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北海道 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 011-231-4111（内線25-351） 担当の保健所をご紹介する場合があります。
札幌市 保健福祉局保健所医療政策課 011-622-5162
旭川市 保健所医務薬務課 0166-26-1111（内線2945）
函館市 地域保健課医務担当 0138-32-1513
小樽市 保健総務課 0134-22-3117 保健所の代表電話です。
青森県 健康福祉部医療薬務課 017-734-9291 担当の保健所をご紹介する場合があります。
青森市 保健所保健予防課 017-765-5281
八戸市 保健所保健総務課 0178-38-0707
岩手県 保健福祉部医療政策室 019-629-5406 担当の保健所をご紹介する場合があります。
盛岡市 保健所企画総務課 019-603-8302

宮城県 保健福祉部医療政策課 022-211-2614

担当の保健所をご紹介する場合があります。
各保健所でもご相談をお受けします。
仙南保健所企画総務班  0224-53-3116
塩釜保健所企画総務班  022-363-5502
大崎保健所企画総務班  0229-91-0708
栗原保健所企画総務班  0228-22-2112
登米保健所企画総務班  0220-22-7514
石巻保健所企画総務班  0225-95-1420
気仙沼保健所企画総務班 0226-22-6661

仙台市 健康福祉局保健所健康安全課 022-214-8073
秋田県 健康福祉部 医務薬事課 018-860-1411 担当の保健所をご紹介する場合があります。
秋田市 保健総務課 018-883-1170

山形県 健康福祉部健康福祉企画課 023-630-3318

担当の保健所をご紹介する場合があります。
各保健所でもご相談をお受けします。
村山保健所保健企画課医薬事室 023-627-1182
最上保健所保健企画課 0233-29-1256
置賜保健所保健企画課 0238-22-3872
庄内保健所保健企画課 0235-66-4738

山形市 保健所 保健総務課 023-616-7261
福島県 保健福祉部地域医療課 024-521-7915 担当の保健所をご紹介する場合があります。
郡山市 保健所総務課 024-924-2120
いわき市 保健所総務課 0246-27-8590
福島市 保健所総務課 024-597-6221

茨城県 保健福祉部厚生総務課 029-301-3129

担当の保健所をご紹介する場合があります。
各保健所でもご相談をお受けします。
中央保健所    029-241-0100
ひたちなか保健所 029-265-5515
日立保健所    0294-22-4188
潮来保健所    0299-66-2114
竜ケ崎保健所   0297-62-2161
土浦保健所    029-821-5342
つくば保健所   029-851-9287
筑西保健所    0296-24-3911
古河保健所    0280-32-3021

水戸市 保健所保健総務課医事薬事室 029-243-7329
栃木県 保健福祉部医療政策課 028-623-3085 担当の保健所をご紹介する場合があります。
宇都宮市 保健所総務課 028-626-1103
群馬県 健康福祉部医務課医療指導係 027-226-2532 担当の保健所をご紹介する場合があります。
前橋市 健康部保健総務課医事薬事係 027-220-5782
高崎市 保健医療部保健医療総務課医事薬事担当 027-381-6111
埼玉県 保健医療部医療整備課 048-830-3539 担当の保健所をご紹介する場合があります。
さいたま市 保健福祉局保健所保健総務課医務係 048-840-2207
川越市 保健医療部保健所保健総務課医事・薬事担当 049-227-5101
越谷市 保健医療部保健所保健総務課 048-973-7530
川口市 保健部保健所管理課医事薬事係 048-266-5557
千葉県 健康福祉部医療整備課医療指導班 043-223-3884 担当の保健所をご紹介する場合があります。
千葉市 保健福祉局医療衛生部保健所総務課 043-238-9921
船橋市 保健所保健総務課医事薬事係 047-409-3759（直通）
柏市 総務企画課 04-7167-1255

