 愛知県 うちだ内科クリニック 名古屋市守山区小幡南3丁目5番3号 052-758-1122
愛知県 愛知県 なかむら内科 名古屋市守山区上志段味海東468-2 052-739-3030

愛知県 愛知県
医療法人羊蹄会　ようていファミリークリ
ニック藤が丘

名古屋市守山区四軒家２丁目７０２ 052-771-6688

愛知県 愛知県 名古屋市立緑市民病院 名古屋市緑区潮見が丘一丁目77番地 052-892-1331
愛知県 愛知県 医療法人健侑会さそうクリニック 名古屋市緑区有松2617番地 052-621-0340
愛知県 愛知県 医療法人敬友会 丹羽内科 名古屋市緑区大高町字鶴田213番地 052-624-1600
愛知県 愛知県 総合病院南生協病院 名古屋市緑区南大高二丁目204番地 052-625-0373
愛知県 愛知県 しもざとクリニック 名古屋市緑区池上台二丁目266番地 052-891-5111
愛知県 愛知県 竹内クリニック 名古屋市緑区亀が洞1-1608 052-875-0122
愛知県 愛知県 ひがみ内科 名古屋市緑区東神の倉3-530 052-876-2127
愛知県 愛知県 相川みんなの診療所 名古屋市緑区相川三丁目246番地の2 052-875-3792
愛知県 愛知県 もりかわファミリークリニック 名古屋市緑区水広二丁目１１９番 052-879-6511
愛知県 愛知県 医療法人桂名会 木村病院 名古屋市名東区名東本通二丁目22番 052-781-1119
愛知県 愛知県 大屋内科 名古屋市名東区陸前町2511 052-703-1855

愛知県 愛知県 加藤内科胃腸科クリニック
名古屋市名東区一社2丁目5　THE 
QOL 2F

052-709-7717

愛知県 愛知県 医療法人杉山会　すぎやま病院 名古屋市名東区社台三丁目１０番地 052-774-8222
愛知県 愛知県 医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院 名古屋市天白区平針4丁目305番地 052-804-1111
愛知県 愛知県 宮田胃腸科外科 名古屋市天白区一本松二丁目1102番 052-802-3311
愛知県 愛知県 あおきクリニック 名古屋市天白区植田山5丁目126番地１ 052-837-7555
愛知県 愛知県 ばんのクリニック 名古屋市天白区島田黒石710-1 052-800-3066
愛知県 愛知県 坪内医院 津島市江東町1丁目56-1 0567-28-6300
愛知県 愛知県 くろかわ内科クリニック 津島市神守町字五反田44 0567-22-2288
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愛知県 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 弥富市前ヶ須町南本田396番地 0567-65-2511
愛知県 愛知県 小笠原クリニック 弥富市鍋平2-6 0567-56-5533
愛知県 愛知県 フジノ内科 あま市木田飛江ノ見70-1 052-441-2713
愛知県 愛知県 津島市民病院 津島市橘町3-73 0567-28-5151
愛知県 愛知県 増田医院 海部郡蟹江町城2-496 0567-95-1615
愛知県 愛知県 医療法人　久保田内科産科婦人科クリニッ 海部郡蟹江町富吉三丁目230番地 0567-96-2600
愛知県 愛知県 安藤クリニック 北名古屋市西之保才戸26番地 0568-24-0001
愛知県 愛知県 医療法人羊蹄会　ようていファミリークリ 北名古屋市熊之庄宮地97 0568-80-7124
愛知県 愛知県 医療法人済衆館　済衆館病院 北名古屋市鹿田西村前111番地 0568-21-0811
愛知県 愛知県 わかばファミリークリニック 西春日井郡豊山町大字豊場字高前 0568-29-3911
愛知県 愛知県 医療法人羊蹄会　ようてい健康増進クリ 北名古屋市西之保三町地３-１ 0568-23-3355
愛知県 愛知県 とよ山内科クリニック 西春日井郡豊山町青山東川46-2 0568-39-3800
愛知県 愛知県 公立陶生病院 瀬戸市西追分町160番地 0561-82-5101
愛知県 愛知県 おおわき内科クリニック 瀬戸市水南町163 0561-85-3331

