
Acrobat 9 または Adobe Reader 9 以降でこの PDF
ポートフォリオを開いてこれまでにない便利さを体験してください。

Adobe Reader を今すぐダウンロード！

http://www.adobe.com/go/reader_download_jp
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TOP 診療科目と所在地 医療機関名称 現在診療中を探す 休日当番医情報 利用規約


医療機関基本検索


診療科目と所在地


医療機関名称


現在診療中を探す


休日当番医情報


急な症状や困った時


こどもの病気


妊娠・お産


外傷


頭、胸、お腹の強い痛み


特別な外傷、やけど


往診（２４時間対応）


往診（上記以外）


救急医療体制


いろいろな条件で探す


助産所一覧


指定疾患・治療内容に対応して


いる医療機関を探す


色々な条件で医療機関を探す


お知らせ


関連リンク


都道府県医療機能情報提供制度 （厚生労働省のページが開きます）


医療安全全国共同行動参加医療機関


医療安全全国共同行動ホームページ


脳脊髄液減少症（低髄液圧症候群）の診療・相談が可能な医療機関について （県のリンクページが開きます）


宮城県医療機能情報提供システム


みやぎのお医者さんガイド


copyright (c)2011 Miyagi_Prefectural_Government All rights reserved.


2011/07/01


2011/10/05


ホームページをリニューアルしました。


１０月９日（日）９：００～１３：００において、電源関係工事の予定があります。工事時間内におきまして、
サーバーが停止する可能性が御座いますので予めご了承くださいますようお願い致します。


宮城県内の病院・医科診療所・歯科診療所及び助産所を探すのにお役立てください
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秋田県災害・救急医療情報システム


http://www.qq.pref.akita.jp/[2011/11/11 15:00:59]


ログインIDとパスワードが必要で
す。


視力の弱い方や目が疲れやすい方


は、こちらをご利用ください。


音声読み上げ・文字拡大ソフトを起


動しますと「美の国あきたネット」


が表示されますので、「防災・災


害・救急医療」から「医療情報ガイ


ド」を選択してください。


携帯サイトURL


http://www.qq.pref.akita.jp/kt/


● 現在診療中の医療機関


現在、または日時指定で診療可能な医療機関を探す


● 近くの医療機関


指定地域の医療機関を探す


● 休日当番医


休日当番医、救急病院、休日夜間急患センター等を
探す


● 休日夜間急患センター


休日夜間急患センターの一覧表示


● Search by correspondent language


Look up hospitals and clinics by foreign language
correspondence. 
(*)An area, the foreign language which can
respond,and specialities can be specified


● 現在営業中の薬局


現在、または日時指定で営業中の薬局を探す


● 近くの薬局


指定地域の薬局を探す


● 薬局名称


名称から薬局を探す


● 業務内容


業務内容から薬局を探す


● 公費負担の取扱い


公費負担から薬局を探す


● 休日夜間薬局


休日夜間薬局の一覧表示


● Search by correspondent language


Look up pharmacy by foreign language
correspondence. 


● 子どもの病気やケガ


● 歯科


● 内科系の病気


● 外科系のケガや病気


● 眼、耳、鼻、皮膚の病気やケガ


● 女性特有の医療機関


● 医療機関名称


● 住所地


● 診療科目


● 予防接種、健康診査


● 介護サービス


● 在宅医療


● 治療、手術内容


● 短期滞在手術


● セカンド・オピニオン対応


● サービス・アメニティ


● 費用負担
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トップページ - 愛知県医療機能情報公表システム


http://www.qq.pref.aichi.jp/mi/ap/qq/men/pwtpmenult01.asp[2011/11/11 15:09:26]


サ イ ト マ ッ プ  | 利 用 ガ イ ド  | リ ン ク  | お 問 い 合 わ せ


近くから医療機関を探す|主要駅から医療機関を探す|地域から医療機関を探す|医療機能から医療機関を探す|近くから薬局を探す|
主要駅から薬局を探す|地域から薬局を探す|助産所一覧|Hospital,Clinic|Pharmacy,Drugstore|Midwifery center|自宅登録|かかりつけ医、薬局一覧|
携帯電話サービス


2011年11月03日 定期メンテナンスの実施予定について
2011年10月03日 平成２３年度調査票（病院、診療所、歯科診療


所、助産所、薬局）
2011年03月28日 あいち医療情報ネットの入力・更新Ｑ＆Ａ（よく


あるご質問）
→携帯電話サービスへ


→利用ガイドへ


愛知県提供 愛知県の病院・診療所・歯科診療所・薬局・助産所などの医療機能情報を検索できる総合情報サイト
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和歌山県救急医療情報システム - 県民向けメニュー


http://www.wakayama.qq-net.jp/qq/men/qqtpmenult.aspx[2011/11/11 15:13:30]


2008年12月11日
詐欺にご注意願います。 医療情報ネットを利用


した医療還付金詐欺が発生しています。 


 


 


 
ＳＳＬについて


Copyright (C) 2009 和歌山県広域災害・救急医療情報システム All rights reserved.
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県民向けメニュー - 福島県総合医療情報システム


http://www.ftmis.pref.fukushima.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx[2011/11/11 15:02:31]


福島県内の病院・診療所・歯科診療所・薬局・助産所を検索できる情報サイトです。福島県民の皆様に医療に関する情報を提供しています。


トップページ


平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波による被災に伴い、診療時間や科目が変わっている場合がありますので、


受診の際は、直接医療機関に確認してから、受診をお願いします。


検索時に起点となる場所(自宅等)を登録しま
す。事前に登録しておくと検索時に便利で
す。


事前に登録しておくと、必要な時にすばやく
一覧で確認できます。


携帯電話のメールアドレスにURL
を送信します。


お役立ち情報 useful information


医療相談窓口一覧（各種） 福島県こども救急電話相談 こどもの救急について
応急手当の基礎知識 救命処置について 感染症・予防接種について
感染症情報 花粉症の予防について(2010年) 認知症相談窓口


関連リンク related links


社)福島県医師会 社)福島県薬剤師会 社)福島県看護協会
社)福島県歯科医師会 社)福島県薬事工業協会 医療機能情報提供制度について(厚労省)
福島県理学療法士会 福島県
福島県作業療法士会 厚生労働省
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2011/11/8 定期メンテナンスのお知らせ


診療科目・時間で探す（救急）| 小児救急を探す（救急）| 休日当番医を探す（救急）| 休日夜間急患センター（救急）| 休日当番医電話FAX案内サービス
（救急）| 色々な条件で探す（医療機能）| 色々な条件で探す（薬局を探す）| 地域から探す（薬局を探す）| 助産所一覧（助産所を探す）| hospital,
clinic|  pharmacy, drugstore|  midwifery center|  自宅登録| かかりつけ医・薬局登録| 携帯電話サービス| お役立ち情報| 関連リンク| お知らせ| セミナー案
内


→一覧 →一覧


Copyright (C) Fukushima Prefecture All rights reserved.


〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16


電話：024(521)1111(代表)


ご利用について


IE7、Vistaについて
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医療法・薬事法に基づき、岡
山県が医療機関から報告され
た情報を掲載しているウェブ
サイトです。さまざまな条件
から目的・症状にあった医療
機関(病院、診療所、薬局、
助産所、小児科、当番医)を
探すことができます。


岡山県ホームページ


※ID・パスワードが必要で
す。
※ご登録済みの医療関係者様
のみご利用いただけます。


2011年11月08日 定期メンテナンスのお知らせ 


※地域や市町村、症状や外国語など、いろいろな条件から
医療機関を検索できます。


 


 


※地域や市町村、業務内容や外国語など、いろいろな条件
から薬局を検索できます。
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バーコードリーダーで下の画
像を読み取るか、URLを携帯
に送信してアクセスしてくだ
さい。


Copyright (C) 2003-2010 岡山県災害･救急医療情報システム All rights reserved.
このシステムで提供する医療機関情報の権利は、岡山県に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。


当ページの管理について：岡山県 保健福祉部 医療推進課
住所：〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号
電話番号:086-226-7322/086-226-7084
本Webサイトに関するお問い合わせ：岡山県災害・救急医療情報セン
ター


このホームページについて（サイトポリシー）
インターネットの正しい利用について


自宅登録 ｜ かかりつけ医一覧 ｜ 休日夜間当番医を探す ｜ 病院・診療所を探す ｜ 歯科診療所を探す ｜ 助産所を探す ｜ 疾患・治療から探す ｜ 専門医
から探す ｜ 予防接種から探す ｜ こども関連から探す ｜ 在宅医療から探す ｜ その他から探す ｜ Service in English (Medical institutions) ｜ ??? (????
) ｜ 中文?? (医?机?) ｜ 地域・業務内容から薬局を探す ｜ 障害者に対応できる薬局を探す ｜ Service in English (Pharmacies) ｜ ??? (??) ｜ 中文??
(?店) ｜ 携帯版Webサイト ｜ よくあるご質問 ｜ 岡山県ホームページ ｜ 厚生労働省広域災害ホームページ ｜ お知らせ ｜ 医療機能からのお知らせ
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今、診療可能な病院・診療
所をさがす


診療科目でさがす


市・町でさがす


医療機関のなまえでさがす


対応できる疾患、治療内容
でさがす


休日急患診療所一覧


市・町でさがす


薬局のなまえでさがす


薬局のサービスでさがす


今、診療可能な歯医者さん
をさがす


小児科検索


赤ちゃんと子どもの応急手
当て


滋賀県小児科ガイド


小児救急電話相談＃8000


日本小児学会 こどもの救急


東京都こども医療ガイド


在宅当番医情報
東近江医師会
愛知郡広域行政組合


歯科当番医情報
（大津市・湖東地域）


歯科当番医情報1
歯科当番医情報2


助産所一覧


滋賀県防災ポータル 広域災害救急医療情報システム


京都健康医療よろずネット ぎふ医療施設ポータル


医療ネットみえ 医療情報ネットふくい


小児救急電話相談 ＃8000または077-524-7856
 ※電話番号のかけ間違いにご注意下さい。


お子さまのケガや急病で、病院へ行ったほうがよいか判断に迷ったとき
にご利用ください。


平日・土曜・・・18時～翌8時 / 日曜・祝日および年末年始・・・(12月29日～1月3日)9時～翌8
時


このQRコードをお手持ちの携
帯電話で読み取ることで、携帯
電話からご利用できます。
詳しくはこちらから


このサイトは、県民の皆様の身近にある、病院・診療所・歯科診療所・薬局などの医療機関を検索し、日ごろの健康管理や、もし
もの際の安心・安全に備える情報を提供しています。詳しい使い方は、「このサイトのご利用にあたって」をご確認ください。


