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新潟県 新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通１番町７５４ 025-223-6161

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　村上総合病院 村上市田端町２－１７ 0254-53-2141

新潟県 新潟県立新発田病院 新発田市本町１－２－８ 0254-22-3121

新潟県 新潟逓信病院 新潟市中央区八千代２－２－８ 025-244-6034

新潟県 新潟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　済生会新潟第二病院 新潟市西区寺地２８０－７ 025-233-6669

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　豊栄病院 新潟市北区石動１－１１－１ 025-386-2311

新潟県 医療法人新潟臨港保健会　新潟臨港病院 新潟市東区桃山町１－１１４－３ 025-274-5331

新潟県 医療法人恒仁会　新潟南病院 新潟市中央区女池神明１－７－１ 025-284-2511

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　新潟医療センター 新潟市西区小針３－２７－１１ 025-232-0111

新潟県 医療法人新潟勤労者医療協会　下越病院 新潟市秋葉区中沢町１－２３ 0250-22-4711

新潟県 医療法人愛仁会　亀田第一病院 新潟市江南区西町２－５－２２ 025-382-3111

新潟県 医療法人社団健進会　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 新潟医療生活協同組合　木戸病院 新潟市東区上木戸５－２－１ 025-273-2151

新潟県 白根保健生活協同組合　白根健生病院 新潟市南区上下諏訪木７７０－１ 025-372-2191

新潟県 社会福祉法人新潟市社会事業協会　信楽園病院 新潟市西区新通南３－３－１１ 025-260-8200

新潟県 日本歯科大学医科病院 新潟市中央区浜浦町１－８ 025-267-1500

新潟県 医療法人社団真仁会　南部郷総合病院 五泉市村松１４０４－１ 0250-58-6118

新潟県 新潟県立吉田病院 燕市吉田大保町３２－１４ 0256-92-5111

新潟県 独立行政法人労働者健康福祉機構　燕労災病院 燕市佐渡６３３ 0256-64-5111

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　三条総合病院 三条市塚野目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番１８号 0256-33-1551

新潟県 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院 長岡市神田町３－２－１１ 0258-33-3111

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　長岡中央綜合病院 長岡市川崎町２０４１ 0258-35-3700

新潟県 長岡赤十字病院 長岡市千秋２－２９７－１ 0258-28-3600

新潟県 財団法人　小千谷総合病院 小千谷市本町１－１３－３３ 0258-83-3600

新潟県 新潟県立小出病院 魚沼市日渡新田３４ 025-792-2111

新潟県 新潟県立六日町病院 南魚沼市六日町６３６－２ 025-772-7111

新潟県 新潟県立十日町病院 十日町市高山３２－９ 025-757-5566

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　刈羽郡総合病院 柏崎市北半田２－１１－３ 0257-23-2165

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　上越総合病院 上越市大道福田１４８－１ 025-524-3000

新潟県 新潟県立中央病院 上越市新南町２０５ 025-522-7711

新潟県 独立行政法人労働者健康福祉機構　新潟労災病院 上越市東雲町１－７－１２ 025-543-3123

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　糸魚川総合病院 糸魚川市大字竹ケ花４５７－１ 025-552-0280

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　佐渡総合病院 佐渡市千種１１３－１ 0259-63-6324
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富山 あさひ総合病院 朝日町泊４７７ 0765-83-1160
富山 黒部市民病院 黒部市三日市１１０８―１ 0765-54-2211
富山 富山労災病院 魚津市六郎丸９９２ 0765-22-1280
富山 かみいち総合病院 上市町法音寺５１ 076-472-1212
富山 厚生連滑川病院 滑川市常盤町１１９ 076-475-1000
富山 富山県立中央病院 富山市西長江２－２－７８ 076-424-1531
富山 富山市民病院 富山市今泉北部町２－１ 076-422-1112
富山 富山大学附属病院 富山市杉谷２６３０ 076-434-2281
富山 富山赤十字病院 富山市牛島本町２－１－５８ 076-433-2222
富山 済生会富山病院 富山市楠木３３－１ 076-437-1111
富山 八尾総合病院 富山市八尾町福島７－４２ 076-454-5000
富山 高岡市民病院 高岡市宝町４－１ 0766-23-0204
富山 済生会高岡病院 高岡市二塚３８７－１ 0766-21-0570
富山 社会保険高岡病院 高岡市伏木古府元町８－５ 0766-44-1181
富山 厚生連高岡病院 高岡市永楽町５－１０ 0766-21-3930
富山 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市幸町３１－９ 0766-74-1900
富山 真生会富山病院 射水市下若８９－１０ 0766-52-2156
富山 市立砺波総合病院 砺波市新富町１－６１ 0763-32-3320
富山 南砺市民病院 南砺市井波９３８ 0763-82-1475
富山 公立南砺中央病院 南砺市梅野２００７－５ 0763-53-0001

肝疾患に関する専門医療機関一覧　（平成２３年４月１日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号
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 医療法人社団愛康会 加登病 小松市土居原町27  0761-22-0751

石川県
医療法人社団和楽仁 芳珠記
念病院

能美市緑が丘11-71  0761-51-5551

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1-1  076-262-4161

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

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
国家公務員共済組合連合会
北陸病院

金沢市泉が丘2-13-43  076-243-1191

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  076-252-2101

石川県 金沢社会保険病院 金沢市沖町ハ15  076-252-2200

石川県
社団法人石川勤労者医療協
会　城北病院

金沢市京町20番3号  076-251-6111

石川県 公立松任石川中央病院 白山市倉光3-8  076-275-2222
石川県 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1  076-272-1250
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
社会医療法人財団董仙会 恵
寿総合病院

七尾市富岡町94  0767-52-3211

石川県 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎24  0767-22-1220
石川県 市立輪島病院 輪島市山岸町は1-1  0768-22-2222
石川県 公立宇出津総合病院 鳳珠郡能登町宇出津タ97  0768-62-1311
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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 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 福井県立病院 福井市四ツ井２丁目８－１ 0776-54-5151
福井県 医療法人厚生会　福井厚生病院 福井市下六条２０１ 0776-41-3377
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 福井大学医学部付属病院 永平寺町松岡下合月２３－３ 0776-61-3111
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 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 村井内科医院 福井市若杉２丁目１５０５ 0776-36-0021
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 医療法人　藤田医院 あわら市中番１２－１ 0776-78-7133
福井県 福井社会保険病院 勝山市長山町２丁目６－２１ 0779-88-0350
福井県 医療法人　笠原病院 越前市塚町２１４ 0778-23-1155
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 医療法人　橘医院 越前町織田１０１－２０ 0778-36-0015
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 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
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山梨県 市立甲府病院 甲府市増坪町366 055-244-1111
山梨県 社会保険山梨病院 甲府市朝日三丁目8-31 055-252-8831
山梨県 財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 山梨市落合860 0553-23-1311
山梨県 国民健康保険富士吉田市立病院 富士吉田市上吉田6530 0555-22-4111
山梨県 地方独立行政法人山梨県立中央病院 甲府市富士見一丁目1-1 055-253-7111
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長野県 厚生連　佐久総合病院 佐久市臼田197 0267-82-3131

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 髙柳クリニック 佐久市野沢236-1 0267-63-1201

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 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
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 国保依田窪病院 小県郡長和町古町2857 0268-68-2036