愛知県 愛知県
独立行政法人労働者健康福祉機構　旭労
災病院

尾張旭市平子町北61 0561-54-3131

愛知県 愛知県 金山クリニック 日進市藤塚3丁目565番地 0561-72-7111

愛知県 愛知県 あいち肝胆膵ホスピタル
愛知郡東郷町大字春木字白土1丁目
217番地

052-809-3777

愛知県 愛知県 医療法人宏和会あさい病院 瀬戸市矢形町178-1 0561-84-3111
愛知県 愛知県 すずき内科クリニック 豊明市三崎町高鴨5-9 0562-93-1280
愛知県 愛知県 庄南内科 尾張旭市庄南町4-112-1 052-769-1230
愛知県 愛知県 医療法人いながきクリニック 尾張旭市根の鼻町1丁目2番地の9 0561-53-7277
愛知県 愛知県 一宮市立木曽川市民病院 一宮市木曽川町黒田字北野黒165番地 0586-86-2173
愛知県 愛知県 藤クリニック 一宮市木曽川町黒田一ノ通り25-1 0586-64-7556
愛知県 愛知県 総合大雄会病院 一宮市桜一丁目9番9号 0586-72-1211
愛知県 愛知県 医療法人泰玄会泰玄会病院 一宮市東五城字備前1番地の1 0586-61-2121
愛知県 愛知県 大雄会クリニック 一宮市大江一丁目3番2号 0586-72-1211
愛知県 愛知県 とみつかクリニック 一宮市富塚寸畑4 0586-53-3130
愛知県 愛知県 ともだクリニック 一宮市木曽川町黒田十一ノ通り77-1 0586-84-3777
愛知県 愛知県 内科・小児科・耳鼻咽喉科田中医院 一宮市桜2-2-1 0586-72-2719
愛知県 愛知県 一宮市立市民病院 一宮市文京2丁目2番22号 0586-71-1911
愛知県 愛知県 いそむらファミリークリニック 一宮市丹羽字古屋敷72番地1 0586-72-7111
愛知県 愛知県 森瀬内科 一宮市牛野通1丁目26番地 0586-72-2517
愛知県 愛知県 太田内科クリニック 一宮市北今字定納７－１ 0586-64-3223
愛知県 愛知県 稲沢市民病院 稲沢市長束町沼100番地 0587-32-2111

愛知県 愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚
生病院

稲沢市祖父江町本甲拾町野7番地 0587-97-2131

愛知県 愛知県 医療法人　荒尾内科・耳鼻咽喉科 稲沢市梅須賀町7丁目31番地 0587-34-3111
愛知県 愛知県 医療法人　かわむらクリニック 稲沢市大塚北6丁目50番地 0587-23-2222
愛知県 愛知県 医療法人　山下病院 一宮市中町1-3-5 0586-45-4511
愛知県 愛知県 社会医療法人　杏嶺会　一宮西病院 一宮市開明字平1番地 0586-48-0077
愛知県 愛知県 瀧消化器内科クリニック 一宮市神山1丁目4番2号 0586-47-7023
愛知県 愛知県 すぎやま内科クリニック 一宮市今伊勢町宮後字郷東36 0586-48-5000
愛知県 愛知県 春日井市民病院 春日井市鷹来町1丁目1番地1 0568-57-0057
愛知県 愛知県 医療法人社団喜峰会　東海記念病院 春日井市廻間町字大洞681番地47 0568-88-0568
愛知県 愛知県 医療法人雄志会　川瀬医院 春日井市若草通二丁目32番地 0568-31-2266
愛知県 愛知県 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院 春日井市高蔵寺町北2丁目52番地 0568-51-8711
愛知県 愛知県 内科眼科ゆたかクリニック 春日井市味美町3-69 0568-34-0303
愛知県 愛知県 そぶえ内科クリニック 春日井市穴橋町2-12-13 0568-87-3600
愛知県 愛知県 いとう内科クリニック 春日井市岩野町2丁目6番1 0568-82-2300
愛知県 愛知県 さとうクリニック 春日井市篠木町6-2456-1 0568-87-5252

愛知県 愛知県 医療法人裕心会　かちがわ山内クリニック
春日井市松新町1-3　ﾙﾈｯｻﾝｽｼﾃｨ勝川
1番街4F

0568-35-6066

愛知県 愛知県 小松原内科 春日井市坂下町5丁目1215－742 0568-38-3100
愛知県 愛知県 小牧市民病院 小牧市常普請一丁目20番地 0568-76-4131
愛知県 愛知県 くまい医院 春日井市妙慶町148の1 0568-31-7525
愛知県 愛知県 小牧第一病院 小牧市中央5丁目39番地 0568-77-1301
愛知県 愛知県 坂本ファミリークリニック 小牧市中央2丁目69 0568-77-8957
愛知県 愛知県 Ｋファミリークリニック 春日井市知多町3-8 0568-35-5001
愛知県 愛知県 吉田内科クリニック 犬山市松本町1-140 0568-62-9222