現在、お知らせはありません。
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つくば中毒110番
365日 9時～21時対応


029-852-9999


大阪中毒110番
365日 24時間対応


072-727-2499


異物を飲み込んだとき



javascript:void(0);

javascript:void(0);

http://www.shiga.iryo-navi.jp/qqport/kanritop/



		www.shiga.iryo-navi.jp

		滋賀県広域災害・救急医療情報システム








石川県医療・薬局機能情報提供システム


http://i-search.pref.ishikawa.jp/[2011/11/11 15:09:58]


2010年09月22日 定期報告における記載事項の確認について


2010年04月01日 新規に医療提供施設施設を開設された場合や登録情
報に変更が生じたなどの場合のお手続きについて
（ご案内）


2009年04月01日 【ご注意下さい】ホームページをご覧になる際の注
意事項について


2009年04月01日 石川県医療・薬局機能情報提供システムを公開しま
した


小児科系の
医療機関を探す


予防接種可能な
医療機関を探す


休日夜間急患
センターの一覧


休日診療している
診療所情報


▼お探しのカテゴリーをクリックし、素早く検索！


▼4つのサーチジャンルから、お探しの施設を検索してください。


病院・診療所をお探しできます。


  キーワードから  施設名から 


  


薬局をお探しできます。


  キーワードから  施設名から 


かかりつけ医・薬局を持ちましょう


小児救急電話相談


子どもの救急（日本小児科学会）


救急医療についてのお願い


医療計画
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石川県医療・薬局機能情報提供システム


http://i-search.pref.ishikawa.jp/[2011/11/11 15:09:58]


石川県健康福祉部 石川県金沢市鞍月1-1 Tel.076-225-1433 Fax.076-225-1434


 


歯科診療所をお探しできます。


  キーワードから  施設名から 


  


助産所をお探しできます。


  キーワードから  施設名から 


 


[広告欄]


 
※広告に関係する責任は広告主又は広告取扱事業者に帰属します。県が商品等を推奨するものではありません。


Copyright (C) 2011 石川県医療・薬局機能情報提供システム All Rights Reserved.
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トップページ - 香川県　医療機能・薬局機能情報提供システム


http://www.medinfo.ne.jp/kagawa/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx[2011/11/11 15:16:03]


検索時に中心となる場所(自
宅など)が登録できます。


検索結果を登録しておけ


ば、あなただけのかかりつ


け医、薬局、助産所のリス


トが作成できます。


「在宅歯科医療連携


室」をご活用くださ


い！


2010年11月26日


医療ネット讃岐のリ


ニューアルについて


2010年02月01日


->お知らせ一覧


左の二次元



http://www.medinfo.ne.jp/kagawa/ap/qq/sho/pwcenterup01.aspx
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トップページ - 香川県　医療機能・薬局機能情報提供システム


http://www.medinfo.ne.jp/kagawa/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx[2011/11/11 15:16:03]


コードを携帯


で読み取り、


携帯電話でもご利用いただ


けます。


->詳しくはこちら 


・ご利用ガイド
・案内・関連情報


Copyright (C) 2010 香川県 医療機能・薬局機能情報提供システム All rights reserved. 


 お問い合わせ



http://www.qq.pref.kagawa.jp/qq/tbn/qqtptbanlt.aspx

http://www.kagayaku.jp/toban/index.html

http://www.medinfo.ne.jp/kagawa/ap/qq/sho/pwjyoregsr01_002.aspx
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福井県広域災害・救急医療情報システム - 県民向けメニュー


http://www.qq.pref.fukui.jp/qq/men/qqtpmenult.aspx[2011/11/11 15:10:15]


お知らせ一覧はこちら
2011年7月4日 「東日本大震災により被災した被保険者に対する


一部負担金等の免除等の取扱いについて」の一部
改正


2011年6月24日 東北地方太平洋沖地震等による被災者に係る一部
負担金等の取扱いについて


2011年6月20日 東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療
養費の取扱いについて


右の二次元バーコードを携帯で読み取り、携
帯電話でもご利用になれます。


コンピューターによる自動応答サービス
24時間、電話・FAXで医療機関の案内を行っ
ています。


電話：０１２０－９８７－１９９
※間違い電話が増えています。


ご注意ください。
照会方法
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福井県広域災害・救急医療情報システム - 県民向けメニュー


http://www.qq.pref.fukui.jp/qq/men/qqtpmenult.aspx[2011/11/11 15:10:15]


詳しくはこちら


2005 福井県 広域災害・救急医療情報システム  
リンク集 お問い合わせ サイトマップ ご利用上の注意 セキュリティポリシー
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熊本県総合医療情報システムくまもと医療ナビ


http://mis.kumamoto.med.or.jp/[2011/11/11 15:19:49]


2011.00.00 現在、特にありません


お知らせ・新着情報


2011.09.21 インフルエンザ総合情報


2010.12.01 ホームページをリニューアルしました


2009.04.22 熊本県の救急医療体制


2008.08.01 熊本県ドクターバンク設立について


緊急のお知らせ 関連情報


脳卒中に関する医療機能情報


急性心筋梗塞に関する医療機


能


   情報


救急車を呼ぶ前に（熊本市提


供）


救急蘇生法（日本医師会提供）


感染症情報


ご案内


消防・保健所・医師会一覧


相談窓口一覧


ご利用上の注意


お問い合わせ


Copyright(C) 2010 くまもと医療情報ナビ All Rights Reserved.
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救急医療 Ｎｅｔ Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ - ＨＯＭＥ


http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34tpmnlt.asp[2011/11/11 15:14:58]


◆◆ ＨＯＭＥ ◆◆ 1| ヘ ル プ | 3992220 Since 2001.10.01 2011/11/11 15:14:46


◆◆◆ お知らせ ◆◆◆


お知らせ一覧


救急医療NetHIROSHIMAの定期点検によ


るシステム停止について 2011/11/09


2011 HICARE国際シンポジウム


2011/10/13


医療機能情報提供制度に関するお知らせ


2011/02/08


県民のみなさまへ（広島県肝疾患診療支


援ネットワークについて） 2008/03/04


◆◆◆ 公開情報 ◆◆◆


広島県がん対策推進計画


広島県保健医療計画


健康ひろしま２１


健やか親子２１(PDF:607KB)


広島県患者調査報告書


ＡＥＤコーナー


◆◆◆ 関連サイト ◆◆◆


広島県周産期医療情報ネットワーク 


ふるさとドクターネット広島 
広島県中山間地域医療情報ネットワーク


広島県緩和ケア支援センター 
広域災害救急医療情報システム（厚生労


現在、または指定日時に診療可能な病院、診療所を検索できます。


※受診される場合は直接医療機関へご確認ください。


休日および夜間の急患センターをご案内します。（口腔保健センターを含む）


今日から１ヶ月分の当番医を検索できます。


救急医療Net HiroshimaのURLをメールで送信できます。


休日や夜間に診療している病院･診療所の音声案内の電話･ＦＡＸ番号をご案内しま


す。


指定地域の病院、診療所を地図で検索できます。


キーワード（名前の一部）で病院・診療所を検索することができます。


予防接種のできる病院、診療所を検索できます。


医療機能情報で病院・診療所を検索することができます。


色々な条件で薬局を検索することができます。


助産所一覧を表示します。



http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34dtmnlt.asp

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34kdmnlt.asp
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http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34ksmnlt.asp

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/ss/ss34tpmnlt.asp

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34phmnlt.asp

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/ipchk.asp

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/manual/help.asp?gyoumu_id=QQ34TPMNLT&gyoumu_mei=%82g%82n%82l%82d
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http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34tpiflt_out1.asp?no=175

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34tpiflt_out1.asp?no=175

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1208509579298/index.html
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http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34phmnlt.asp

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/mi/ap/qq/sho/pwjyoregsr01_001.aspx





救急医療 Ｎｅｔ Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ - ＨＯＭＥ


http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34tpmnlt.asp[2011/11/11 15:14:58]


働省） 
その他リンク集


広域災害・救急医療に関するメニューは


こちら


医療機能・薬局機能の報告に関するメ


ニューはこちら


救急医療コントロール支援機能に関する


メニューはこちら


このシステムで提供する医療機関の情報の権利は、広島県に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。


本Webサイトへのリンクにつきましては、情報センターまで申し出てください。


 このWebサイトに関するご意見・お問い合わせは、情報センターまで


動作確認 ： NetscapeNavigator4.0以上 又は Internet Explorer4.0以上


推奨 ： NetscapeNavigator4.7以上 又は Internet Explorer5.X以上


All Contents Copyright(c)1997-2001 HIROSHIMA Prefecture.
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登録済みの所在地を
確認する


 
登録したかかりつけ医
を表示します。


参加申し込みされた
い医療機関の方へ


現在お知らせはありません。
おしらせ一覧


三重県


三重県医師会


三重県歯科医師会


   


 


救急車を呼ぶほどではないが、どうしてもす
ぐ治療を受けたいときに対応可能な医療機関
をリアルタイムで表示しています。夜間・休
日などは、まずこちらで探してください。


 


県内全ての医療機関か
ら探します。平日の昼
間などは、まずこちら
で探してください。


 


Search hospitals and
clinics by foreign
language
correspondence.
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ご利用上の注意


セキュリティポリシー


サイトマップ


リンク集


このサイトについてのご意見


この二次元バーコードを携帯電話
で 読み取り、携帯電話からご利
用できます。


くわしく見る  


〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目191番地
電話059（227）3799 財団法人 三重県救急医療情報センター