長野県 沖山医院 上田市長瀬2826-1 0268-42-3451

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 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 市立岡谷病院 岡谷市本町四丁目１１番３３号 0266-23-8000

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 昭和伊南総合病院 駒ヶ根市赤穂3230 0265-82-2121

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 町立辰野総合病院 上伊那郡辰野町大字伊那富3351 0266-41-0238

長野県 飯田市立病院 飯田市八幡町438 0265-21-1255

長野県 健和会病院 飯田市鼎中平1936 0265-23-3116

長野県 かやの木診療所 飯田市中村76-1 0265-25-8112

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 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
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
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

松本市芳川村井町1209 0263-58-4567

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 宜保消化器科内科クリニック 松本市芳川村井町237 0263-57-6060

長野県 中野内科消化器科医院 松本市芳川村井町1157-3 0263-59-7011

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 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 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
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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 折井クリニック 松本市白板1-3-7 0263-32-0305

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 厚生連　安曇総合病院 北安曇郡池田町大字池田3207-1 0261-62-3166

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 ＮＴＴ東日本長野病院 長野市三輪1-2-43 026-225-3960

長野県 長野市民病院 長野市富竹1333-1 026-295-1199

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 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 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 高須医院 長野市篠ノ井塩崎6667-2 026-292-1451

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 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 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
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 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 飯山赤十字病院 飯山市大字飯山226-1 0269-62-4195
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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 岐阜市民病院 岐阜市鹿島町７丁目１番地 058-251-1101

岐阜県 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 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 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 羽島市民病院 羽島市新生町３丁目２４６番地 058-393-0111

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 岐阜県立下呂温泉病院 下呂市幸田１１６２番地 0576-25-2820

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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都道府県名 施設名 所在地 電話番号

静岡県 公益社団法人地域医療振興協会　市立伊東市民病院 伊東市鎌田222 0557-37-2626

静岡県 医療法人社団熱海所記念病院 熱海市昭和町20－20 0557-82-3000

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 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762－1 055-975-2000

静岡県 沼津市立病院 沼津市東椎路字春ノ木550 055-924-5100

静岡県 三島社会保険病院 三島市谷田字藤久保２２７６ 055-975-5019

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 055-948-3111

静岡県 富士宮市立病院 富士宮市錦町3－1 0544-27-3151

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 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 静岡市立静岡病院 静岡市葵区追手町10-93 054-253-3125

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 静岡赤十字病院 静岡市葵区追手町8－2 054-254-4311

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 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 社会保険　桜ヶ丘総合病院 静岡市清水区桜ヶ丘町13－23 054-353-5311

静岡県 市立島田市民病院 島田市野田1200－5 0547-35-1601

静岡県 焼津市立総合病院 焼津市道原1000 054-623-3111

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 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655 054-628-5500

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 掛川市立総合病院 掛川市杉谷南1－1－1 0537-24-6211

静岡県 袋井市立袋井市民病院 袋井市久能2515－1 0538-43-2511

静岡県 菊川市立総合病院 菊川市東横地1632 0537-36-5585

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 浜松市東区半田山1－20－1 053-435-2476

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 浜松赤十字病院 浜松市浜北区小林1088－1 053-401-1140

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1－12－12 053-474-2223

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 053-439-1300
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都道府県名 施設名 所在地 電話番号

愛知県
名古屋市立東部医療センター東市民
病院

名古屋市千種区若水一丁目2番23号 052-721-7171

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 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 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 近藤医院 名古屋市東区出来町1-10-27 052-935-3010

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 名古屋市立西部医療センター 名古屋市北区平手町１－1－１ 052-991-8121
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 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 医療法人愛生会　総合上飯田第一病
院

名古屋市北区上飯田北町2-70 052-991-3111

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 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 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 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 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 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
名古屋市立西部医療センター城西病
院

名古屋市中村区北畑町4丁目1番地 052-461-7111

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 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 医療法人珪山会　鵜飼病院 名古屋市中村区賑町26番地 052-461-3131
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 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 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
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
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 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 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 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 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 はやし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

052-955-8840

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 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 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 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 黒川醫院 名古屋市瑞穂区東栄町8丁目5番地 052-851-1648
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 小山医院 名古屋市熱田区内田町304 052-671-2010

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 三菱名古屋病院 名古屋市熱田区外土居町7番8号 052-671-5161
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 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 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 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 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 名古屋共立クリニック 名古屋市中川区法華1丁目190 052-353-9119
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
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 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
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愛知県 社会保険中京病院 名古屋市南区三条一丁目1番10号 052-691-7151
愛知県 社会医療法人宏潤会　大同病院 名古屋市南区白水町9番地 052-611-6261
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 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 名古屋市立東部医療センター守山市
民病院

名古屋市守山区守山二丁目18番22号 052-791-2121

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 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 松坂クリニック 名古屋市守山区松坂町250番地 052-796-1500
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 さそうクリニック 名古屋市緑区有松町有松往還南217-1 052-621-0340
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 総合病院南生協病院 名古屋市緑区大高町平子36 052-625-0373
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 医療法人桂名会 木村病院 名古屋市名東区西山本通1-29 052-701-1118
愛知県 医療法人香徳会　メイトウホスピタル 名古屋市名東区上社3丁目1911番地 052-701-7000
愛知県 大屋内科 名古屋市名東区陸前町2511 052-703-1855

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
独立行政法人国立病院機構　東名古
屋病院

名古屋市名東区梅森坂5丁目101番地 052-801-1151

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 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 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 坪内医院 津島市江東町1丁目56-1 0567-28-6300
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

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 小笠原クリニック 弥富市鍋平2-6 0567-56-5533
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 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
医療法人羊蹄会　ようていファミリーク
リニック

北名古屋市熊之庄宮地97 0568-80-7124

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 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神戸 0568-29-3911
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 おおわき内科クリニック 瀬戸市水南町163 0561-85-3331

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 金山クリニック 日進市藤塚3丁目565番地 0561-72-7111

愛知県 あいち肝胆膵消化器クリニック
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 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 総合大雄会病院 一宮市桜一丁目9番9号 0586-72-1211
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 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 とみつかクリニック 一宮市富塚寸畑4 0586-53-3130
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 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 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 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 森瀬内科 一宮市牛野通1丁目26番地 0586-72-2517
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 稲沢市民病院 稲沢市御供所町1番1号 0587-32-2111

愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会　尾
西病院

稲沢市祖父江町本甲拾町野7番地 0587-97-2131

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 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 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 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 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
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2丁目28番地1 0568-51-8711

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 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 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 さとうクリニック 春日井市篠木町6-2456-1 0568-87-5252

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 小松原内科 春日井市坂下町5丁目1215－742 0568-38-3100
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 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 0587-51-3300

愛知県 医療法人羊蹄会　ようてい中央クリニッ 岩倉市曽野町郷前17番地 0587-66-5133
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 高川クリニック 半田市更生町1-40 0569-21-5531
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 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

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 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 常滑市民病院 常滑市鯉江本町4-5 0569-35-3170
愛知県 早川医院 東海市荒尾町外山72 052-603-9800
愛知県 じんのクリニック 東海市荒尾町寿鎌17番地 052-603-3550
愛知県 知多市民病院 知多市新知字永井2-1 0562-55-1155

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 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 トヨタ記念病院 豊田市平和町1-1 0565-28-0100

愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会　足
助病院

豊田市岩神町仲田20 0565-62-1211

愛知県 財団法人　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
医療法人豊田山之手会　豊田山之手
クリニック