愛知県 愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生
病院

江南市高屋町大松原137番地 0587-51-3333

愛知県 愛知県 医療法人羊蹄会　ようてい中央クリニック 岩倉市曽野町郷前17番地 0587-66-5133
愛知県 愛知県 さくら総合病院 丹羽郡大口町新宮1-129 0587-95-6711
愛知県 愛知県 医療法人　山田外科内科 丹羽郡大口町竹田2丁目38番地 0587-96-6000
愛知県 愛知県 かめいクリニック 丹羽郡扶桑町柏森長畑460 0587-93-9041
愛知県 愛知県 高川クリニック 半田市更生町1-40 0569-21-5531
愛知県 愛知県 石川病院 知多郡武豊町ヒジリ田23番地 0569-72-2345
愛知県 愛知県 前田クリニック 知多郡東浦町大字藤江字山敷139-5 0562-84-6618

愛知県 愛知県 医療法人社団　藤樹会　藤沢医院
知多郡東浦町大字石浜字白山１番地の
１００

0562-83-8111

愛知県 愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生
病院

知多郡美浜町大字河和字西谷81番地
の6

0569-82-0395
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愛知県 愛知県 渡辺病院
知多郡美浜町大字野間字上川田45番
地の2

0569-87-2111

愛知県 愛知県 半田市立半田病院 半田市東洋町二丁目29番地 0569-22-9881
愛知県 愛知県 医療法人親理会　中町クリニック 半田市中町4丁目19番地の1 0569-22-1212
愛知県 愛知県 常滑市民病院 常滑市飛香台3丁目3番地の3 0569-35-3170
愛知県 愛知県 医療法人健鷹会 鷹津内科・小児科 常滑市錦町1-22-2 0569-34-6655
愛知県 愛知県 早川医院 東海市荒尾町外山72 052-603-9800
愛知県 愛知県 じんのクリニック 東海市荒尾町寿鎌98番地 052-603-3550
愛知県 愛知県 のばたクリニック 東海市養父町三丁目4番地 0562-32-1996
愛知県 愛知県 公立西知多総合病院 東海市中ノ池三丁目1番地の1 0562-33-5500

愛知県 愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生
病院

豊田市浄水町伊保原500-1 0565-43-5000

愛知県 愛知県 星山内科・消化器科医院 豊田市日之出町2丁目9-20 0565-34-3231
愛知県 愛知県 トヨタ記念病院 豊田市平和町1-1 0565-28-0100
愛知県 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　足助病 豊田市岩神町仲田20 0565-62-1211
愛知県 愛知県 豊田地域医療センター 豊田市西山町3-30-1 0565-34-3000
愛知県 愛知県 医療法人豊寿会　斉藤病院 豊田市四郷町森前166-1 0565-44-0033
愛知県 愛知県 久保田クリニック 豊田市柿本町6丁目21番地 0565-28-4657
愛知県 愛知県 ほしの内科クリニック 豊田市十塚町1-41-4 0565-36-0002
愛知県 愛知県 玄クリニック 岡崎市柱町東荒子219 0564-58-3080
愛知県 愛知県 医療法人十全会三嶋内科病院 岡崎市六供町字3丁目8番地2 0564-22-3232
愛知県 愛知県 中尾医院 岡崎市柱町字東荒子4番地96 0564-51-0018
愛知県 愛知県 内科・消化器科　ゆうクリニック 岡崎市六名南1丁目4-5 0564-58-5311
愛知県 愛知県 医療法人鉄友会　宇野病院 岡崎市中岡崎町1番地10 0564-24-2211
愛知県 愛知県 医療法人　小森内科クリニック 岡崎市竜美台1-3-20 0564-55-1514
愛知県 愛知県 岡崎市民病院 岡崎市高隆寺町五所合3番地1 0564-21-8111
愛知県 愛知県 金山医院 岡崎市野畑町字南郷中53 0564-51-9106
愛知県 愛知県 医療法人 ワシミ整形外科 岡崎市久後崎町キロ15の2 0564-52-8811
愛知県 愛知県 三ヶ根クリニック 額田郡幸田町大字深溝字権行寺11 0564-62-2055
愛知県 愛知県 西尾市民病院 西尾市熊味町上泡原6番地 0563-56-3171
愛知県 愛知県 医療法人田中会　西尾病院 西尾市和泉町22番地 0563-57-5138
愛知県 愛知県 医療法人社団福祉会　高須病院 西尾市一色町赤羽上郷中113番地1 0563-72-1701
愛知県 愛知県 すずきクリニック 西尾市矢曽根町赤地88 0563-64-3800
愛知県 愛知県 幡豆クリニック 西尾市東幡豆町彦田前33番地 0563-62-5588
愛知県 愛知県 医療法人従天会山中従天医館 碧南市東浦町2丁目85番地 0566-41-0707
愛知県 愛知県 碧南市民病院 碧南市平和町3丁目6番地 0566-48-5050
愛知県 愛知県 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 刈谷市住吉町5丁目15番地 0566-21-2450