※電話受付時間 8：30～17：15（ただし土・日・祝日、年末年始等を除く）
Copyright  c2011  三重県 広域災害・救急医療情報システム All right reserved
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おおいた医療情報ほっとネット（病院・診療所・助産所・薬局案内）


http://iryo-joho.pref.oita.jp/[2011/11/11 15:20:15]


↑診療科目、地域で探すことがで
きます。


↑対応可能な疾病・治療、予防接
種などで探すことができます。


↑日時で小児科を探すことができ
ます。


↑小児科の専門医を探すことがで
きます。


↑休日・夜間に診療を行う当番医を探すことができます。


↑地域で探すことができます。


↑業務内容、相談に対する対応な
どで探すことができます。


４疾病(がん・脳卒中・
心筋梗塞・糖尿病)への対応
可能な医療機関一覧


難病関連情報


左の二次元
バーコードを
携帯で読み取
ると、携帯電
話からも、ご
利用いただけ
ます。
→サイト


大分県内の医療機関（病院、診療所、
歯科診療所、助産所）・薬局の情報や、医療に
関する情報を提供します。


テキストを調節できます。


名称の一部又は全てを入力し、医療機関・薬局を探すことができます。


 


医療機関 薬局


操作方法


用語解説


関連機関へのリンク


注意事項


お問い合わせ


サイトマップ


トップページ 操作方法 用語解説 関連機関へのリンク 注意事項 お問い合わせ サイトマップ


Copyright (C) 2009 おおいた医療情報ほっとネット All Right Reserved
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いわて医療情報ネットワーク


http://www.med-info.pref.iwate.jp/[2011/11/11 15:00:19]


平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波による被災に伴い、診療時間や科目が変わっている場合がありますので、受診の際は、直接医療機関やも


よりの保健所等に確認してから、受診をお願いします。 (2011年09月30日 )


災害医療情報、救急医療情報の関係者ログ


インはこちら


医療機能情報、薬局機能情報の関係者ログ


インはこちら


「休日診療の医療機関」、「救急病


院」、「薬局情報」の検索サービス


は、インターネット対応の携帯電話か


らもご利用いただけます。


http://www.med-info.pref.iwate.jp/m/


岩手県内の病院一覧 （PDF形式）


（平成23年8月1日現在）


必ず受診前に診療科目と受付時間を電話


等でご確認の上お出かけください


現在診療中の医療機関を探す


（現在、または日時指定で診療可能な医療機


関を探す）


休日診療の医療機関


（休日当番医などの医療機関を探す）


休日夜間急患センター


休日夜間急患センターの一覧表示


Search by correspondent language


Look up hospitals and clinics by foreign


language correspondence.


こどもの病気やケガ


（小児科や小児外科などの小児科系の医療機


関を探す）


内科系の病気


（内科や消化器科などの内科系の医療機関を


探す）


外科系のケガや病気


（外科や整形外科などの外科系の医療機関を


探す）


女性特有の医療機関


（産科や産婦人科などの婦人科系の医療機関


を探す）


眼・耳・鼻・皮膚の病気やケガ


（眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科などの医療機関


を探す）


歯科


（歯科や口腔外科などの歯科系の医療機関を


探す）


医療機関名称


住所地


診療科目（外来一般診療）


予防接種、健康診断（人間ドック）


介護サービス


在宅医療


治療、手術内容


短期滞在手術


セカンド・オピニオン対応


現在営業中の薬局を探す


近所の薬局を探す


名称で薬局を探す


業務内容で薬局を探す


公費負担から薬局を探す


サービスから薬局を探す
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http://www.med-info.pref.iwate.jp/imin/kikan/showSearchNormalForm.do?by=shika
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http://www.med-info.pref.iwate.jp/imin/kikan/showSearchNormalForm.do?by=kaigo
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サービス・アメニティ


費用負担


・ 視力の弱い方や目が疲れやすい方は、音声読み上げ、文字拡大サービス


をご利用ください。


・ 音声読上げ、文字拡大ソフトを起動しますと「岩手県庁ホームページ」


へ戻りますので、「岩手県庁ホームページ」内「安心安全な暮らし」か


ら「医療情報」を選択してください。


このホームページに対するご意見・お問合せはこちら


医療機関について： 岩手県保健福祉部医療推進課 電話：019-629-5487


薬局について： 岩手県保健福祉部健康国保課 電話：019-629-5467



http://www.med-info.pref.iwate.jp/imin/kikan/showSearchNormalForm.do?by=service

http://www.med-info.pref.iwate.jp/imin/kikan/showSearchNormalForm.do?by=hiyo

http://www.pref.iwate.jp/accessibility/start.html
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医療とくしま
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緊急情報
放射線被ばくに関する相談窓口の設置について (3/17)


新着情報


徳島県認定看護師等育成支援事業に係る希望調査について (11/10)
ＡＥＤの使用方法を含む、救急蘇生法の指針２０１０（市民用）のとりまとめについ
て (11/7)
近畿府県合同防災訓練が開催されました (11/2)
地域医療を考えるシンポジウムを開催します！  (11/1)
平成２４年度自治医科大学（医学部）入学者募集について (10/27)
救急搬送調査について (10/25)
「東日本大震災」における医師等の保健医療従事者の派遣に係る費用の取扱いについ
て (10/21)
平成23年度徳島県准看護師試験の実施について (10/14)
臨床研修指導医養成講習会のご案内 (10/11)
平成２３年度医療安全に関するワークショップについて (10/5)


 


(c)Tokushima prefecture. All right reserved.


ＨＯＭＥ お役立ち情報 救急・小児 災害医療 医師確保対策 看護の広場 計画・審議会 医療安全
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http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/data/normal/disaster/disaster_medical_policy/2011/11/JVFvR6rO.JPG
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http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/child/child_info/view.html?cid=child_info&nid=132011896669

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/assure_doctor/assure_doctor_info/view.html?cid=assure_doctor_info&nid=131528848619

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/child/child_material/view.html?cid=child_material&nid=131951008727

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/disaster/disaster_material/view.html?cid=disaster_material&nid=131980249513

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/disaster/disaster_material/view.html?cid=disaster_material&nid=131980249513
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http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/assure_doctor/assure_doctor_info/view.html?cid=assure_doctor_info&nid=131898912709

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/medical_safety/medical_safety_study/view.html?cid=medical_safety_study&nid=131777608614

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/home/medical_experts.html

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/search/search_index.php

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/search/diagnosis_department.php

http://med.pref.tokushima.jp/iryou-renkei/system/general/holiday/calendar.php

http://our.pref.tokushima.jp/dr-bank/

http://med.pref.tokushima.jp/aed/

http://our.pref.tokushima.jp/kenkou/

http://www1.pref.tokushima.jp/mirai/



http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/useful/index.html

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/child/index.html

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/disaster/index.html

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/assure_doctor/index.html

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/nurse/index.html

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/plan/index.html

http://med.pref.tokushima.jp/iryou_kenkou/normal/medical_safety/index.html



		med.pref.tokushima.jp

		医療とくしま





		5rb3UvaG9tZS9pbmRleC5odG1sAA==: 

		form2: 

		q: 

		sa: 





		5rb3UvaG9tZS9pbmRleC5odG1sAA==: 

		form1: 

		search_word: 

		input2: 












トップメニュー - とやま医療情報ガイド


http://www.qq.pref.toyama.jp/[2011/11/11 15:09:41]


とやま医療情報ガイドは、
病院・診療所を受診するにあたって
皆様に役立つ情報を
提供するためのシステムです。


現在、お知らせがありません。


■ 携帯電話サービス
■ よくある質問と回答（FAQ)
■ リンク集


 
検索時に起点となる場所
（自宅 や会社など）を登録
します。


 


 


  


  


  


このサイトで掲載されている医療機関及び薬局の情報につきまして、ご不明な点がある場合には医療機関及び薬局へ直接ご確認
するようにお願い申し上げます。
本システムに関するご意見・お問い合わせは、富山県厚生部医務課および富山県厚生部くすり政策課までお寄せください。
本システムで提供する情報の権利は、富山県に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。



http://www.qq.pref.toyama.jp/QQ16TPIFLT/ACTBQQ16TPIFLT01.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/QQ16TPSALT/ACTFQQ16TPSALT02.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/QQ16TPSALT/ACTFQQ16TPSALT01.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/QQ16TPSALT/ACTFQQ16TPSALT03.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/QQ16MOLGGO/ACTAQQ16MOLGGO01-1.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/QQ16TPADUP/ACTAQQ16TPADUP01.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/QQ16TPNWSR/ACTAQQ16TPNWSR01.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/MI00TPIKSR/ACTBMI00TPIKSR01.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/MI00TPODSR/ACTAMI00TPODSR01.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/MI00TPDGSR/ACTBMI00TPDGSR01.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/MI00TPJOLT/ACTBMI00TPJOLT01.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/QQ16TPQQLT/ACTBQQ16TPQQLT01.do

http://www.qq.pref.toyama.jp/QQ16TPTBSR/ACTBQQ16TPTBSR01.do
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http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1204/form.html

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1208/form.html
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沖縄県医療機関検索システム - Home


http://imuutina.pref.okinawa.lg.jp/[2011/11/11 15:21:33]


Home 施設名検索 総合検索（所在地・曜日・時間・科目） フリーワード検索


当システムについて


お知らせ


【がん情報】 沖縄県では、がん診療連携拠点病院を中心にがんの診療体制及び情報提供体制を推進しています。
→［がん情報はこちらをクリック］


2009.03.31 明日４月１日から当サイトの主管課が組織改編のため福祉保健部医務課となります。なお、ご連絡の電話番号等に変更はありません。


2009.01.06 病院の「入院食の提供方法」について複数回答が可能となりました。


2008.12.10 うちなぁ医療ネットへ医療機能情報の入力を行っていない医療機関は、平成２０年１２月１２日（金）までに入力を行って下さい。


2008.11.10 各医療機関は、２００８年１１月１０日から１１月３０日までに、医療機能情報の一斉入力（２００８年１０月１日現在）を行って下さ
い。


2008.11.07 医療機関の「うちなぁ医療ネット」への一斉入力は、１１月１０日から３０日までとなっています。１１月１０日以降に入力して下さい。


2008.02.16 サイトのデザインを更新しました。


 