豊田市丸山町8丁目25番地 0565-27-6581

愛知県 玄クリニック 岡崎市柱町東荒子219 0564-58-3080
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 中尾医院 岡崎市柱町字東荒子4番地96 0564-51-0018
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 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 中部岡崎病院 岡崎市稲熊町2丁目83番地 0564-23-8511
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 碧南市民病院 碧南市平和町3丁目6番地 0566-48-5050
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 社会医療法人財団新和会　八千代病 安城市住吉町2丁目2番7号 0566-97-8111
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 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 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 新城市民病院 新城市字北畑32-1 0536-22-2171
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 成田記念病院 豊橋市白河町78 0532-31-2167
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 鈴木・三竹医院 豊橋市八通町50-2 0532-31-3939
愛知県 堀田内科 豊橋市富士見台3-15-2 0532-23-5387
愛知県 医療法人義興会　可知病院 豊橋市南大清水町字富士見456番地 0532-26-1101
愛知県 医療法人　浅井内科 豊橋市佐藤2丁目3-11 0532-64-3100
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 大舘内科胃腸科 豊橋市花田一番町102 0532-32-8123
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 賀茂クリニック 豊橋市賀茂町字宗末48 0532-87-0888
愛知県 医療法人青雲会　佐野病院 豊橋市松葉町3-10 0532-52-3906
愛知県 豊川市民病院 豊川市光明町1丁目19番地 0533-78-2561
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 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 大橋医院 豊川市東桜木町88 0533-86-2354



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 八木内科・消化器科 蒲郡市竹谷町宮前10-1 0533-66-3215
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
愛知県厚生農業協同組合連合会　渥
美病院

田原市神戸町赤石1-1 0531-22-2131

愛知県 医療法人　富永医院 田原市豊島町前田133-2 0531-23-1316



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

三重県 医療法人　山本総合病院 桑名市寿町３丁目１１番地 0594-22-1211

三重県 桑名市民病院 桑名市大字北別所４３５番地 0594-22-7111

三重県 三重県立総合医療センター 四日市市大字日永５４５０番の１３２ 059-345-2321

三重県 市立四日市病院 四日市市芝田２丁目２－３７ 059-354-1111

三重県 四日市社会保険病院 四日市市羽津山町１０番８号 059-331-2000

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 鈴鹿回生病院 鈴鹿市国府町１１２番地１ 059-375-1212

三重県
三重県厚生農業協同組合連合会
　 厚生連いなべ総合病院

いなべ市北勢町阿下喜７７１ 0594-72-2000

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 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 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
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番地の６ 0598-51-2626

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 松阪市民病院 松阪市殿町１５５０番地 0598-23-1515

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
日本赤十字社
　 山田赤十字病院

伊勢市御薗町高向８１０番地 0596-28-2171

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 尾鷲総合病院 尾鷲市上野町５番２５号 0597-22-3111

三重県 紀南病院組合立　紀南病院 南牟婁郡御浜町大字阿田和４７５０ 05979-2-1333

肝疾患に関する専門医療機関一覧　（平成２３年４月１日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

滋賀県 大津市民病院 大津市本宮２丁目９－９ 077-522-4607
滋賀県 社会保険滋賀病院 大津市富士見台１６－１ 077-537-3101
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 済生会滋賀県病院 栗東市大橋２丁目４－１ 077-552-1221
滋賀県 公立甲賀病院 甲賀市水口町鹿深３－３９ 0748-62-0234
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 東近江市立能登川病院 東近江市猪子町１９１ 0748-42-1333
滋賀県 彦根市立病院 彦根市八坂町１８８２ 0749-22-6050
滋賀県 市立長浜病院 長浜市大戌亥町３１３ 0749-68-2300
滋賀県 長浜赤十字病院 長浜市宮前町１４－７ 0749-63-2111
滋賀県 公立高島総合病院 高島市勝野１６６７ 0740-36-0220

肝疾患に関する専門医療機関一覧　（平成２３年４月１日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

京都府 医）康生会城北病院 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町99 075-721-1612
京都府 社会保険京都病院 京都市北区小山下総町27 075-441-6101
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 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 陶山医院 京都市北区小山上初音町48 075-492-3482
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 出口内科医院 京都市北区紫野下鳥田町25-4 075-495-6616
京都府 たけだ医院 京都市北区紫竹下ノ岸町21-1ﾒｿﾞﾝｴｽﾎﾟﾜｰﾙﾊﾂﾀﾞ 075-494-3230
京都府 医）坂本医院 京都市北区平野八丁柳町66-9 075-462-4640
京都府 医）伊吹医院 北区紫竹西高縄町95 075-492-5732
京都府 京都第二赤十字病院 京都市上京区春帯町355-5 075-231-5171
京都府 室町病院 京都市上京区室町通上立売下る 075-441-5859
京都府 西陣病院 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町1035 075-461-8800
京都府 太田内科クリニック 京都市上京区飛鳥井町263 075-432-0033
京都府 医）西陣健康会ｸﾘﾆｯｸほりかわ 京都市上京区北舟橋町845 075-441-818 5
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 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 医）中島医院 京都市左京区田中関田町1-4 075-723-1833
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 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 京都民医連中央病院 京都市中京区西ノ京春日町16-1 075-822-2777
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 京都逓信病院 京都市中京区六角町108 075-241-7168
京都府 かないつか医院 京都市中京区西ノ京中保町18 075-463-8888
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 松本医院 京都市中京区聚楽廻松下町11-4 075-803-1606
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 075-231-2698
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 内科消化器科岩野医院 京都市中京区中魚屋町508 075-254-3775
京都府 医）坂部医院 京都市中京区御幸町通二条下る 075-231-1624
京都府 小笠原医院 京都市中京区押小路通寺町西入亀屋町394 075-221-5460
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 青木クリニック 京都市中京区六角通東洞院東入ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F 075-257-4711
京都府 医）康生会柳馬場武田クリニック 京都市中京区柳馬場六角下ル井筒屋町430-1 075-213-2216
京都府 （財）中央診療所 京都市中京区高倉通三条下る桝屋町58-56 075-211-4502
京都府 京都第一赤十字病院 京都市東山区本町15749 075-561-1121
京都府 医）康生会東山武田病院 京都市東山区妙法院前側町447-1 075-561-6121
京都府 原田病院 京都市東山区西之門町546-2 075-551-5668
京都府 医）久野病院 京都市東山区本町22丁目500 075-541-3136
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 京都市三条診療所 京都市東山区巽町450 075-531-1189
京都府 社）愛生会山科病院 京都市山科区竹鼻四丁野町19-4 075-594-2323
京都府 医）恵仁会なぎ辻病院 京都市山科区椥辻東潰5-1 075-591-1131
京都府 洛和会音羽病院 京都市山科区音羽珍事町2 075-593-4111
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 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 澤内科医院 京都市山科区西野大手先町8-5 075-582-0297
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 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 医）片岡医院 京都市山科区御陵四丁野町65-2 075-581-0024
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 医）瀬戸内科医院 京都市山科区厨子奥町若林町60-1　松本ビル1-A 075-501-0995
京都府 医）医幸会辻際医院 京都市山科区大宅五反畑町3－3 075-581-4181
京都府 京都回生病院 京都市下京区中堂寺庄ノ内町8-1 075-311-5121
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る 075-361-1351
京都府 木津屋橋武田病院 京都市下京区油小路通下魚棚下る 075-343-1766
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 医）佐々木医院 京都市下京区鍵屋町室町東入大黒町215 075-351-2880