愛知県 愛知県 かりや駅やまかわ内科
刈谷市南桜町１丁目58番地レオン南桜
町１階

0566-62-5300

愛知県 愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更
生病院

安城市安城町東広畔28 0566-75-2111

愛知県 愛知県 社会医療法人財団新和会　八千代病院 安城市住吉町2丁目2番7号 0566-97-8111
愛知県 愛知県 内科消化器科市川クリニック 安城市横山町八左185-1 0566-74-8031

愛知県 愛知県
医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院高浜
分院

高浜市稗田町3-2-11 0566-52-5522

愛知県 愛知県 みよし市民病院 みよし市三好町八和田山15 0561-33-3300
愛知県 愛知県 ひこぼし内科クリニック 安城市小川町金政129-5 0566-73-3377
愛知県 愛知県 医療法人近藤医院 安城市高棚町大道53-2 0566-92-6850
愛知県 愛知県 二本木クリニック 安城市二本木町切替60-2 0566-79-0085
愛知県 愛知県 新城市民病院 新城市字北畑32-1 0536-22-2171
愛知県 愛知県 豊橋市民病院 豊橋市青竹町字八間西50番地 0532-33-6111
愛知県 愛知県 成田記念病院 豊橋市羽根井本町134番地 0532-31-2167
愛知県 愛知県 医療法人光生会病院 豊橋市吾妻町137番地 0532-61-3166
愛知県 愛知県 鈴木・三竹医院 豊橋市八通町50-2 0532-31-3939
愛知県 愛知県 堀田内科 豊橋市富士見台3-15-2 0532-23-5387
愛知県 愛知県 医療法人　木下内科 豊橋市東脇2丁目13-10 0532-31-1121
愛知県 愛知県 大舘内科胃腸科 豊橋市花田一番町102 0532-32-8123
愛知県 愛知県 山本内科 豊橋市東田町字西郷69の2 0532-55-0025
愛知県 愛知県 白井メディカルクリニック 豊橋市春日町二丁目13番1 0532-63-3836
愛知県 愛知県 つつじが丘クリニック 豊橋市佐藤一丁目14-25 0532-66-2103
愛知県 愛知県 医療法人駿豊会　遠山クリニック 豊橋市大橋通１丁目８９番地 0532-55-3181
愛知県 愛知県 豊川市民病院 豊川市八幡町野路２３番地 0533-86-1111
愛知県 愛知県 医療法人ピープル田中内科医院 豊川市八幡町鐘鋳場100番 0533-89-4600
愛知県 愛知県 星野内科・消化器科クリニック 豊川市本野町北貝津27 0533-82-3262
愛知県 愛知県 大橋医院 豊川市東桜木町88 0533-86-2354
愛知県 愛知県 総合青山病院 豊川市小坂井町道地100番地1 0533-73-3777
愛知県 愛知県 八木内科・消化器科 蒲郡市竹谷町宮前10-1 0533-66-3215
愛知県 愛知県 蒲郡市民病院 蒲郡市平田町向田1番地1 0533-66-2200
愛知県 愛知県 医療法人北辰会　蒲郡厚生館病院 蒲郡市栄町11-3 0533-69-3251
愛知県 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病 田原市神戸町赤石1-1 0531-22-2131
愛知県 愛知県 医療法人　富永医院 田原市豊島町前田133-2 0531-23-1316
愛知県 愛知県 いたづ内科クリニック 豊川市野口町若宮１６－１ 0533-80-3355
愛知県 愛知県 野本医院 豊川市萩山町3丁目6-2 0533-86-4037