 
このサイトでは、病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局を調べることができます。


 医療提供施設の方はこちら


沖縄県 福祉保健部 医務課：TEL 098-866-2169 / 沖縄県医療安全相談センター：TEL 098-866-1260
Copyright(c) 2008 OKINAWAKEN All Rights Reservied.



http://imuutina.pref.okinawa.lg.jp/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

http://imuutina.pref.okinawa.lg.jp/component/option,com_medical/act,search/task,kanasearch/Itemid,48/

http://imuutina.pref.okinawa.lg.jp/component/option,com_medical/act,search/task,datasearch/Itemid,48/

http://imuutina.pref.okinawa.lg.jp/component/option,com_medical/act,search/task,textsearch/

http://imuutina.pref.okinawa.lg.jp/content/view/16/50/

http://www.okican.jp/

http://imuutina.pref.okinawa.lg.jp/component/option,com_contact/Itemid,3/

http://imuutina.pref.okinawa.lg.jp/content/view/17/52/
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ちば医療なび


http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/[2011/11/11 15:04:27]


  よくある質問   操作方法   用語説明   サイトマップ


   


 


疾病とは がん・脳卒中
心筋梗塞・糖尿病


事業とは 救急医療・災害時医療
周産期医療・小児医療


 


検索結果の一覧や施設情報の表示
画面で「かかりつけに追加」した
施設を表示します。 まず、検索し
て「かかりつけに追加」してから
ご覧ください。


 


 


 


 


 


 


循環型地域医療連携システムは「循環型地域医療連携システムについて」をご覧く
ださい。


システムご利用上の注意
ご利用の前に画面下の「このシステムについて」や「個人情報について」をご確
認ください。
このホームページではＪａｖａＳｃｒｉｐｔを有効にしてご覧ください。その方
法についてはこちらをご覧下さい。
使い方の詳細は画面右上の操作方法を参照してください。
また、用語説明を用意しています。画面右上の用語説明を参照してください。


携帯サイトのご案内
右記の２次元バーコードを携帯電話で読み
取ると携帯サイトをご利用いただけます。


ホームページアドレス


医療機能情報を報告する方はこちらか
らログイン画面に移動してください。



http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/Faq.aspx

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/info12/manual/manual12_Mokuji.htm

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/info12/yougo/yougo12_Menu.htm

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/SiteMap.aspx

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/info12/IPinfo12.html

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/info12/info12.html

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/info12/info12.html#03

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/info12/info12.html#01

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/info12/info12.html#01

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/info12/manual/manual12_Mokuji.htm

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/info12/yougo/yougo12_Menu.htm

http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/hokoku.html





ちば医療なび


http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/[2011/11/11 15:04:27]


過去のお知らせ


http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/mobile/


現在千葉県からのお知らせはありません。


小児救急電話相談
（広報ポスター：ＰＤＦ：133KB）
（子どもの救急（日本小児科学会））
保健・医療の相談窓口等
千葉県の感染症情報
千葉救急医療ネット
ちばウェル・ナビ
千葉県共用地域医療連携パス
千葉県介護サービス情報の公表
健康福祉情報の森
ＷＡＭ ＮＥＴ（ワムネット）介護・医
療・福祉情報等
千葉県庁
新型インフルエンザに関する情報


埼玉県
埼玉県医療機能情報提供システム


東京都
東京都医療機関案内サービス（ひまわ
り）
東京都薬局機能情報提供システム（ｔ－
薬局インフォ）


神奈川県
かながわ医療情報検索サービス


茨城県
いばらき医療機関情報ネット



javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolderContents$btnNewsLink1','')

http://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/soudan/shouni.html

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_iryo/syounidenwa/denwasoudan.pdf

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_iryo/syounidenwa/denwasoudan.pdf

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_iryo/syounidenwa/denwasoudan.pdf

http://kodomo-qq.jp/

http://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/soudan/hoken.html

http://www.phlchiba-ekigaku.org/

http://www.qq.pref.chiba.lg.jp/

http://welnavi.pref.chiba.lg.jp/

http://www.renkei-path.org/

http://www.kaigo.pref.chiba.lg.jp/

http://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/jouhounomori/index.html

http://www.wam.go.jp/iryo/

http://www.wam.go.jp/iryo/

http://www.wam.go.jp/iryo/

http://www.wam.go.jp/iryo/

http://www.pref.chiba.lg.jp/

http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/shingata-jouhou/

http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp

http://www.t-yakkyokuinfo.jp/

http://www.t-yakkyokuinfo.jp/

http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/

http://www.ibaraki.medinfo.ne.jp/
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医療機能メニュー - 兵庫県医療機関情報システム


http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx[2011/11/11 15:12:34]


二次元バーコード
を携帯で読み取
り、携帯電話でも
ご利用できます。


2011年01月17日 関係者ログインができない医療機関の方へ
（パスワード設定票の再発行）


2010年08月27日 兵庫県医療機関情報システムによる報告
（定期・変更）方法の一部変更について


2010年03月02日 薬局の機関情報登録の作業誤りによる未登
録状態について


2010年01月20日 変更報告と変更届書の合致について
→お知らせ一覧へ


 


→詳しくは
こちら


 
当システムのご利用に伴う注
意事項等のお知らせです。 


→利用ガイドへ



http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwcenterup01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwkakarilt01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/
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http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/inf/pwinfomelt01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/inf/pwinfomelt01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwktsevigo01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwktsevigo01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwktsevigo01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwuseguilt01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwuseguilt01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/joh/pwtoiawago01.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwmedcensr01_002.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwmedregsr01_002.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwmedcomsr01_002.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwkeywrdsr01_002.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwdrucensr01_002.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwdruregsr01_002.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwdrukinsr01_002.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwdrukwdsr01_002.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwjyoregsr01_002.aspx

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwmedengsr01_002.aspx?kbn=1

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwmedengsr01_002.aspx?kbn=L

http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwmedengsr01_002.aspx?kbn=K





医療機能メニュー - 兵庫県医療機関情報システム


http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx[2011/11/11 15:12:34]


近くの医療機関を探す | 地域から医療機関を探す | 医療機能で探す | キーワードで探す(医療機関を探す) | 
インフルエンザ受診可能な医療機関を探す 


助産所一覧 | 近くの薬局を探す | 地域から薬局を探す | 薬局機能で探す | キーワードで探す(薬局を探す) 
Hospital, Clinic | Pharmacy, Drugstore | Midwifery Center | 自宅登録 | かかりつけ医・薬局一覧


このシステムで提供する医療機関の情報の権利は、兵庫県に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。
Copyright (C) 2009 兵庫県医療機関情報システム All Rights Reserved.


 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 TEL：078-341-7711（代表）
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ふくおか医療情報ネット：福岡県の病院・診療所・歯科診療所・当番医の検索、医療情報の提供


http://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/qq/qq40gnmenult.asp[2011/11/11 15:18:42]


福岡県広域災害・救急医療情報システム 福岡県内の病院・診療所・歯科診療所・小児科・助産所の検索｜小児救急、予防、保健・福祉などの医療情
報の提供


2011年11月7日
2011年11月4日
2011年11月4日


 定期メンテナンスのお知らせ 
 平成２３年度医療機能調査票（助産所）はこちらから 
 平成２３年度 医療機能情報の登録のお願いについて 


脳脊髄液減少症治療等病院について
助産所照会
救急医療体制
医療機能情報提供制度について（PDF:12KB）


 


ビデオライブラリー
講演会・セミナー
各種統計情報（ふくおかデータ
ウェブ）


読み取り機能がない場合は携帯の
メールアドレスにURLを送信できま
す。


現在診療中の医療機関を探す｜いろいろな条件で医療機関を探す｜休日夜間急患センター・在宅当番医を探す｜自宅登録｜こどもの医療相談｜医療相
談・予防情報・保健・医療・福祉情報｜かしこい医療機関のかかり方｜電話・FAX案内サービス｜行政機関一覧｜保健・福祉施設一覧｜リンク集｜ビ
デオライブラリー｜講演会・セミナー｜ふくおかデータウェブ 各種統計情報｜携帯サービス｜お知らせ


Copyright (C) 2004-2009 財団法人 福岡県メディカルセンター All rights reserved.


※PDFファイルをご覧になるに
はAdobe Reader（無料）が必要で
す。


個人情報の取り扱い｜利用規約・リンクについて｜お問い合わせ
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山形県医療機関情報ネットワーク


http://www.pref.yamagata.jp/medical-net/[2011/11/11 15:01:48]


    


 


2011年03月11日
（医療機関の皆様へ）医療機関情報ネットワークから災害時情報を入力下さる
ようお願いします。 ネットワークに接続できないなど、直接入力できない場合
は、023−630−2110までご連絡願います。  


2009年05月15日 「医療機関を検索」から、病院・診療所・助産所を探すことができます。  


2009年05月15日 携帯電話を御利用で、助産所を探したい方は「助産所を検索」を選択してくだ
さい。  


2009年05月15日 「薬局を検索」から、薬局を探すことができます。  


携帯電話でご利用の場合は、下記QRコードを読み取りご利用ください。


   
ご利用の前に必ずご覧ください。


  


  
Copyright c Yamagata Prefecture Government All Rights Reserved.
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ホーム　－　やまぐち医療情報ネット　－


http://www.qq.pref.yamaguchi.lg.jp/qq35/WP000/RP000001BL.do[2011/11/11 15:15:20]


やまぐち医療情報ネット ｜ 山口県の病院・診療所・歯科診療所・小児科・助産所の検索｜小児救急、予防、保健・福祉などの医療情報の提供


2011年10月01日 


医療機能情報の平成２３年度定
期報告の実施について（医療機
関関係者の皆様へ）


読み取り機能がない場合は携帯の
メールアドレスにURLを送信できま
す。


IE7、Vistaについて


 