肝疾患に関する専門医療機関一覧　（平成２３年４月１日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

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　明石屋ﾋﾞﾙ２Ｆ075-341-0025
京都府 ＮＴＴ西日本京都病院 京都市南区西九条南田町1 075-672-7500
京都府 医）医道会十条ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 京都市南区吉祥院八反田町32 075-671-2351
京都府 京都九条病院 京都市南区唐橋羅城門町10 075-691-7121
京都府 医）中村友愛診療所 京都市南区東九条河西町23ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵｴﾇｽﾞ1F 075-691-6910
京都府 大築山診療所 京都市南区久世大薮町196-1 075-922-6206
京都府 西京病院 京都市右京区西院北矢掛町39-1 075-313-0721
京都府 医）寿光会竹腰医院 京都市右京区御室芝橋町6-19 075-461-6288
京都府 にしかわクリニック 京都市右京区西京極東池田町1-2 075-315-5815
京都府 うずまさ診療所 京都市右京区太秦堀ヶ内町 075-863-6152
京都府 医）岡田医院 京都市右京区嵯峨中又町25 075-861-0582
京都府 医）國枝医院 京都市右京区西院東貝川町14 075-314-7531
京都府 医）たけだ診療所 京都市右京区西京極北大入町65ﾋﾞﾙ 075-321-1117
京都府 景山医院 京都市右京区西院西今田町9-5 075-323-6680
京都府 勝馬内科医院 京都市右京区西院平町25 075-326-2741
京都府 西大丸診療所 京都市右京区西京極西大丸町29 075-311-5992
京都府 社）京都桂病院 京都市西京区山田平尾町17 075-391-5811
京都府 西京都病院 京都市西京区御陵溝浦町24 075-381-5166
京都府 洛西ニュータウン病院 京都市西京区大枝東新林町3-6 075-332-0123
京都府 林樫原診療所 京都市西京区川島調子町84 075-381-2226
京都府 医）今井内科医院 京都市西京区上桂森上町19 075-381-8691
京都府 中安外科 京都市西京区大原野西竹の里町1-16 075-332-6880
京都府 医）ナカガワ内科医院 京都市西京区大原野西境谷町3丁目4 075-332-7702
京都府 三菱京都病院 京都市西京区桂御所町1 075-381-2111
京都府 三好医院 京都市西京区嵐山上海道町65 075-872-0961
京都府 医）医仁会武田総合病院 京都市伏見区石田森南町28-1 075-572-6331
京都府 稲荷山病院 京都市伏見区深草正覚町27 075-541-3371
京都府 金井病院 京都市伏見区淀木津町612-12 075-631-1215
京都府 独）国立病院機構京都医療センター 京都市伏見区深草向畑町1-1 075-641-9161
京都府 辻クリニック 京都市伏見区深草直違橋9丁目184-2 075-641-3073
京都府 医）医幸会辻際醍醐診療所 京都市伏見区醍醐新町裏町1-19 075-571-0344
京都府 西医院 京都市伏見区深草稲荷御前町90 075-641-6251
京都府 若林内科胃腸科医院 京都市伏見区京町南8丁目101-5 075-622-1313
京都府 沖医院 京都市伏見区桃山町根来2-3 075-621-1136
京都府 北住医院 京都市伏見区向島本丸町20ﾉｱｰｽﾞｱｰｸ観月橋1F 075-612-5217
京都府 医）弘田医院 京都市伏見区深草フチ町14-2 075-641-1730
京都府 西川医院 京都市伏見区桃山町中島町25 075-605-1011
京都府 藤井内科医院 京都市伏見区深草柴田屋敷町3-17 075-643-2300
京都府 まつむら医院 京都市伏見区深草西浦町7-74 075-647-3500
京都府 半田医院 京都市伏見区深草池ノ内町3-57 075-641-0178
京都府 医）北村医院 伏見区深草西伊達町88-41 075-644-0070
京都府 第二京都回生病院 向日市物集女町中海道92-12 075-934-6881
京都府 角水医院 向日市鶏冠井町沢ノ西16-13 075-921-7461
京都府 堀医院 向日市寺戸町渋川3-23 075-921-3850
京都府 医）千春会千春会病院 長岡京市開田2丁目14-26 075-954-2175
京都府 済生会京都府病院 長岡京市今里南平尾18 075-955-0111
京都府 宇治病院 宇治市五ヶ庄芝ノ東54-2 0774-32-6000
京都府 宇治徳洲会病院 宇治市小倉町春日森86 0774-20-1111
京都府 宇治武田病院 宇治市宇治里尻36-26 0774-25-2500
京都府 医）和松会六地蔵総合病院 宇治市六地蔵奈良町9 0774-33-1717
京都府 医）第二岡本総合病院 宇治市神明石塚54-14 0774-44-4511
京都府 医）かどさか内科クリニック 宇治市平尾台4丁目3-2 0774-31-1077
京都府 上田診療所 宇治市菟道平町17 0774-22-7586
京都府 独）国立病院機構南京都病院 城陽市中芦原11 0774-52-0065
京都府 京都きづ川病院 城陽市平川西六反26-1 0774-54-1111
京都府 堀士内科医院 城陽市富野乾垣内80 0774-52-1423
京都府 ほうゆう病院 城陽市寺田垣内後43-4 0774-53-8100
京都府 医）右橋医院 八幡市男山竹園2-1 075-981-0282
京都府 美杉会男山病院 八幡市男山泉19 075-983-0001
京都府 医）医聖会京都八幡病院 八幡市川口別所61 075-971-2001
京都府 医）石鎚会田辺中央病院 京田辺市田辺中央6丁目1-6 0774-63-1111
京都府 内藤クリニック 京田辺市山手東1丁目2-2東ﾛｰｽﾞﾒﾃﾞｲｶﾙﾋﾞﾙ1F 0774-62-1120
京都府 公立山城病院 木津川市木津池田74-1 0774-72-0235
京都府 あさの内科クリニック 木津川市木津川台7丁目1-3 0774-73-5888



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

京都府 医）松森内科医院 木津川市木津川原田27-3 0774-73-0669
京都府 山口医院 木津川市加茂町北船屋24 0774-76-0505
京都府 岡田医院 木津川市山城町綺田神ノ木86 0774-86-3036
京都府 精華町国民健康保険病院 相楽郡精華町祝園砂子田7 0774-94-2076
京都府 亀岡市立病院 京都府亀岡市篠町野田1-1 0771-25-7313
京都府 亀岡シミズ病院 京都府亀岡市篠町広田1丁目32-15 0771-23-0013
京都府 十倉佳史胃腸内科クリニック 亀岡市つつじヶ丘大葉台2丁目28-2 0771-23-5001
京都府 綾部市立病院 綾部市青野町大塚20-1 0773-43-0123
京都府 京都協立病院 綾部市高津町三反田1 0773-42-0440
京都府 はた医院 綾部市広小路2丁目12-1 0773-43-2998
京都府 澤田医院 舞鶴市浜260 0773-62-1399
京都府 医）鳥井医院 舞鶴市倉谷1675 0773-75-3111
京都府 福知山市民病院 福知山市厚中町231 0773-22-2101
京都府 福井内科医院 福知山市上篠尾９３０－４ 0773-25-3300
京都府 医）医誠会京都ルネス病院 福知山市末広町1-38 0773-22-3550
京都府 いなば内科クリニック 福知山市駅南町1丁目278 0773-24-5136
京都府 宮津武田病院 宮津市鶴賀2059-1 0772-22-2157
京都府 （財）丹後中央病院 京丹後市峰山町杉谷158-1 0772-62-0791
京都府 京都府立与謝の海病院 与謝郡与謝野町町男山481 0772-46-3371
京都府 医）仁壽会いわさく診療所 与謝郡与謝野町四辻759 0772-42-3018