三重県 三重県
地方独立行政法人　桑名市総合医療セン
ター　桑名東医療センター

桑名市寿町３丁目１１番地 0594-22-1211
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三重県 三重県
地方独立行政法人　桑名市総合医療セン
ター　桑名西医療センター

桑名市大字北別所４１６番地１ 0594-22-7111

三重県 三重県
地方独立行政法人　三重県立総合医療セ
ンター

四日市市大字日永５４５０番地１３２ 059-345-2321

三重県 三重県 地域医療支援病院　市立四日市病院 四日市市芝田２丁目２－３７ 059-354-1111

三重県 三重県
独立行政法人　地域医療機能推進機構
四日市羽津医療センター

四日市市羽津山町１０番８号 059-331-2000

三重県 三重県
三重県厚生農業協同組合連合会
鈴鹿中央総合病院

鈴鹿市安塚町山之花１２７５－５３ 059-382-1311

三重県 三重県 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院 鈴鹿市国府町１１２番地１ 059-375-1212

三重県 三重県
三重県厚生農業協同組合連合会
いなべ総合病院

いなべ市北勢町阿下喜７７１ 0594-72-2000

三重県 三重県
独立行政法人　国立病院機構
三重中央医療センター

津市久居明神町２１５８番地５ 059-259-1211

三重県 三重県 伊賀市立上野総合市民病院 伊賀市四十九町８３１ 0595-24-1111
三重県 三重県 名張市立病院 名張市百合が丘西１番町１７８番地 0595-61-1100

三重県 三重県
社会福祉法人　恩賜財団　済生会松阪総
合病院

松阪市朝日町１区１５番地６ 0598-51-2626

三重県 三重県
三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央
総合病院

松阪市川井町字小望１０２ 0598-21-5252

三重県 三重県 松阪市民病院 松阪市殿町１５５０番地 0598-23-1515
三重県 三重県 市立伊勢総合病院 伊勢市楠部町３０３８番地 0596-23-5111
三重県 三重県 日本赤十字社　伊勢赤十字病院 伊勢市船江町１丁目４７１－２ 0596-28-2171
三重県 三重県 三重県立志摩病院 志摩市阿児町鵜方１２５７番地 0599-43-0501
三重県 三重県 尾鷲総合病院 尾鷲市上野町５番２５号 0597-22-3111
三重県 三重県 紀南病院組合立　紀南病院 南牟婁郡御浜町阿田和４７５０ 05979-2-1333
滋賀県 滋賀県 市立大津市民病院 大津市本宮２丁目９－９ 077-522-4607

滋賀県 滋賀県
独立行政法人 地域医療機能推進機構滋
賀病院

大津市富士見台１６－１ 077-537-3101

滋賀県 滋賀県 滋賀県立成人病センター 守山市守山５丁目４－３０ 077-582-5031
滋賀県 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 栗東市大橋２丁目４－１ 077-552-1221
滋賀県 滋賀県 公立甲賀病院 甲賀市水口町松尾１２５６ 0748-62-0234
滋賀県 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市土田町１３７９ 0748-33-3151
滋賀県 滋賀県 東近江市立能登川病院 東近江市猪子町１９１ 0748-42-1333
滋賀県 滋賀県 彦根市立病院 彦根市八坂町１８８２ 0749-22-6050
滋賀県 滋賀県 市立長浜病院 長浜市大戌亥町３１３ 0749-68-2300
滋賀県 滋賀県 長浜赤十字病院 長浜市宮前町１４－７ 0749-63-2111
滋賀県 滋賀県 高島市民病院 高島市勝野１６６７ 0740-36-0220
京都府 京都府 医）康生会北山武田病院 京都市北区上賀茂岩ケ垣内町99番地 075-721-1612
京都府 京都府 京都鞍馬口医療センター 京都市北区小山下総町27 075-441-6101
京都府 京都府 京都警察病院 京都市北区小山北上総町14 075-491-8559
京都府 京都府 医）明生会賀茂病院 京都市北区紫竹東栗栖町43 075-493-3330
京都府 京都府 陶山医院 京都市北区小山上初音町48番地 075-492-3482
京都府 京都府 ヒキタ内科クリニック 京都市北区大宮東小野堀町47 075-491-0050
京都府 京都府 出口内科医院 京都市北区紫野下鳥田町25の4 075-495-6616