東京都 福祉保健局医療政策部医療安全課指導担当 03-5320-4432
都内の病院に関するご相談をお受けします。
担当の保健所をご紹介する場合があります。

千代田区 千代田区千代田保健所生活衛生課医務薬事係 03-5211-8167 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
中央区 中央区保健所生活衛生課医事薬事係 03-3541-5937 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
港区 港区みなと保健所生活衛生課医務薬事係 03-6400-0044 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
新宿区 新宿区保健所衛生課医薬衛生係 03-5273-3845 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
文京区 文京区文京保健所生活衛生課医薬係 03-5803-1226 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
台東区 台東保健所生活衛生課医務薬事衛生 03-3847-9416 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
墨田区 墨田区保健所生活衛生課生活環境係 03-5608-6939 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
江東区 江東区保健所生活衛生課医薬衛生係 03-3647-5815 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
品川区 品川区保健所生活衛生課医薬環境衛生担当 03-5742-9137 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
目黒区 目黒区保健所生活衛生課医薬係 03-5722-9529 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
大田区 大田区保健所生活衛生課医薬担当 03-5764-0692 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
世田谷区 世田谷区世田谷保健所生活保健課医事・薬事係 03-5432-2902 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
渋谷区 渋谷区保健所生活衛生課医薬係 03-3463-2324 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
中野区 中野区保健所生活衛生課医薬環境衛生係 03-3382-6663 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
杉並区 杉並区杉並保健所生活衛生課保健衛生医務担当 03-3391-1991 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
豊島区 豊島区池袋保健所生活衛生課医務・薬事グループ 03-3987-4207 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
北区 北区保健所生活衛生課医薬衛生 03-3919-0727 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
荒川区 荒川区保健所生活衛生課環境衛生係 医薬担当 03-3802-3111（内線427） 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
板橋区 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事グループ 03-3579-2124 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
練馬区 練馬区保健所生活衛生課医務薬事係 03-5984-1352 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
足立区 足立区足立保健所生活衛生課医薬衛生係 03-3880-5362 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
葛飾区 葛飾区保健所生活衛生課医薬担当係 03-3602-1242 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
江戸川区 江戸川保健所生活衛生課医務衛生係 03-3658-3177 区内の診療所に関するご相談をお受けします。
八王子市 健康部生活衛生課 042-645-5114 市内の診療所に関するご相談をお受けします。
町田市 町田市保健所保健総務課保健医療係 042-722-6728 市内の診療所に関するご相談をお受けします。
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神奈川県 健康医療局保健医療部医療課 045-210-4869 担当の保健所をご紹介する場合があります。
横浜市 健康福祉局医療安全課 045-671-3656
川崎市 健康福祉局保健所医事・薬事課 044-200-2494
相模原市 健康福祉局保健所地域保健課 042-769-8343
横須賀市 健康部保健所健康づくり課 046-824-7501
藤沢市 福祉健康部保健所地域保健課 0466-50-3592
茅ヶ崎市 地域保健課 0467-38-3314

新潟県 福祉保健部医務薬事課 025-280-5184 

管轄の保健所にお問い合わせください。
村上保健所地域保健課   0254-53-8368
新発田保健所医薬予防課  0254-26-9651
新津保健所地域保健課   0250-22-5174
三条保健所医薬予防課   0256-36-2362
長岡保健所医薬予防課   0258-33-4932
魚沼保健所地域保健課   025-792-8612
南魚沼保健所医薬予防課  025-772-8142
十日町保健所地域保健課  025-757-2401
柏崎保健所地域保健課   0257-22-4112
上越保健所医薬予防課   025-524-6134
糸魚川保健所地域保健課  025-553-1933
佐渡保健所地域保健課   0259-74-3403