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

大阪府 健康保険組合連合会　大阪中央病院 大阪市北区梅田3丁目3-30 06-4795-5505
大阪府 石上クリニック 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル2611号 06-6131-4506
大阪府 財団法人　住友病院 大阪市北区中之島5-3-20 06-6443-1261
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2-10-39 06-6372-0333
大阪府 財団法人田附興風会医学研究所　北野病院 大阪市北区扇町2-4-20 06-6312-1221
大阪府 大阪北逓信病院 大阪市北区中崎1-1-6 06-6361-8850
大阪府 加納総合病院 大阪市北区天神橋7-5-15 06-6351-5381
大阪府 株式会社互恵会　大阪回生病院 大阪市淀川区宮原1-6-10 06-6393-6234
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2-7-17 06-6395-6101
大阪府 東淀川病院 大阪市淀川区三国本町3-18-3 06-6394-0551
大阪府 おばやしクリニック 大阪市淀川区三国本町3-37-35-305 06-6399-2201
大阪府 秀壮会クリニック 大阪市淀川区塚本2-19-12 06-6302-1138
大阪府 医療法人　和田内科 大阪市淀川区塚本4-3-3 06-6301-6007
大阪府 大阪市立十三市民病院 大阪市淀川区野中北2-12-27 06-6150-8000
大阪府 医療法人医誠会　医誠会病院 大阪市東淀川区菅原6-2-25 06-6326-1121
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 大阪市東淀川区淡路2-9-26 06-6322-2250
大阪府 医療法人明生会　明生病院 大阪市都島区東野田町2丁目４－８ 06-6353-3121
大阪府 大阪市立総合医療センター 大阪市都島区都島本通2-13-22 06-6929-1221
大阪府 向井医院 大阪市旭区森小路1-3-28 06-6954-2617
大阪府 医療法人清翠会　牧病院 大阪市旭区新森7-10-28 06-6953-0120
大阪府 社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会野江病院 大阪市城東区今福東2-2-33 06-6932-0401
大阪府 医療法人社団有隣会　東大阪病院 大阪市城東区中央1-7-22 06-6939-1121
大阪府 医療法人医誠会　城東中央病院 大阪市城東区鴫野西5-13-47 06-6962-0015
大阪府 医療法人　公道会病院 大阪市東成区大今里南5-5-23 06-6976-3081
大阪府 医療法人野中会　東成病院 大阪市東成区大今里西2-7-17 06-6981-2508
大阪府 医療法人　あさい内科 大阪市東成区東小橋3-14-31 06-6978-0110
大阪府 地方独立行政法人大阪府病院機構　大阪府立成人病センター 大阪市東成区中道1-3-3 06-6972-1181
大阪府 生活協同組合ヘルスコープおおさか　コープおおさか病院 大阪市鶴見区鶴見3-6-22 06-6914-1100
大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 大阪市中央区法円坂2-1-14 06-6942-1331
大阪府 国家公務員共済組合連合会　大手前病院 大阪市中央区大手前1-5-34 06-6941-0484
大阪府 医療法人英和会　センタークリニック 大阪市中央区徳井町1-2-11 英和ビル1階2階3階 06-6945-0789
大阪府 医療法人　中村医院 大阪市天王寺区玉造元町４－３ 06-6766-1223
大阪府 医療法人早石会　早石病院 大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-12 06-6771-1227
大阪府 大阪警察病院 大阪市天王寺区北山町10-31 06-6771-6051
大阪府 医療法人　竹中消化器科外科クリニック 大阪市天王寺区国分町5-7 06-6772-2970
大阪府 社会福祉法人四天王寺福祉事業団　四天王寺病院 大阪市天王寺区大道1-4-41 06-6779-1401
大阪府 片岸医院 大阪市天王寺区南河堀町9-41 06-6771-6356
大阪府 大阪赤十字病院 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30 06-6774-5111
大阪府 西日本電信電話株式会社　大阪病院 大阪市天王寺区烏ケ辻2-6-40 06-6773-7111
大阪府 医療法人育和会　育和会記念病院 大阪市生野区巽北3-20-29 06-6758-8000
大阪府 医療法人同友会　共和病院 大阪市生野区勝山南4-16-10 06-6718-2221
大阪府 医療法人恵登久会　越川病院 大阪市阿倍野区昭和町4-9-1 06-6628-8501
大阪府 医療法人　河診療所 大阪市阿倍野区昭和町5-11-13 06-6629-6161
大阪府 さわクリニック 大阪市阿倍野区阪南町4-2-29ネオス１Ｆ 06-4399-3811
大阪府 仲島クリニック 大阪市阿倍野区旭町2-1-1-133 06-6645-6030
大阪府 武田内科クリニック 大阪市阿倍野区松崎町2-9-5 セレスタ阿倍野松崎103号 06-6480-9501
大阪府 西日本旅客鉄道株式会社　大阪鉄道病院 大阪市阿倍野区松崎町1-2-22 06-6628-2221
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 06-6645-3897
大阪府 医療法人玄竜会　南條病院 大阪市東住吉区湯里2-16-3 06-6703-4535
大阪府 医療法人橘会　東住吉森本病院 大阪市東住吉区鷹合3-2-66 06-6606-0010
大阪府 森本内科クリニック 大阪市東住吉区矢田1丁目19-20 06-6698-4184
大阪府 医療法人　森医院 大阪市東住吉区西今川3-7-11 06-6702-7034
大阪府 浅井内科医院 大阪市東住吉区駒川5-13-9 06-6697-7880
大阪府 医療法人梨花会　山梨病院 大阪市西区京町堀3-9-12 06-6448-3031
大阪府 財団法人日本生命済生会附属日生病院 大阪市西区立売堀6-3-8 06-6543-3581
大阪府 いとう消化器クリニック 大阪市西区南堀江1-24-1 06-6535-1633
大阪府 医療法人寿楽会　大野記念病院 大阪市西区南堀江1-26-10 06-6531-1815
大阪府 大阪掖済会病院 大阪市西区本田2-1-10 06-6581-2881
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大阪府 医療法人佐々木会 佐々木内科クリニック 大阪市西区九条南2-2-21 NTT西ビル１Ｆ 06-6585-2373
大阪府 医療法人彰療会　大正病院 大阪市大正区三軒家東5-5-16 06-6552-0621
大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 大阪市大正区北村3-4-5 06-6552-0091
大阪府 大阪船員保険病院 大阪市港区築港1-8-30 06-6572-5721
大阪府 関西電力株式会社　関西電力病院 大阪市福島区福島2-1-7 06-6458-5821
大阪府 大阪厚生年金病院 大阪市福島区福島4-2-78 06-6441-5451
大阪府 医療法人愛仁会　千船病院 大阪市西淀川区佃2-2-45 06-6471-9541
大阪府 医療法人春秋会　西大阪病院 大阪市西淀川区柏里1-14-13 06-6475-0001
大阪府 わかこうかいクリニック 大阪市浪速区日本橋4-7-17 06-6632-0358
大阪府 医療法人徹仁会　木田内科消化器科クリニック 大阪市浪速区難波中2-10-70パークスタワー８階 06-6649-2777
大阪府 医療法人弘仁会　まちだ胃腸病院 大阪市西成区山王1-1-15 06-6649-1251
大阪府 医療法人靖英会　玉井クリニック 大阪市西成区太子2-3-11 06-6641-1933
大阪府 社会福祉法人　大阪社会医療センター附属病院 大阪市西成区萩之茶屋1-3-44 06-6649-0321
大阪府 医療法人ダイワ会　大和中央病院 大阪市西成区長橋1-2-7 06-6632-6181
大阪府 医療法人　溝口医院 大阪市西成区南津守7-5-7 06-6656-5269
大阪府 医療法人山紀会　山本第三病院 大阪市西成区南津守4-5-20 06-6658-6611
大阪府 医療法人慈心会　あびこ病院 大阪市住吉区我孫子3-3-20 ０６－６６９１－１１５５