京都府 京都府 たけだ医院
京都市北区紫竹下ノ岸町２１－１
メゾンエスポワールハツダ１Ｆ

075-494-3230

京都府 京都府 医）坂本医院 京都市北区平野八丁柳町66番地9 075-462-4640
京都府 京都府 医）裕泰会足立医院 京都市北区等持院南町19番地の3 075-463-1808
京都府 京都府 冨田病院 京都市北区小山下内河原町56番地 075-491-3241
京都府 京都府 医）伊吹医院 京都市北区紫竹西高縄町95 075-492-5732

京都府 京都府 粉川内科医院
京都市北区小山中溝町15-11 ランデブ
リー紫明1F

075-451-7323

京都府 京都府 京都府立医科大学附属病院
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 京都府 京都第二赤十字病院
京都市上京区 釜座通り丸太町上る春
帯町

075-231-5171

京都府 京都府 室町病院
京都市上京区室町通上立売下る
裏築地町88番地

075-441-5859

京都府 京都府 西陣病院
京都市上京区五辻通六軒町西入溝前
町

075-461-8800

京都府 京都府 太田内科クリニック
京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥
井町
２６３シリウス星の子１Ｆ

075-432-0033

京都府 京都府 医）西陣健康会ｸﾘﾆｯｸほりかわ
京都市上京区堀川通今出川上る
北舟橋町845

075-441-8185

京都府 京都府 岩井医院
京都市上京区出町通今出川上る
青龍町２４５－１

075-746-3803

京都府 京都府 岡嶋内科医院
京都市上京区千本通下立売下ル
小山町903－6

075-841-5628

京都府 京都府 上田内科医院
京都市上京区小川通元誓願寺下る靭
屋町499

075-441-2508

京都府 京都府 進藤クリニック
京都市上京区丹波屋町３４９－１
サンタロービル１Ｆ

075-417-4555
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京都府 京都府 すぎはら医院
京都市上京区今出川通
千本西入南上善寺町１７０－３

075-461-3003

京都府 京都府 京都大学医学部附属病院 京都市左京区聖護院川原町54 075-751-3111
京都府 京都府 日本バプテスト病院 京都市左京区北白川山ノ元町47 075-781-5191
京都府 京都府 社）信和会京都民医連第二中央病院 京都市左京区田中飛鳥井町89 075-701-6111
京都府 京都府 医）中島医院 京都市左京区田中関田町1番地4 075-723-1833
京都府 京都府 三浦診療所 京都市左京区下鴨本町12-4 075-781-2528
京都府 京都府 医）藤田医院 京都市左京区一乗寺塚本町46-2 075-711-0911
京都府 京都府 坂口循環器科内科医院 京都市左京区下鴨北園町108番地の4 075-722-2336
京都府 京都府 出木谷医院 京都市左京区岡崎北御所町11-1 075-761-3841
京都府 京都府 あおき消化器内科クリニック 京都市左京区修学院大林町6-14 075-744-6005
京都府 京都府 京都下鴨病院 京都市左京区下鴨東森ケ前町１７ 075-781-1158
京都府 京都府 京都民医連中央病院 京都市中京区西ノ京春日町16番地の1 075-822-2777
京都府 京都府 京都市立病院 京都市中京区壬生東高田町1-2 075-311-5311

京都府 京都府 京都逓信病院
京都市中京区六角通新町西入西六角
町109

075-241-7168

京都府 京都府 洛和会丸太町病院 京都市中京区聚楽廻松下町９番７ 075-801-0351
京都府 京都府 金井塚医院 京都市中京区西ノ京中保町18 075-463-8888
京都府 京都府 野見山医院 京都市中京区西ノ京永本町2 075-812-0290