一部のコンテンツに「Adobe Reader」（無償配布）が必要なものがありま
す。
Adobe社のWebサイトよりファイルをダウンロードし、インストールして
ください。
（インストール方法はAdobe社のサイトを参照してください。）


診療時間・近所で探す｜地域から探す｜医療機能で探す｜名前で探す｜助産所一覧｜医療連携体制照会｜Hospital,Clinic｜Midwifery Center｜中心点登
録｜かかりつけ医一覧｜休日夜間当番医案内｜救急告示医療機関｜休日夜間急患センター｜AED設置施設｜小児救急電話相談 #8000｜ダイヤルインフォ
メーション｜お知らせ｜携帯電話サービス｜リンク集


当Webサイトで収集した情報については､管理責任者を置き､漏洩､改竄等の恐れの
ないよう厳重なセキュリティー保護体制を確立した上で､適切に管理を行ないます。


山口県 救急医療情報センター
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医療ネットしずおか - 県民向けメニュー


http://www.qq.pref.shizuoka.jp/qq/men/qqtpmenult.aspx[2011/11/11 15:07:21]


このHPの管理責任は 静岡県健康福祉部 です。


休日・夜間当番医を探す 休日夜間急患センター・
休日歯科診療所一覧


  


災害発生時に備え避難所の情報や救護所の情報を案内
します。
救護施設開設情報
避難所情報


人工透析のできる医療機関を探す


静岡県からのお知らせ
機器点検の実施予定について
2011/11/09


脳脊髄液減少症の診療等が可
能な医療機関について
2010/04/15


->お知らせ一覧


携帯電話サービス
携帯電話でもご利
用いただけます。


広域災害救急医療情報システ
ム


 


 


 


 


 ・ ご利用について  ・ サイトマップ  ・ ご意見等  ・ リンク集  ・ ＳＳＬについて


静岡県 〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号  各室（課）への連絡先一覧  地図・県庁までの交通案内
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99さがネットとは？ ご利用案内 リンク集 用語集 お問い合せ 個人情報について


2011/11/08 休日に特定健診が受診できます。（佐賀市）
2009/08/15 本サイトをご利用になるにはCookie（クッキー）...
2008/10/01 ドクターヘリ事業を実施しています
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（例）小児科 佐賀市 インフルエンザ
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トップメニュー - 群馬県医療・薬局機能情報提供システム
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診療科目やいろいろな条件で、医療機関を検索できます。


県内の助産所一覧を表示します。


相談窓口や業務内容などの条件で、薬局を検索できます。


登録してある中心となる場所から、
近い順に医療機関や薬局が検索できます。


所在地
対象  医療機関  薬局


科目 指定なし
曜日・時間  指定なし


  現在曜日・時間 
（検索実行時の曜日・時間で検索します）


  指定曜日・時間  時 
分


名前


(一部だけでも可)


検索結果で登録してある、かかりつけ医・薬局を一覧
で表示します。


携帯電話から医療機関や薬局を検索できます。
http://www.medinfo.pref.gunma.jp
/kt


現在、お知らせがありません。


一覧へ


よくある質問と回答（FAQ)


※以下のリンクは外部サイトが別ウィンドウで開きま
す。


群馬県医師会
群馬県歯科医師会
群馬県薬剤師会


小児救急電話相談（#8000）について


本サイトについて


群馬県内の病院・診療所・歯科診療所、助産所、薬局が検索できる情報サイトです。


このサイトで掲載されている医療機関及び薬局の情報につきまして、ご不明な点がある場合には医療機関及び薬局へ
直接ご確認するようにお願い申し上げます。詳細については「本サイトについて」をご参照ください。


このシステムで提供する医療機関・薬局の情報の権利は、群馬県に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。
本Webサイトへのリンクにつきましては、群馬県健康福祉部医務課まで申し出てください。


本Webサイトに関するご意見・お問い合わせは、群馬県健康福祉部医務課まで申し出てください。
群馬県健康福祉部医務課 電話番号（０２７－２２６－２５３３） FAX番号（０２７－２２３－０５３１）
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大阪府医療機関情報システム


http://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx[2011/11/11 15:12:18]


大阪府内の病院・診療所・歯科診療所・助産所を探す｜救急・休日・夜間の受診、医療機能などの情報を公表しています。大阪府提供。


一覧を見る


救急車を呼ぶほどではない
が、適切な医療機関がわか
らない場合は、下記へお問
い合わせ下さい。


大阪府救急医療情報センター
06-6761-1199
（365日24時間対応）


救急安心センターおおさか
（365日24時間対応）
#7119
（固定電話（プッシュ回
線）・携帯電話・ＰＨＳ）
06-6582-7119
（固定電話（ダイヤル回
線）・ＩＰ電話）


堺市救急医療テレホンサービ
ス
※堺市域の情報
072-228-0099
（音声/FAXの自動応答）


緊急性があると思った時
は迷わず119番通報で救
急車を呼んで下さい。


タバコ、家庭用洗剤、医薬
品などを誤って服用してし
まったときは‥。


大阪府
大阪府健康医療部保健医療


室医療対策課
大阪府医師会
大阪府歯科医師会
大阪府 障がい者 地域医療


ネットワーク推進事業協力医
療機関


救急車を呼ぶまでもな
い場合は、まずはこち
らで検索を。


主に入院・手術等の必
要な救急患者さんを受
け入れる病院（診療
所）です。


現在、診療可能な病
院・診療所を検索でき
ます。


※受診される場合
は直接医療機関へ
ご確認下さい。


現在、診療可能な小児
科を検索できます。


※受診される場合
は直接医療機関へ
ご確認下さい。


※大阪府内の歯科診療所が検索
できます。


 
基本情報から探す


医療機能から探す


住所・駅から探す


診療時間に外国語から探す


※産婦人科・小児科疾患、専門
外来等を検索条件に病院を探
す。
※難病・特定疾患、予防接種を
検索条件に病院、診療所を探
す。
※日帰り手術、介護保険関連、
人間ドック等を検索条件に診療
所を探す。


 
診療科目から医療機関を探す


住所・駅から医療機関を探す


色々な条件で医療機関を探す


在宅診療を受けたい


学会専門医を探す


女性医師を探す


ニコチン依存症管理


診療時間に外国語対応できる
医療機関を探す


※こどもの成長や病気のこと
を気軽に相談できるお医者さ
んをもちましょう。


 
かかりつけの小児科を探す


大阪小児科医会のホーム
ページ


小児救急ホームぺージ
乳幼児の不慮の事故防止
小児救急電話相談
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ご意見・お問い合わせ
大阪府健康医療部保健医療室医療対策課
〒540-8570 大阪市中央区大手前２丁目
TEL 06-6941-0351（代）


当Webサイトで収集した情報については､管理責任者を置き､漏洩､改竄等の恐れのないよう厳重なセキュリティー保護体制を確立
した上で､適切に管理を行ないます。
Copyright (C) 2008大阪府救急医療情報センターAll rights reserved.
このWebサイトに関するご意見・お問い合わせは、こちらまで


薬局機能情報検索（大阪府
健康医療部薬務課）


携帯電話の
メールアドレ
スにURLを送
信します。


It is possible to retrieve it from the address
and the diagnosis and treatment subject.


助産所の一覧を
表示します。


休日・夜間急病診療所を探す｜救急病院（診療所）を探す｜現在診療を受け付けている医療機関を探す｜現在診療を受け付けている小児科を探す｜歯科診療所を探す（基
本情報から探す｜医療機能から探す｜住所・駅から探す｜診療時間に外国語から探す）｜医療機関の医療機能を探す（診療科目から医療機関を探す｜住所・駅から医療機
関を探す｜色々な条件で医療機関を探す｜在宅診療を受けたい｜学会専門医を探す｜女性医師を探す｜ニコチン依存症管理｜診療時間に外国語対応できる医療機関を探
す）｜こどものかかりつけ医（かかりつけの小児科を探す｜大阪小児科医会のホームページ｜小児救急ホームぺージ｜乳幼児の不慮の事故防止｜小児救急電話相談）
｜Information on the medical institution is retrieved｜助産情報｜自宅登録｜かかりつけ医一覧｜お知らせ｜誤って服用してしまったときは｜携帯サイト
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トップページ - 島根県医療機能情報システム


http://www.medinfo.ne.jp/shimane/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx[2011/11/11 15:14:10]


〒690-8501 島根県松江市殿町１番地 TEL：0852-22-5111(代) 
←左の島根県ロゴマークから島根県ホームページに移動できます。


2009年12月08日
一般外来を行わない診療所の一覧です。


2009年04月26日
新型インフルエンザに関する情報


→お知らせ一覧へ


携帯電話のメールアドレス
にURLを送信します。


→携帯電話サービスへ


当システムのご利用に伴う注意事項等
のお知らせです。


→利用ガイドへ


地域から探す |  名前から探す |  医療機能から探す |  地域から探す（薬局） |  名前から探す（薬局） |  薬局機能から探す |  
助産所一覧 |  リンク集 |  関連情報 |  お知らせ |  携帯電話サービス |  利用ガイド |  お問い合わせ |  関係者ログイン


このシステムで提供する医療機関の情報の権利は、島根県に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。 
Copyrights (C) 2008 Shimane Prefecture all rights reserved.
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トップメニュー - 茨城県医療機能情報提供システム


http://www.ibaraki.medinfo.ne.jp/[2011/11/11 15:02:48]


このサイトでは、病院、診療所、歯科診
療所、助産所を調べることができます


2010/10/27  「特定疾患の診断・治療・入院が可能な病院情報」について
2010/10/27  「脳脊髄液減少症の診療が可能な医療機関情報」について
2010/10/27  「難病患者を訪問診療できる医療機関情報」について
2010/10/27  「神経難病医療にかかる医療機関情報」について
2010/03/18  【医療施設の皆様へ】医療機能情報の修正方法について