大阪府 杉本診療所 大阪市住吉区山之内3-2-27 06-6691-0981
大阪府 医療法人　メディコンフォート　中西クリニック 大阪市住吉区清水丘1-25-12 06-6671-5000
大阪府 医療法人錦秀会　阪和住吉総合病院 大阪市住吉区南住吉3-2-9 06-6692-1001
大阪府 地方独立行政法人大阪府病院機構　大阪府立急性期・総合医療センター 大阪市住吉区万代東3-1-56 06-6692-1201
大阪府 医療法人恵仁会　小野内科医院 大阪市住之江区粉浜1-24-19 06-6771-1939
大阪府 大阪市立住吉市民病院 大阪市住之江区東加賀屋1-2-16 06-6681-1000
大阪府 社会医療法人　景岳会　南大阪病院 大阪市住之江区東加賀屋1-18-18 06-6685-0221
大阪府 医療法人　平野内科クリニック 大阪市住之江区御崎1-3-13　ギャレ住之江１階 06-6685-0897
大阪府 医療法人東和会　第一東和病院 高槻市宮野町2-17 072-671-1008
大阪府 高槻赤十字病院 高槻市阿武野1-1-1 072-696-0571
大阪府 医療法人祐生会　みどりヶ丘病院 高槻市真上町3-13-1 072-681-5717
大阪府 医療法人進愛会　深井病院 高槻市芥川町2-3-5 072-681-5533
大阪府 社会医療法人愛仁会　高槻病院 高槻市古曽部町1丁目３－１３ 072-681-3801
大阪府 医療法人仙養会　北摂総合病院 高槻市北柳川町6-24 072-696-2121
大阪府 大阪医科大学附属病院 高槻市大学町2-7 072-683-1221
大阪府 つゆぐちクリニック 東大阪市足代新町3-16 06-6781-2788
大阪府 東大阪生協病院 東大阪市長瀬町1-7-7 06-6727-3131
大阪府 東大阪市立総合病院 東大阪市西岩田3-4-5 06-6781-5101
大阪府 医療法人英和会　新石切クリニック 東大阪市西石切町1-9-23新石切センタービル 072-981-1111
大阪府 若草第一病院 東大阪市若草町1-6 072-988-1409
大阪府 医療法人清恵会　清恵会病院 堺市堺区向陵中町4-2-10 072-251-8199
大阪府 市立堺病院 堺市堺区南安井町1-1-1 072-221-1700
大阪府 近畿大学医学部堺病院 堺市南区原山台2-7-1 072-299-1120
大阪府 医療法人辰美会　臼井内科・消化器科クリニック 堺市堺区大仙西町6-157-1 072-245-2058
大阪府 医療法人慈友会　堺山口病院 堺市堺区東湊町6-383 072-241-3945
大阪府 耳原総合病院 堺市堺区協和町4-465 072-241-0501
大阪府 独立行政法人労働者健康福祉機構　大阪労災病院 堺市北区長曽根町1179-3 072-252-3561
大阪府 特別・特定医療法人　仁悠会　吉川病院 堺市北区東三国ヶ丘町4-1-25 072-259-0100
大阪府 しんたに内科クリニック 堺市東区日置荘原寺町190-9ミアカーサ萩原天神101 072-288-3691
大阪府 医療法人　ペガサス馬場記念病院 堺市浜西区寺船尾町東4-244 072-265-5558
大阪府 医療法人エビデンス　西原医院 堺市西区平岡町273 072-271-1701
大阪府 医療法人達瑛会　鳳胃腸病院 堺市西区上653-9 072-273-2821
大阪府 南堺病院 堺市中区大野芝町２９２ ０７２－２３６－３６３６

大阪府 医療法人生長会　ベルランド総合病院 堺市中区東山500-3 072-234-2001
大阪府 和歌山ろうさい病院 和歌山市木ノ本93-1 073-451-3181
大阪府 市立池田病院 池田市城南3-1-18 072-751-2881
大阪府 箕面市立病院 箕面市萱野5-7-1 072-728-2001
大阪府 加地内科クリニック 豊中市上野東3-8-24 06-6840-3952
大阪府 市立豊中病院 豊中市柴原町4-14-1 06-6843-0101
大阪府 医療法人善正会　上田病院 豊中市庄内幸町4-28-12 06-6334-0831
大阪府 医療法人助成会　岸本医院 豊中市服部南町3-10-34 06-6862-1325
大阪府 つしま内科クリニック 豊中市東寺内町3-20 06-6337-6000
大阪府 医療法人協和会　協和会病院 吹田市岸部北1-24-1 06-6339-3455
大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 吹田市川園町1-2 06-6382-1521
大阪府 市立吹田市民病院 吹田市片山町2-13-20 06-6387-3311
大阪府 ぬのでクリニック 吹田市山田西4-2-70 06-6816-1016
大阪府 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院 吹田市津雲台1-1-6 06-6871-0121
大阪府 大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘2-15→２－２ 06-6879-3621