京都府 京都府 今井内科胃腸科医院
京都市中京区両替町通丸太町下る西
方寺町161

075-231-2698

京都府 京都府 森島医院 京都市中京区西ノ京小倉町4 075-811-4073

京都府 京都府 内科消化器科岩野医院
京都市中京区手洗水町652 烏丸ハイメ
ディックコート3F

075-254-3775

京都府 京都府 医）坂部医院 京都市中京区山本町435 075-231-1624

京都府 京都府 小笠原医院
京都市中京区御幸町通押小路下ル亀
屋町394番地

075-221-5460

京都府 京都府 にしかわ内科医院 京都市中京区壬生高樋町45-5 075-841-0028

京都府 京都府 青木クリニック
京都市中京区御射山町260番地ロイヤ
ルプラザビル1階Ｃ室

075-257-4711

京都府 京都府 医）康生会柳馬場武田クリニック
京都市中京区井筒屋町407 シティーハ
ウス407 1F

075-213-2216

京都府 京都府 （財）中央診療所
京都市中京区三条通高倉東入桝屋町
58番地･56番地

075-211-4502

京都府 京都府 医）うえだ医院 京都市中京区聚楽廻り東町15 075-803-3301

京都府 京都府 高岡胃腸医院
京都市中京区六角通寺町西入八百屋
町114

075-221-4210

京都府 京都府 京都民医連太子道診療所 京都市中京区西ノ京小堀池町18番地の 075-822-2660

京都府 京都府 医療法人医音会友愛診療所
京都市中京区西堀川通三条上る姉西
堀川町511

075-813-3135

京都府 京都府 みぶ村上クリニック 京都市中京区壬生森町29－3 075-813-5550
京都府 京都府 ゆん診療所 京都市中京区西ノ京円町１１－５ 075-466-5308
京都府 京都府 京都第一赤十字病院 京都市東山区本町15丁目749番地 075-561-1121

京都府 京都府 原田病院
京都市東山区七条通大和大路西入西
之門町546番地2

075-551-5668

京都府 京都府 医）久野病院 京都市東山区本町22丁目500番地 075-541-3136
京都府 京都府 長村医院 京都市東山区今熊野池田町57-5 075-561-2043

京都府 京都府 三条おかざきクリニック
京都市東山区三条通大橋東入２丁目下
ル巽町４４２－９

075-746-4137

京都府 京都府 社）愛生会山科病院 京都市山科区竹鼻四丁野町19番地の4 075-594-2323
京都府 京都府 医）恵仁会なぎ辻病院 京都市山科区椥辻東漬５番地の１ 075-591-1131
京都府 京都府 洛和会音羽病院 京都市山科区音羽珍事町2番地 075-593-4111
京都府 京都府 今井内科診療所 京都市山科区四ノ宮南河原町3 075-502-1159
京都府 京都府 高須町塚診療所 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29-2 075-595-5510
京都府 京都府 澤内科医院 京都市山科区西野大手先町8番地5 075-582-0297
京都府 京都府 福田医院 京都市山科区東野八代1-14 075-592-0575
京都府 京都府 医）辻医院 京都市山科区東野南井ﾉ上町12-8 075-582-8880
京都府 京都府 医）片岡医院 京都市山科区御陵四丁野町６５番地の 075-581-0024
京都府 京都府 医）杉本医院 京都市山科区音羽乙出町2-11 075-595-0070

京都府 京都府 医）瀬戸内科医院
京都市山科区厨子奧若林町60-1松本
ビル1-A

075-501-0995

京都府 京都府 医）医幸会辻際医院 京都市山科区大宅五反畑町3番地の3 075-581-4181
京都府 京都府 医）貴正会村上内科医院 京都市山科区四ノ宮垣ノ内町1 075-501-2551
京都府 京都府 医）森医院 京都市山科区西野山射庭ノ上町１１６ 075-594-7191
京都府 京都府 まなべ内科クリニック 京都市山科区来栖野打越町３３ 075-606-1577
京都府 京都府 やだ消化器内視鏡クリニック 京都市山科区竹鼻竹ノ会堂町33-1 075-582-0080
京都府 京都府 京都回生病院 京都市下京区中堂寺庄ノ内町8番地の1 075-311-5121

京都府 京都府 医）康生会武田病院
京都市下京区塩小路通西洞院東入東
塩小路町841-5

075-361-1351

京都府 京都府 木津屋橋武田病院 京都市下京区油小路町293 075-343-1766
京都府 京都府 医）健康会京都南病院 京都市下京区西七条南中野町8 075-312-7361
京都府 京都府 医）佐々木医院 京都市下京区室町通五条下る大黒町 075-351-2880

京都府 京都府 和田クリニック
京都市下京区塩小路通東洞院東入明
石屋ビル2Ｆ

075-341-0025

京都府 京都府 医）三宝会小笠原クリニック 京都市下京区中堂寺南町108 075-326-2211