一覧へ


選択した所在地内の医療機関を検索
します。


名称から医療機関を検索します。


診療科目を条件に医療機関を登録地
点から近い順で検索します。


対応できる治療内容を条件に医療機
関を登録地点から近い順で検索しま
す。


いろいろな条件で医療機関を登録地
点から近い順で検索します。


県内の助産所を表示します。


 分娩実績のある助産所を検索す
る


ご自宅やお勤め先をご登録していただくと、医
療機関を登録地点から近い順に検索できます。
自宅等登録


科目


曜日


時間


時  分
医療機関名（一部だけでも可）


検索結果で登録した医療機関を一覧表示しま
す。


4疾病の医療連携体制において、主な医療機能
を担う医療機関名を表示します。


携帯電話による医療機
関の検索サービスを提
供しています。
携帯電話サービス


よくある質問と回答(FAQ)
リンク集


「茨城県ホームページへ戻る」


このシステムで提供する医療機関の情報の権利は、茨城県に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。
本Webサイトへのリンクにつきましては、茨城県保健福祉部厚生総務課まで申し出てください。


本Webサイトに関するご意見・お問い合わせは、茨城県保健福祉部厚生総務課まで申し出てください。
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鳥取県 福祉施設等情報公表サービス


http://fukushi-kouhyou.pref.tottori.jp/koukai/com/SYS_TOP.aspx[2011/11/11 15:13:53]


鳥取県医療機関・福祉施設等情報公表サービス


 


公表情報の検索


介護サービス事業者の
公開情報の修正はこちら


医療機関・薬局の
公開情報の修正はこちら


掲載資料をご覧頂くには、
Adobe Reader（無料）
が必要です。


介護サービス事業者検索 


福祉施設検索


医療機関・薬局検索


新着情報・更新履歴


2010.07.29 セキュリティの必要上、システムへの情報の入力に時間がかかると、サーバがタイムアウ
トに達し、情報の入力が行えなくなります。（タイムアウトまでの時間はおよそ２０分です
。）
入力に時間がかかる場合は、１０分～１５分おきに保存を繰り返して入力するなどの対
処をお願いします。


Copyright(C) 2007-2011 鳥取県, All Rights Reserved
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埼玉県医療機能情報提供システム


http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/[2011/11/11 15:03:52]


  よくある質問  操作方法  用語説明  サイトマップ


   


過去のお知らせ


過去のお知らせ


2011/11/11 15:03:40  Version 1.0.2


このシステムについて  個人情報について  リンク  お問合せ先 


2011.10.11


【県民、医療機関向け】川口
市と鳩ヶ谷市の合併に伴う医
療機関・薬局の住所地等の変
更について


2011.06.29


【県民向け】当システムの使
い方多言語翻訳版(英、中、ハ
ングル、ポルトガル、スペイ
ン)の掲載について


2011.05.24
【県民向け、医療機関向け】
「患者さんのための３つの宣
言」事業について


2011.10.11


【県民の方、薬局開設者の方
へ】川口市と鳩ヶ谷市の合併
に伴う医療機関・薬局の住所
地等の変更について



http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/kensaku/Faq.aspx

http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/kensaku/info11/manual/manual11_Mokuji.htm
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TOPページ?-?長野県広域災害・救急医療情報システム


http://www.qq.pref.nagano.lg.jp/qq20/WP0101/RP010101BL.do;jsessionid=CEBE644D8C2E26C653EDDDCCF2A6B5B4[2011/11/11 15:06:39]


※さがしたい病院・診療所・歯科診療所の名前の一部から
さがすことができます。


※自宅など登録した場
所又は希望する場所を
基準にさがします。


※市町村を指定してさがすことができます。


※いろいろな条件（専門外来、予防接種、在宅医療、疾
患・治療内容など）を指定して探すことができます。


2011年11月10日 


2011年10月28日 


長野県広域災害・救急医療情報システム定期休止について 


ながの医療情報Ｎｅｔのアドレス変更


バーコードリーダー
で左の画像を読み取
るか、URLを携帯に
送信してアクセスし
てください。


Copyright (C) 2011 長野県広域災害・救急医療情報システム All rights reserved.
このシステムで提供する医療機関の情報の権利は、長野県に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。


Since
2004.10.1


35154107医療機関を名前でさがす｜医療機関を近くでさがす｜医療機関を市町村でさがす｜医療機関を医療機能でさがす｜薬局を名前でさがす｜薬局を近くでさがす｜薬局を市町村でさがす｜薬局を
医療機能でさがす｜助産所一覧｜Hospital,Clinic｜Pharmacy,Drugstore｜Midwifery Center｜緊急医をさがす｜急患センターをさがす｜緊急医案内サービス（電話・FAXで確認）0570-
088199｜小児救急医療電話相談 #8000｜精神科救急医療電話相談 0265-81-9900｜保健福祉事務所・保健所一覧｜医師会一覧｜リンク一覧｜自宅登録｜携帯版Webサイト｜お問い合わせ｜お
知らせ｜ご利用上の注意
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やまなし医療ネット - トップページ


http://www.yamanashi-iryo.net/[2011/11/11 15:06:18]


■ お知らせはありません。


■山梨県


■(社)山梨県医師会


■(社)山梨県歯科医師会


■(社)山梨県薬剤師会


■(社)山梨県看護協会


■広域災害救急医療情報システム(厚生労働省)



http://www.yamanashi-iryo.net/qq19
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高知県救急医療・広域災害情報システム「こうち医療ネット」


http://www.kochi-iryo.net/[2011/11/11 15:18:09]


こうち医療ネットとは ご利用案内 関連リンク お問合せ 個人情報について サイトマップ


2011/07/01 「医療機関を探す」の中に「周産期医療」を追加しました。
2011/01/18 小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、ﾋﾌﾞﾜｸﾁﾝ、子宮頸がん予防ﾜｸﾁﾝを無料で接種できる制度が...


名称や科目などを言葉から検索します。
名称 住所 科目 全て
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		高知県救急医療・広域災害情報システム「こうち医療ネット」
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かながわ医療情報検索サービス


http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/[2011/11/11 15:05:35]


  よくある質問  操作方法  用語説明  サイトマップ


   


 


 


 


 


過去のお知らせ


※システム利用上の注意
受診等で、この情報を利用される場合は、あら
かじめ該当の施設にお問い合わせください。


現在神奈川県からのお知らせはありません。


検索方法について
かんたん検索とは
診療（営業）日・時間、市町村の地域、施設の
最寄り駅から選んで検索ができます。
キーワード検索とは
施設名や地域名、その他さがしてみたい言葉を
入力して検索ができます。
目的別検索とは
相談対応や業務内容など公表されている項目か
ら選んで絞り込み検索ができます。
保健医療計画とは
詳しくは画面右上の操作方法を参照してくださ
い。
このホームページではＪａｖａＳｃｒｉｐｔを
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かながわ医療情報検索サービス


http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/[2011/11/11 15:05:35]


医療機能情報の報告はこちらからログイン画面へ移動して
ください。


2011/11/11 15:05:22  Version 1.0.2
このシステムについて  個人情報について  リンク  お問合せ先 


有効にしてご覧ください。その方法については
こちらをご覧下さい。



https://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/hokoku/Default.aspx

http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/kensaku/info14/info14.html#02

http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/kensaku/info14/info14.html#03

http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/kensaku/info14/link/Link-14.html

http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/kensaku/info14/info14.html#04

http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/kensaku/info14/info14.html#01

http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa/kensaku/info14/info14.html#01
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東京都医療機関案内サービス“ひまわり”｜東京都内の医療機関をさがせます。


http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp[2011/11/11 15:05:11]


6225184


このサイトについて


医療機能情報提供制度について


医療機関の皆様へ
（様式ダウンロード）
○医療機能情報の報告について
○医療機関のホームページへの
リンク設定について


サイトマップ


>>お知らせ一覧
【都民の皆様へ】検索がで
きない場合の対応について


2010/12/27


ご意見等は、下記メールボタン
よりお寄せください。（個別の
回答はいたしかねます。）


東京都福祉保健局
医療政策課


医療機関で受診する前にどうしたらよいか？
また、かかりつけ医についての情報をご覧になれます。


検索時に基点となる場所（自宅・勤務先など）が登録
できます。


Copyrights (C) 2003-2008 TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT all rights reserved.



http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13enmnlt.asp

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13toabts.htm
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http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/inavi/

http://www.guide.metro.tokyo.jp/

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/hoken_keikaku/index.html

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/isei/tokutei/

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13toqqlt.asp

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tokaso.asp

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tolklt.asp

http://www.metro.tokyo.jp/index.htm

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/

http://www.tokyo.med.or.jp/

http://www.tokyo-da.org/

http://www.toyaku.or.jp/

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13toiflt.asp

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13toiflt.asp

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13toiflt_out1.asp?no=21
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mailto:info@metro-himawari.net
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http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13to03sr.asp
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http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13to02sr.asp

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tosblt2.asp

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13to74sr.asp

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13to16sr.asp
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http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tohmup.asp
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えひめ医療情報ネット


http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38.asp[2011/11/11 15:16:20]


休日･夜間当番医を検索できま
す。下のボタンをクリックして
検索してください。


愛媛県の救急医療体制に
ついて（PDF: 96KB）


救急時の医療情報を音声電話又
はFAX案内で検索することがで
きます。下のPDFの手順に従
い、検索してください。


音声･FAX情報サービスに
ついて（PDF:111KB）


PDFファイルをご覧になるには
｢Adobe Reader｣(無料)が必要で
す。


携帯ならいつでもどこでも、モ
バイルサイトから医療情報を検
索できます。
携帯電話のカメラで下のバー
コードを読み取ってください。


読取機能が
ない場合
はこちらへ


2011年11月09日 


インフルエンザ様疾患罹患


時の異常行動の情報収集に


関する研究に対する協力に


ついて


2011年04月21日


東北地方太平洋沖地震によ


る被災者の公費負担医療の


取扱いについて


2011年04月20日


「福島県の原子力発電所事


故による被ばく」を心配さ


れた方への対応など


2011年03月29日


大規模災害時における救急


救命士の特定行為に関する


プロトコール及び指示体制


等について


2011年03月22日


救急救命士の特定行為の取


扱いについて


>>過去のお知らせ



http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38mmnu.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38mmnu.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/mi/ap/qq/men/mwtpmenult01.aspx

http://www.qq.pref.ehime.jp/mi/ap/qq/men/mwtpmenult01.aspx

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/images/qqmedical.pdf

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/images/qqmedical.pdf

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38tobnsp_in.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38tobnsp_in.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/voi/docs/voifax_operate.pdf