大阪府 財団法人大阪府警察協会　北大阪警察病院 茨木市室山1-2-2 072-643-6921
大阪府 大阪府済生会茨木病院 茨木市見付山2-1-45 072-622-8651
大阪府 医療法人弘星会　中川医院 枚方市星丘3-16-15 072-849-3057
大阪府 特定医療法人友隣会　協立病院 枚方市伊加賀東2-21 072-844-5181
大阪府 国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院 枚方市藤阪東1-2-1 072-858-8233
大阪府 市立枚方市民病院 枚方市禁野本町2-14-1 072-847-2821
大阪府 永松医院 枚方市招提元町2-1-21 072-855-0117
大阪府 関西医科大学附属枚方病院 枚方市新町2-3-1 072-804-0101
大阪府 守口生野記念病院 守口市佐太中町6-17-33 06-6906-1100
大阪府 医療法人彩樹　守口敬任会病院 守口市八雲東町2-47-12 06-6906-9000
大阪府 関西医科大学付属滝井病院 守口市文園町10-15 06-6992-1001
大阪府 松下記念病院 守口市外島町5-55 06-6992-1231
大阪府 阪本蒼生会　蒼生病院 門真市北島288 072-885-1711
大阪府 医療法人孟仁会　摂南総合病院 門真市柳町1-10 06-6909-0300
大阪府 医療法人藤井会　大東中央病院 大東市大野2-1-11 072-870-0200
大阪府 社会医療法人信愛会　畷生会脳神経外科病院 四條畷市中野本町28-1 072-877-6639
大阪府 医療法人　多々内科クリニック 交野市森南1-9-5　ラ・コンコルド１階 072-895-2250
大阪府 医療法人医真会　八尾総合病院 八尾市沼1-41 072-948-2500
大阪府 八尾市立病院 八尾市龍華１-３-１ 072-922-0881
大阪府 医療法人徳州会　八尾徳洲会総合病院 八尾市若草町１-17 072-993-8501
大阪府 藤沢内科クリニック 八尾市山本町2-4-19 072-923-0860
大阪府 市立柏原病院 柏原市法善寺1-7-9 072-972-0885
大阪府 市立藤井寺市民病院 藤井寺市道明寺2-7-3 072-939-7031
大阪府 医療法人　西村クリニック 藤井寺市岡1-5-35　スリーエエイトビル２階 072-952-8460
大阪府 社会医療法人阪南医療福祉センター　阪南中央病院 松原市南新町3-3-28 072-333-2100
大阪府 医療法人医仁会　藤本病院 羽曳野市誉田3-15-27 072-958-5566
大阪府 医療法人宝生会　PL病院 富田林市大字新堂2204 0721-24-3100
大阪府 医療法人樫本会　樫本病院 大阪狭山市東茱萸木4-1151 072-366-1818
大阪府 近畿大学医学部附属病院 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター 河内長野市木戸東町2-1 0721-53-5761
大阪府 和泉市立病院 和泉市府中町4-10-10 ０７２５－４１－１３３１

大阪府 医療法人生長会　府中病院 和泉市肥子町1-10-17 0725-43-1234
大阪府 泉大津市立病院 泉大津市下条町16-1 0725-32-5622
大阪府 かやのき内科医院 泉大津市上之町6-23 0725-22-0378
大阪府 市立岸和田市民病院 岸和田市額原町1001 072-445-1000
大阪府 医療法人大植会 葛城病院 岸和田市真上町250-1 072-428-5141
大阪府 市立貝塚病院 貝塚市堀3丁目10-20 072-422-5865
大阪府 しんめん内科クリニック 泉南市信達市場222-1 072-480-1160
大阪府 医療法人　野上病院 泉南市樽井1-2-5 072-484-0007
大阪府 中井内科医院 泉南市岡田5-30-3 072-483-2011
大阪府 特定医療法人三和会　永山病院 熊取町大久保東1-1-10 072-453-1122



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

兵庫県 甲南病院 神戸市東灘区 鴨子ヶ原1-5-16 078-851-2161
兵庫県 神戸大学医学部附属病院 神戸市中央区 楠町７丁目５番２号 078-382-5111
兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 神戸市中央区 港島中町４－６ 078-302-4321
兵庫県 神戸労災病院 神戸市中央区 籠池通４－１－２３ 078-231-5901
兵庫県 川崎病院 神戸市兵庫区 東山町３－３－１ 078-511-3131
兵庫県 社会保険神戸中央病院 神戸市北区 惣山町２－１－１ 078-594-2211
兵庫県 神戸朝日病院 神戸市長田区 房王寺町３－５－２５ 078-612-5151
兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院 神戸市長田区 一番町２－４ 078-576-5251
兵庫県 西神戸医療センター 神戸市西区 糀台５－７－１ 078-997-2200
兵庫県 関西労災病院 尼崎市 稲葉荘３－１－６９ 06-6416-1221
兵庫県 県立尼崎病院 尼崎市 東大物町１－１－１ 06-6482-1521
兵庫県 県立塚口病院 尼崎市 南塚口町６－８－１７ 06-6429-5321
兵庫県 兵庫医科大学病院 西宮市 武庫川町１－１ 0798-45-6111
兵庫県 県立西宮病院 西宮市 六湛寺町１３－９ 0798-34-5151
兵庫県 明和病院 西宮市 上鳴尾町４－３１ 0798-47-1767
兵庫県 西宮市立中央病院 西宮市 林田町８－２４ 0798-64-1515
兵庫県 笹生病院 西宮市 弓場町５－３７ 0798-22-3535
兵庫県 市立芦屋病院 芦屋市 朝日ヶ丘町３９－１ 0797-31-2156
兵庫県 市立伊丹病院 伊丹市 昆陽池１－１００ 072-777-3773
兵庫県 近畿中央病院 伊丹市 車塚３－１ 072-781-3712
兵庫県 宝塚市立病院 宝塚市 小浜４－５－１ 0797-87-1161
兵庫県 県立がんセンター 明石市 北王子町１３－７０ 078-929-1151
兵庫県 県立加古川医療センター 加古川市 神野町神野２０３番地 079-497-7000
兵庫県 加東市民病院 加東市 家原85 0795-42-5511
兵庫県 姫路赤十字病院 姫路市 下手野１－１２－１ 079-294-2251
兵庫県 綱島会厚生病院 姫路市 御立西４－１－２５ 079-292-1109
兵庫県 赤穂市民病院 赤穂市 中広１０９０ 0791-43-3222
兵庫県 公立豊岡病院 豊岡市 戸牧１０９４番地 0796-22-6111
兵庫県 兵庫医科大学ささやま医療センター 篠山市 黒岡５ 079-552-1181
兵庫県 県立淡路病院 洲本市 下加茂１－６－６ 0799-22-1200