新潟市 保健衛生部保健所保健管理課医療指導係 025-212-8187
富山県 厚生部医務課 076-444-3219 担当の保健所をご紹介する場合があります。
富山市 富山市保健所地域健康課医務係 076-428-1155
石川県 健康福祉部医療対策課医療指導グループ 076-225-1433 担当の保健所をご紹介する場合があります。
金沢市 保健所地域保健課 076-234-5102
福井県 健康福祉部地域医療課 0776-20-0397 担当の保健所をご紹介する場合があります。
福井市 保健所保健企画課 0776-33-5182
山梨県 福祉保健部医務課医療指導県立病院担当 055-223-1482 担当の保健所をご紹介する場合があります。
甲府市 福祉保健部医務感染症課 055-242-6180
長野県 健康福祉部医療政策課 026-235-7145 各保健所でもご相談をお受けします。
長野市 保健所総務課 026-226-9941
岐阜県 健康福祉部医療整備課 058-272-8265 担当の保健所をご紹介する場合があります。
岐阜市 保健所保健医療課 058-252-7197
静岡県 健康福祉部医療局医療政策課 054-221-2418、054-221-2417 担当の保健所をご紹介する場合があります。
静岡市 生活衛生課 054-249-3159
浜松市 保健総務課 053-453-6135
愛知県 保健医療局健康医務部医務課 052-954-6275 担当の保健所をご紹介する場合があります。
名古屋市 健康福祉局健康部保健医療課 052-972-3495
豊田市 保健部総務課 0565-34-6723
岡崎市 保健企画課 0564-23-6695
豊橋市 健康政策課 0532-39-9102
三重県 医療保健部医療政策課 059-224-2337 担当の保健所をご紹介する場合があります。
四日市市 健康福祉部保健予防課 059-352-0590
滋賀県 健康医療福祉部医療政策課医療整備係 077-528-3625 担当の保健所をご紹介する場合があります。
大津市 保健総務課 077-522-6757
京都府 健康福祉部医療課医務・看護係 075-414-4746 担当の保健所をご紹介する場合があります。
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画 075-213-2983
大阪府 健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ 06-6944-9170 担当の保健所をご紹介する場合があります。
大阪市 保健所保健医療対策課 06-6647-0679
堺市 健康福祉局健康部保健所保健医療課 072-228-7582
豊中市 健康政策課医薬安全係 06-6152-7384
東大阪市 保健所地域健康企画課 072-960-3801
高槻市 健康医療政策課 072-661-9330
枚方市 保健医療課 072-807-7623
八尾市 健康まちづくり部保健企画課 072-994-0661
寝屋川市 健康部保健総務課 072-829-7771
吹田市 健康医療部保健医療室 06-6339-2225
兵庫県 健康福祉部健康局医務課 078-341-7711（内線3227,3228） 担当の保健所をご紹介する場合があります。
神戸市 保健所医務薬務課 078-322-6797
姫路市 総務企画課 079-289-1631
尼崎市 保健企画課 06-4869-3010
西宮市 保健総務課 0798-26-3682
明石市 保健総務課 078-918-5414
奈良県 福祉医療部医療政策局地域医療連携課 0742-27-8653 担当の保健所をご紹介する場合があります。
奈良市 保健衛生課 0742-93-8395
和歌山県 福祉保健部健康局医務課 073-441-2603 担当の保健所をご紹介する場合があります。
和歌山市 総務企画課 073-488-5108
鳥取県 福祉保健部健康医療局医療政策課 0857-26-7173 担当の保健所をご紹介する場合があります。
鳥取市 保健医療課 0857-30-8531
島根県 健康福祉部医療政策課 0852-22-6700 担当の保健所をご紹介する場合があります。
松江市 健康部保健衛生課 0852-28-8285
岡山県 保健福祉部医療推進課 086-226-7403 担当の保健所をご紹介する場合があります。
岡山市 保健所保健課医務係 086-803-1254
倉敷市 保健課保健医療係 086-434-9812
広島県 健康福祉局医務課 082-513-3056 次の各市保健所でもご相談をお受けします。
広島市 保健所医療政策課 082-241-1585
呉市 保健所地域保健課 0823-25-3534
福山市 保健所総務課 084-928-1164
山口県 健康福祉部医務保険課 083-933-2820 担当の保健所をご紹介する場合があります。
下関市 保健医療政策課 083-231-1711

徳島県 徳島県 保健福祉部医療政策課 088-621-2189

各保健所でもご相談をお受けします。
徳島保健所 088-652-5153
吉野川保健所 0883-36-9015
保健福祉環境部<阿南>0884-28-9867
三好保健所 0883-72-1122
美馬保健所 0883-52-1017