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/voi/docs/voifax_operate.pdf

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html

http://www.qq.pref.ehime.jp/kt.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/mi/ap/qq/sho/pwktsevigo01.aspx

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38mnumed.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38mnumed.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38mnupha.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38mnupha.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/mi/ap/qq/sho/pwjyoregsr01_002.aspx

http://www.qq.pref.ehime.jp/mi/ap/qq/sho/pwjyoregsr01_002.aspx

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38mnueng.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38mnueng.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/mi/ap/qq/sho/pwcenterup01.aspx

http://www.qq.pref.ehime.jp/mi/ap/qq/sho/pwcenterup01.aspx

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=178

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=178

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=178

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=178

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=167

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=167

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=167

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=169

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=169

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=169

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=174

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=174

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=174

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=174

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=171

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp_detail.asp?title_no=171

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38infosp.asp?page=1

http://www.pref.ehime.jp/h20180/kyukyu_syoni/index.html

http://www.pref.ehime.jp/h20180/kyukyu_syoni/index.html
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救急医療・小児救急医療


災害医療・緊急被ばく医


療


>>その他のリンク


ご利用について


このWebサイトに関するご意見・お問い合わせは、 情報センターまで


お問い合せに対するメールによる回答は平日の午前8時30分から午後5時15分までとさせていただきます｡ 医療相談等には応じかねますので、ご了承ください｡
当サイトは、トップページ(http://www.qq.pref.ehime.jp/)に限り、リンクフリーです。トップページ以外へのリンクは、ご遠慮いただきますようお願いします。


なお、トップページへのリンクについて、承認を差し上げることはいたしておりませんのでご了承ください。


Copyright c 2001-2009 えひめ医療情報ネット All rights reserved.



http://www.pref.ehime.jp/h20180/kyukyu_syoni/index.html

http://www.pref.ehime.jp/h20180/saigaihibaku/index.html

http://www.pref.ehime.jp/h20180/saigaihibaku/index.html

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38linksp.asp

http://www.qq.pref.ehime.jp/qqscripts/qq/qq38riyosp.asp

mailto:information_center@qq.pref.ehime.jp

mailto:information_center@qq.pref.ehime.jp
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なら医療情報ネット


http://www.qq.pref.nara.jp/qq/men/qqtpmenult.aspx[2011/11/11 15:13:01]


奈良県内の病院・診療所・歯科診療所・薬局・助産所を検索できる情報サイトです。


2011年9月1日 「救急の日」「救急医療週間」が今年も実施されま


す！    


2011年3月22日 「東北地方太平洋沖地震」被災地からの妊婦の受け


入れについて    


2010年3月25日 奈良県救急安心センター（♯７１１９）の開設につ


いて    


奈良県の病院、診療所、歯科診療所、助産所から、名称や診
療科目、四大疾病など、色々な条件でお医者さんを検索する
ことができます。


名前で薬局を探す
色々な条件で薬局を探す


Hospital，Clinic
Pharmacy，Drugstore
Midwifery Center


救急医療に関する相談、医療機関案内を行います。 救急医療のしくみ
いざというときの救急蘇生法
自動対外式除細動器(AED)設置
施設一覧表
奈良県健康増進計画
奈良県「自分の健康と病気が
よくわかる」ポータルサイト


#7119 (プッシュ回線・携帯電話から)


0744-20-
0119


 (ダイヤル回線・IP電話か


ら）


詳しくはこちら


ご


いつも使う医療機関や市町
村、地区の中心の登録がで
きます。


医療に関する患者の苦情や
相談等の対応を行います。


受付時間 平日 9:00～12:00


13:00～16:00
>> 詳しくはこちら


>> 詳しくはこちら


二次元バー
コードを携帯
で読み取り、
携帯電話でも
ご利用いただ
けます。


>> 詳しくはこちら



http://www.qq.pref.nara.jp/qq/inf/qqtpinfolt_out1.aspx?no=267

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/inf/qqtpinfolt_out1.aspx?no=267

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/inf/qqtpinfolt_out1.aspx?no=261

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/inf/qqtpinfolt_out1.aspx?no=261

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/inf/qqtpinfolt_out1.aspx?no=229

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/inf/qqtpinfolt_out1.aspx?no=229

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpmdrgsr.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpmdrgsr.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/tbn/qqtptbansr.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/tbn/qqtptbansr.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpstatsr.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpstatsr.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/men/qqtpmenult_sub.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/men/qqtpmenult_sub.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtpsyonlt.aspx

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-5765.htm

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtpsyonlt.aspx

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-5765.htm

http://www.qq.pref.nara.jp/mi/ap/qq/sho/pwdrunamsr01_002.asp

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpdregsr.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/mi/ap/qq/sho/pwmedengsr01_002.asp

http://www.qq.pref.nara.jp/mi/ap/qq/sho/pwdruengsr01_002.asp

http://www.qq.pref.nara.jp/mi/ap/qq/sho/pwjyoengsr01_002.asp

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtpiryslt.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtpkysolt.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/manual/AED.pdf

http://www.qq.pref.nara.jp/manual/AED.pdf

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-19802.htm

https://www.narakenko.info/

https://www.narakenko.info/

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/men/qqtpmenult/ansin7119.pdf

http://www.qq.pref.nara.jp/mi/ap/qq/sho/pwkakarilt01.asp

http://www.qq.pref.nara.jp/mi/ap/qq/sho/pwkakarilt01.asp

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpcentup.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpcentup.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpchikup.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpchikup.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtpazenlt.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtpsyotlt.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpsyoqsr.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/sho/qqtpsyoqsr.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/joh/qqtpmoblgo.aspx





なら医療情報ネット


http://www.qq.pref.nara.jp/qq/men/qqtpmenult.aspx[2011/11/11 15:13:01]


案


内


ご利用のヒント
リンク集


用語集
消防･保健所･医師会等一覧


救急告示病院・休日夜間応急診療所等一覧


ご利用上の注意 サイトマップ お問い合わせ SSLについて


Copyright (c) 2008
奈良県広域災害･救急医療情報システム／奈良県医療機能情報公表システム All rights reserved.
奈良県救急安心センター TEL:0744-46-9950（相談は＃7119もしくは0744-20-0119まで）



http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtphelplt.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtplinklt.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtpwordlt.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/etc/qqtpmdrlsr.aspx

http://www.pref.nara.jp/secure/34206/medicalcare.pdf

http://www.qq.pref.nara.jp/mi/ap/qq/men/mwtpmenult01.asp

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/ctt/qqtpriyolt.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/men/qqtpsitelt.aspx

http://www.qq.pref.nara.jp/qq/joh/qqtpquesgo.aspx

javascript:sslhtml()

http://www.pref.nara.jp/



		www.qq.pref.nara.jp

		なら医療情報ネット








あおもり医療情報ネットワーク　青森県広域災害・救急医療情報システム


http://www.qq.pref.aomori.jp/[2011/11/11 14:58:14]


本日の外来受付時間から検索することができます。


発熱・腹痛など（内科系の病気）


ケガ・事故


こどもの病気やケガ


出産・女性特有の診療


心臓の病気


脳の病気


歯痛・歯肉痛など


眼・耳・鼻の病気


皮膚・泌尿器の病気


心の病気


色々な条件でお医者さんを探す


営業時間から薬局を探す


2011/08/09
 計画停電時の対応について


2011/07/12
 東日本大震災の影響による


割当対応医薬品の一覧について
2011/05/23


 東日本大震災の影響による
割当対応医薬品の一覧について
2011/05/06


 被災された人工透析患者の
受入について
2011/04/27


 被災された妊婦さんの受入
について(更新)  


青森県


青森県医師会


青森県歯科医師会


青森県薬剤師会


ふくしネットあおもり（青森県社


会福祉協議会）


広域災害救急医療情報システム


（厚生労働省）


その他リンク


 



http://www.qq.pref.aomori.jp/QQ02TPNWSR/ACTAQQ02TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0301

http://www.qq.pref.aomori.jp/QQ02TPNWSR/ACTAQQ02TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0302
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http://www.qq.pref.aomori.jp/QQ02TPNWSR/ACTAQQ02TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0309

http://www.qq.pref.aomori.jp/QQ02TPNWSR/ACTAQQ02TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0310

http://www.qq.pref.aomori.jp/QQ02TPNWSR/ACTAQQ02TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0308

http://www.qq.pref.aomori.jp/QQ02TPNWSR/ACTAQQ02TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0304

http://www.qq.pref.aomori.jp/QQ02TPNWSR/ACTAQQ02TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0305
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色々な条件で薬局を探す  


助産所の一覧  


Hospital,Clinic


Pharmacy,Drugstore


このサイトで提供する情報は、青森県に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。
このWebサイトに関するご意見・お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。


Copyrightc 2009 Aomori Prefectural Government All Rights Reserved.
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長崎県｜ながさき医療機関情報システム


http://iryou.pref.nagasaki.jp/[2011/11/11 15:19:28]


マイリスト市町登録


長崎県 厚生労働省


福岡県 佐賀県 熊本県


広域災害救急医療情報システム
ふくおか医療情報ネット
佐賀県医療機能情報ネット
熊本県医療機能情報検索システム


長崎県医師会 長崎県歯科医師会
長崎県薬剤師会


サイトマップ ｜ 各課の問い合わせ先 ｜ 五十音さくいん キーワード検索 


 このサイトの使い方


くらしの情報 産業・仕事の情報 まちづくりの情報 行政の情報


トップ > 長崎県内の医療機関（病院、診療所、歯科診療所、助産所）検索サービスサイト「ながさき医療機


関情報システム」


「ながさき医療機関情報システム」は、診療科目や名称、キーワード、市町村名等から病院・診療所、歯科診療所、助産所を検索す


ることができ、またマイリストとして身近な病院情報を登録することができるシステムです。


医療機関を探す


はじめに、医療機関の種類を選びます（タグを選択して


ください）


  


リンク集


行政関連


近隣県のホームページ


近隣県の医療情報システム


医療関係団体


その他


お知らせ


お知らせを読み込み中です。


医療機関の皆様へ


ログイン・報告書等のダウンロードはこちらから


医療機関ログイン


各種文書・報告書様式


在宅当番医を探す


救急病院を探す


セカンド・オピニオン（主治医以外の意見）を聞きたい方


小児救急電話相談


長崎県医療安全相談センター
長崎県医療計画
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WAM-NET （財）日本医療機能評価機構


QRコードでURLの


読み取りができま


す。


URLをメール送信するこ


ともできます。


 


利用規約・リンクにつ


いて


個人情報の取り扱い
サイトマップ ご意見等


携帯電話版


医療政策課 電話：095-895-2464／E-mail：med_info@pref.nagasaki.lg.jp
Copyright(C)2008 ながさき医療機関情報システム All Right Reserved.