肝疾患に関する専門医療機関一覧　（平成２３年４月１日現在）



都道府県名 施設名 所在地 電話番号

奈良県 県立奈良病院 奈良市平松1-30-1 0742-46-6001
奈良県 市立奈良病院 奈良市東紀寺町1-50-1 0742-24-1251
奈良県 済生会奈良病院 奈良市八条4-643 0742-36-1881
奈良県 高の原中央病院 奈良市右京1-3-3 0742-71-1030
奈良県 奈良西部病院 奈良市三碓町2143-1 0742-51-8700
奈良県 西奈良中央病院 奈良市百楽園5-2-6 0742-43-3333
奈良県 鍜治田クリニック 奈良市北登美ヶ丘3-12-15 0742-52-3001
奈良県 酒井内科医院 奈良市南京終町1-193-5 0742-63-0701
奈良県 竹谷内科医院 奈良市富雄元町2-1-19奥川ビル２Ｆ 0742-45-2011
奈良県 みやぎわ内科クリニック 奈良市押熊町1141 0742-43-5508
奈良県 やまね内科クリニック 奈良市西大寺小坊町5-1 0742-53-7716
奈良県 よねだ内科クリニック 奈良市学園大和町6-1542-382 0742-48-7310
奈良県 大倭病院 奈良市大倭町5-5 0742-48-1515
奈良県 奈良社会保険病院 大和郡山市朝日町1-62 0743-53-1111
奈良県 近畿大学医学部奈良病院 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880
奈良県 倉病院 生駒市本町1-7 0743-73-4888
奈良県 白庭病院 生駒市白庭台6-10-1 0743-70-0022
奈良県 宇山内科クリニック 生駒市東生駒2-207-120 0743-84-7149
奈良県 はしもとクリニック 生駒郡平群町三里384-1 0745-45-6003
奈良県 県立三室病院 生駒郡三郷町三室1丁目14-16 0745-32-0505
奈良県 かないずみ胃腸科・内科 生駒郡三郷町東信貴ヶ丘1-8-26 0745-32-3739
奈良県 美松ヶ丘クリニック 生駒郡三郷町美松ヶ丘東1-1-4 0745-73-0707
奈良県 奈良友紘会病院 北葛城郡上牧町服部台5-2-1 0745-78-3588
奈良県 服部記念病院 北葛城郡上牧町上牧4244 0745-77-1333
奈良県 池田医院 北葛城郡王寺町畠田4-17-22 0745-72-2614
奈良県 天理よろづ相談所病院 天理市三島町200 0743-63-5611
奈良県 国保中央病院 磯城郡田原本町宮古404-1 0744-32-8800
奈良県 高井病院 天理市蔵之庄町461-2 0743-65-0372
奈良県 高宮病院 天理市柳本町1102 0743-67-1605
奈良県 寺西医院 天理市東井戸堂町426-6 0743-62-6655
奈良県 山の辺病院 桜井市草川60 0744-45-1199
奈良県 菊川内科医院 桜井市桜井875 0744-46-2112
奈良県 のぞみ診療所 桜井市忍阪39-1 0744-43-3338
奈良県 宇陀市立病院 宇陀市榛原区萩原815 0745-82-0381
奈良県 小嶌内科小児科 磯城郡田原本町三笠17-8 0744-33-0933
奈良県 奈良県立医大附属病院 橿原市四条町840 0744-22-3051
奈良県 大和高田市立病院 大和高田市礒野北町1-1 0745-53-2901
奈良県 済生会御所病院 御所市三室20 0745-62-3585
奈良県 平成記念病院 橿原市四条町827 0744-29-3300
奈良県 おおすみ内科医院 橿原市石原田町160-6 0744-20-1108
奈良県 宮本医院 橿原市葛本町364-1 0744-25-2881
奈良県 中井記念病院 大和高田市根成柿151-1 0745-21-1100
奈良県 香芝旭ヶ丘病院 香芝市上中839 0745-77-8101
奈良県 旭ヶ丘クリニック 香芝市旭ヶ丘5-36-1 0745-71-5600
奈良県 県立五條病院 五條市野原西5-2-59 0747-22-1112
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都道府県名 施設名 所在地 電話番号

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

和歌山県 済生会和歌山病院 和歌山市十二番丁45 073-424-5185
和歌山県 医療法人橋本病院 和歌山市堀止南ノ丁4-31 073-426-3388
和歌山県 医療法人曙会和歌浦中央病院 和歌山市塩屋6-2-70 073-444-1600

和歌山県
独立行政法人労働者健康福祉機構和
歌山労災病院

和歌山市木ノ本93-1 073-451-3181

和歌山県 医療法人福慈会福外科病院 和歌山市和歌浦東3-5-31 073-445-3101
和歌山県 医療法人進正会寺下病院 和歌山市和歌町22 073-436-5522
和歌山県 医療法人愛晋会中江病院 和歌山市船所30-1 073-451-0222
和歌山県 海南市民病院 海南市日方1272-3 073-482-4521
和歌山県 公立那賀病院 紀の川市打田1282 0736-77-2019
和歌山県 医療法人共栄会名手病院 紀の川市名手市場294-1 0736-75-5252
和歌山県 橋本市民病院 橋本市小峰台2-8-1 0736-37-1200
和歌山県 医療法人博寿会山本病院 橋本市東家6-7-26 0736-32-8899
和歌山県 医療法人南労会紀和病院 橋本市岸上18-1 0736-33-5000
和歌山県 済生会有田病院 湯浅町吉川52-6 0737-63-5561
和歌山県 国保日高総合病院 御坊市薗116-2 0738-22-1111
和歌山県 社会医療法人黎明会北出病院 御坊市湯川町財部728-4 0738-22-2188
和歌山県 白浜はまゆう病院 白浜町1447 0739-43-6200
和歌山県 宮本医院 那智勝浦町天満283 0735-52-0010
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都道府県名 施設名 所在地 電話番号

鳥取県 烏取赤十字病院 烏取市尚徳町117 0857-24-8111
鳥取県 医療法人まつだ内科医院 鳥取市叶284-1 0857-38-4777
鳥取県 烏取県立中央病院 鳥取県鳥取市江津730 0857-26-2271
鳥取県 烏取生協病院 鳥取市末広温泉町458 0857-24-7251
鳥取県 鳥取市立病院 鳥取市的場1-1 0857-37-1522
鳥取県 烏取県立厚生病院 倉吉市東昭和町150 0858-22-8181
鳥取県 岡山大学病院三朝医療センター 東伯郡三朝町山田827 0858-43-1211
鳥取県 社団法人鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 東伯郡三朝町山田690 0858-43-1321
鳥取県 独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院 米子市皆生新田1-8-1 0859-33-8181
鳥取県 独立行政法人国立病院機構米子医療センター 米子市車尾4丁目17番1号 0859-33-7111
鳥取県 医療法人同愛会博愛病院 米子市両三柳1880番地 0859-29-1100
鳥取県 南部町国民健康保険西伯病院 西伯郡南部町倭397番地 0859-66-2211
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都道府県名 施設名 所在地 電話番号
島根県 松江赤十字病院 松江市母衣町200 0852-24-2111
島根県 松江市立病院 松江市乃白町32-1 0852-60-8000
島根県 松江記念病院 松江市上乃木町３丁目4-1 0852-27-8111
島根県 日立記念病院 安来市安来町1278-5 0854-22-2180
島根県 あさひまちクリニック 松江市朝日町476-7　２F 0852-61-3006
島根県 ふれあい診療所 健診センター 松江市西津田7丁目14-21 0852-22-0843
島根県 ほしの内科・胃腸科クリニック 松江市西津田5-21-15 0852-20-1333
島根県 雲南市立病院 雲南市大東町飯田96-1 0854-43-2390
島根県 加 藤 医 院 奥出雲町三成358-6 0854-54-1011
島根県 はまもと内科クリニック 雲南市大東町大東1012-5 0854-43-9174
島根県 島根大学医学部附属病院 出雲市塩冶町89-1 0853-23-2111
島根県 島根県立中央病院 出雲市姫原四丁目1-1 0853-22-5111
島根県 出雲市立総合医療センター 出雲市灘分町613 0853-63-5111
島根県 武波内科医院 出雲市湖陵町差海60-4 0853-43-3700
島根県 大田市立病院 大田市大田町吉永1428-3 0854-82-0330

島根県
独立行政法人国立病院機構
　　　　　　浜田医療センター

浜田市浅井町777-12 0855-25-0505

島根県
社会福祉法人恩賜財団
　島根県済生会江津総合病院

江津市江津町1016-37 0855-54-0101

島根県 丸山内科クリニック 浜田市相生町3921 0855-22-1115

島根県
社団法人 益田医師会立
益田地域医療センター医師会病院

益田市遠田町1917-2 0856-22-3611

島根県 益田赤十字病院 益田市乙吉町ｲ103-1 0856-22-1480

島根県
社会医療法人 石州会
　　　　　　六日市病院

吉賀町六日市368-4 0856-77-1581

島根県
医療法人 好生堂
　　　　　　和 﨑 医 院

津和野町後田ロ405 0856-72-0025

島根県 松浦内科胃腸科 吉賀町六日市795 0856-77-0111
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