香川県 健康福祉部医務国保課 087-832-3320 担当の保健所をご紹介する場合があります。
高松市 保健所保健予防課 087-839-2860

香川県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

神奈川県

新潟県

富山県

石川県



各都道府県、保健所設置市及び特別区における医療に関する広告の窓口一覧

都道府県 市区 相談窓口 電話番号 備考

愛媛県 保健福祉部社会福祉医療局医療対策課 089-912-2447 担当の保健所をご紹介する場合があります。
松山市 医事薬事課 089-911-1865
高知県 健康政策部医事薬務課 088-823-9749 担当の保健所をご紹介する場合があります。
高知市 保健所地域保健課 088-822-0577
福岡県 医療指導課 092-643-3274 担当の保健所をご紹介する場合があります。
北九州市 保健福祉局健康医療部地域医療課 093-582-2678 担当の保健所をご紹介する場合があります。
福岡市 保健福祉局健康医療部地域医療課 092-711-4264 担当の保健所をご紹介する場合があります。
久留米市 健康福祉部保健所総務医薬課 0942-30-9725

佐賀県 佐賀県 健康福祉部医務課 0952-25-7073 

各保健所でもご相談をお受けします。
佐賀中部保健福祉事務所企画経営課（佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町） 0952-30-2174
鳥栖保健福祉事務所企画経営課（鳥栖市・基山町・上峰町・みやき町） 0942-83-2161
唐津保健福祉事務所企画経営課（唐津市・玄海町） 0955-73-4185
伊万里保健福祉事務所企画経営課（伊万里市・有田町） 0955-23-2101
杵藤保健福祉事務所企画経営課（武雄市・嬉野市・鹿島市・大町町・江北町・白石町・太良町）0954-22-2103

長崎県 長崎県 福祉保健部医療政策課医事・医療相談班 095-895-2464

各保健所でもご相談をお受けします。
西彼保健所企画調整課（西海市・時津町・長与町） 095-856-0691
県央保健所企画調整課（諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町） 0957-26-3304
県南保健所企画調整課（島原市・南島原市・雲仙市） 0957-62-3287
県北保健所企画調整課（平戸市・松浦市・佐々町） 0950-57-3933
五島保健所企画保健課（五島市） 0959-72-3125
上五島保健所企画保健課（小値賀町・新上五島町） 0959-42-1121
壱岐保健所企画保健課（壱岐市） 0920-47-0260）
対馬保健所企画保健課（対馬市） 0920-52-0166

長崎市 地域保健課医事統計係 095-829-1153（内線3019）
佐世保市 保健福祉政策課医事薬事係 0956-24-1111（内線5518）
熊本県 健康福祉部健康局医療政策課総務・医事班 096-333-2205 担当の保健所をご紹介する場合があります。
熊本市 医療政策課 096-364-3186
大分県 福祉保健部医療政策課 097-506-2646 担当の保健所をご紹介する場合があります。
大分市 保健総務課医務薬事担当班 097-536-2554

宮崎県 医療薬務課医務・計画担当（全般的事項） 0985-26-7055

個別の案件については、最寄りの保健所に御連絡いただき、全般的な事項については、医療薬務課までご連絡く
ださい。
中央保健所総務企画課（国富町・綾町） 0985-28-2111
日南保健所総務企画課（日南市・串間市） 0987-23-3141
都城保健所総務企画課（都城市・三股町） 0986-23-4504
小林保健所総務企画課（小林市・えびの市・高原町） 0984-23-3118
高鍋保健所総務企画課（西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町） 0983-22-1330
日向保健所総務企画課（日向市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村） 0982-52-5101
延岡保健所総務企画課（延岡市） 0982-33-5373
高千穂保健所総務企画課（高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町） 0982-72-2168

宮崎市 健康管理部保健医療課 0985-29-4130
鹿児島県 くらし保健福祉部保健医療福祉課 099-286-2707 担当の保健所をご紹介する場合があります。
鹿児島市 生活衛生課医務薬務係 099-803-6881
沖縄県 保健医療部医療政策課 098-866-2111 担当の保健所をご紹介する場合があります。
那覇市 生活衛生課 098-853-7963
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