  ページトップへ


お問い合わせ ｜ アクセシビリティについて ｜ 個人情報の保護について ｜ 免責事項について


c 2006 Nagasaki Prefectural Government. All Rights Reserved.
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府民向けTOPメニュー - 京都健康医療よろずネット


http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx[2011/11/11 15:11:58]


救急対応可能な医療機関を探
します


救急対応可能な小児科
の医療機関を探します


医療機関を探
します（新型
インフルエン
ザの診療・ワ
クチン接種機
関の検索）


歯科を探します


リハビリテー
ション施設を
探します


薬局を探しま
す


助産所一覧を表示します Search for the medical
institution where foreign
languages is available.


健康づくりをサポートしま
す


IE7、Vistaについ


て


サイトマッ


プ
リンク集 ご利用について ご意見等 個人情報の取り扱い


(Member's Only)


京都府救急医療情報システム Copyright (C) Kyoto Prefecture All rights reserved.
運営主体 ： 京都府 健康福祉部 医療課
京都府ホームページ http://www.pref.kyoto.jp/ へのリンク
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トップメニュー - にいがた医療情報ネット


http://qq.niigata-iyaku.jp/[2011/11/11 15:06:58]


■ サイトマップ ■ 携帯サイトはこちらから


現在、お知らせがありません。


■ にいがた医療情報ネットについて
■ 休日夜間救急診療所等 電話・ＦＡＸ案内サービスにつ


いて
■ 医療の安全に関する相談について
■ 安心して救急医療を受診するために～県からのお願い


～
■ 小児救急医療電話相談
■ 小児救急冊子『こどもの急病・事故』
■ 新潟県医療お役立ち情報（各種計画及び医療関連情


報）
■ 保健所一覧
■ 関連リンク集
■ よくある質問と回答（FAQ)


 
医療機関、薬局名の一部又は全てを指定し、検索ボタンを押してください。


 検索時に起点となる場所（自宅
や会社など）を登録します。


以下のメニューからは、それぞれの診療科目に対応した病
院、診療所、歯科診療所、助産所を検索できます。


以下のメニューからは、休日・夜間に診療可能な機関を検
索できます。


 


本サイトのリンクについて


にいがた医療情報ネットに掲載されている医療機関及び薬局の情報につきまして、ご不明な点がございまし
たら、該当の医療機関及び薬局に直接ご確認するようお願い申し上げます。


Copyright (C) 2008 にいがた医療情報ネット All rights reserved.



http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT06.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT02.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPIFLT/ACTBQQ15TPIFLT01.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT04.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT07.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT07.do

http://www.pref.niigata.lg.jp/iyaku/1191342664514.html

http://www.pref.niigata.lg.jp/iyaku/1227124894485.html

http://www.pref.niigata.lg.jp/iyaku/1227124894485.html

http://www.pref.niigata.lg.jp/iyaku/1196180205728.html

http://www.pref.niigata.lg.jp/iyaku/1196180206232.html

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT08.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT08.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT05.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT03.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT01.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15MOLGGO/ACTAQQ15MOLGGO01-1.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPADUP/ACTAQQ15TPADUP01.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPNWSR/ACTAQQ15TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0301

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPNWSR/ACTAQQ15TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0302

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPNWSR/ACTAQQ15TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0303

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPNWSR/ACTAQQ15TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0304

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPNWSR/ACTAQQ15TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0305

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPNWSR/ACTAQQ15TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0306

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPNWSR/ACTAQQ15TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0307

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPNWSR/ACTAQQ15TPNWSR01.do?selectedKbnCd=0308

http://qq.niigata-iyaku.jp/MI00TPIKSR/ACTBMI00TPIKSR01.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/MI00TPDGSR/ACTAMI00TPDGSR02.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPTBSR/ACTBQQ15TPTBSR01.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPQQLT/ACTBQQ15TPQQLT01.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSTSR/ACTBQQ15TPSTSR01.do

http://qq.niigata-iyaku.jp/QQ15TPSALT/ACTFQQ15TPSALT04.do



		qq.niigata-iyaku.jp

		トップメニュー - にいがた医療情報ネット





		FxLm5paWdhdGEtaXlha3UuanAvAA==: 

		_ACFMI00TPNMSR: 

		keyword: 

		NameSearch: 












みやざき医療ナビ「宮崎県総合医療情報システム」


http://www.e-navi.pref.miyazaki.lg.jp/qqport/[2011/11/11 15:20:47]


このQRコードを読み取
り、お手持ちの携帯電話で
も医療機関をさがすことが
できます。


詳しくはこちら
 


 


このサイトは、県民の皆様の身近にある、病院・小児科・精神科などの医療機関を検索し、日ごろの健康管理や、もしもの際の
安心・安全に備える情報を提供しています。詳しい使い方は「このサイトについて」をご覧ください。


 


 


ページの先頭へ


2011年10月17日
小麦加水分解物を含有する旧「茶のしずく石鹸」の自主回収の周知等について


2011年10月11日
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の第５回集計報告のお知らせ


2011年09月06日
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業平成２２年報


2011年09月02日
「９月９日は救急の日です」 ～救急医療の適正利用について


2011年07月08日
「ＭＤクリニックダイエット」「ホスピタルダイエット」などと称される製品
による健康被害について
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トップメニュー - とちぎ医療情報ネット


http://www.qq.pref.tochigi.jp/[2011/11/11 15:03:20]


とちぎ医療情報ネットは、
病院・診療所・歯科診療所・薬局等を選ぶために
皆様に役立つ情報を
提供するためのシステムです。


[2011/10/14]    【別冊】栃木県保健医療計画（５
期計画）～機能別医療機関名～


[2011/01/14]    【本編】栃木県保健医療計画（５
期計画）


[2011/08/17]  東日本大震災に係る医療施設等災害復旧費
補助金の査定について


[2011/03/28]  平成22年度機能別医療機関の現況調査結果
について


[2010/05/18]  脳脊髄液減少症対応可能医療機関について


■ かかりつけ医をもちましょう
■ こども救急ガイドブック
■ とちぎ子ども救急電話相談
■ 食生活指針
■ とちぎ健康２１プラン
■ 食中毒の知識
■ こどもの救急～おかあさんのための救急＆予防サイト
～
（社団法人日本小児科学会のホームページです。）


■ 携帯電話サービス
■ よくある質問と回答（FAQ)
■ リンク集


※ ご利用前に必ずお読みください
■ このサイトについて


 
検索時に起点となる場所
（自宅 や会社など）を登録
します。


 


病院・診療所・歯科診療所を探したいとき


今すぐ受診したい時はこちらからお探しください。


いろいろな条件を指定して検索できます。


 
いろいろな条件を指定して検索できます。


 
助産所の情報を検索できます。


 


 
休日・夜間救急診療所の情報を検索できます。


休日・夜間当番医の情報を検索できます。
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ぎふ医療施設ポータルトップページ


http://www3.pref.gifu.lg.jp/pref/s11229/teikyo/[2011/11/11 15:09:09]


サイトマップ｜ご利用上の注意｜セキュリティポリシー｜ご利用方法｜｜トップページ｜


Copyright c GIFU PREFECTURE. All Rights Reserved.


お知らせ


【2011年03月30日】 県からのお知らせ 更新情報


【2010年03月17日】 メンテナンスによる利用停止のお知らせ【３月１７日】


【2009年09月02日】 メンテナンスによる利用停止のお知らせ【９月４日】


 お知らせ一覧


 


医
療機
関


薬
局


△Top


県からのお知らせ


● 医療機関情報に関すること
● 薬局情報に関すること
● 病院名簿
● 県民向け情報
● 医療機関向け情報
● 薬局向け情報


リンク集


● 岐阜県庁ホームページ
● 岐阜県医師会
● 岐阜県歯科医師会
● 岐阜県薬剤師会
● 岐阜県広域災害・救急医療情
報システム


 リンク一覧


岐阜県健康福祉部 医療整備課 薬務水道課 岐阜市薮田南2-1-1


122233  
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トップページ - 北海道医療機能情報システム


http://www.medinfo.ne.jp/hokkaido/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx[2011/11/11 14:57:25]


274107


北海道の病院・診療所・歯科診療所、助産所、薬局が検索できる情報サイト。北海道内の医療情報を提供します。


北海道医師会、北海道
歯科医師会、日本助産
師会北海道支部、北海
道薬剤師会、北海道薬
剤師会基準薬局等の
ホームページへのリン
ク集です。


当システムのご利用に伴
う注意事項などをお知ら
せしています。


2011年06月01日
「お問い合わせ」について


2008年10月02日
医療機関の医療機能情報を公表しています。


2008年05月20日
薬局機能情報を公表しています。


携帯のメールアドレス
にURLを送信します。


→一覧


地域から探す(病院・診療所・歯科を探す) | 医療機関名から探す(病院・診療所・歯科を探す) | 医療機能で探す(病院・診療
所・歯科を探す) | 助産所一覧 
地域から探す(薬局を探す) | リンク集 | お知らせ | 携帯電話サービス | 利用ガイド | お問い合わせ | 関係者ログイン


 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111（大代表）


Copyrights (C) 2008 HOKKAIDO GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED.
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