医療機関等名

医療機関区分

医療法人社団リズミック産婦人科クリニック

医科（診療所） 001-0022

北海道

札幌市北区北二十二条西5丁目1-32ボアソルテN22 ２F

011-700-0505

医療法人はまなす

医科（診療所） 002-8024

北海道

札幌市北区篠路四条９丁目12-45

011-776-3030

医科（診療所） 002-8072

北海道

札幌市北区あいの里２条３丁目16-7

011-778-7031

医科（診療所） 004-0065

北海道

札幌市厚別区厚別西五条１丁目１６－２０クリニックステーション２階

011-801-7000

篠路はまなすクリニック

かしま内科クリニック

電話番号

医療法人社団

脳神経外科

医療法人社団

手稲ネフロクリニック

医科（診療所） 007-0874

北海道

札幌市手稲区前田２条１１丁目３ー５

011-686-2121

医療法人社団ひらた皮フ科クリニック

医科（診療所） 040-0025

北海道

函館市堀川町8-4

0138-51-6561

ひでしま内科クリニック

医科（診療所） 040-0078

北海道

函館市北浜町２－２

0138-41-1155

医療法人社団はらだ内科消化器科クリニック

医科（診療所） 041-0812

北海道

函館市昭和昭和2丁目37-20

0138-40-6700

医療法人社団

医科（診療所） 041-1402

北海道

茅部郡鹿部町鹿部100

01372-7-3399

おたるレディースクリニック

医科（診療所） 047-0032

北海道

小樽市稲穂4-1-7

0134-25-0303

市立室蘭みなと診療所

医科（診療所） 051-0022

北海道

室蘭市海岸町1丁目103番地

0143-23-3710

新冠町立国民健康保険診療所

医科（診療所） 059-2402

北海道

新冠郡新冠町中央町5-14

0146-47-2411

きゅうま内科循環器クリニック

医科（診療所） 060-0061

北海道

札幌市中央区南一条西14丁目291－81ウィステリア南1条ビル2階

011-251-7000

たばた産婦人科クリニック

医科（診療所） 060-0063

北海道

札幌市中央区南三条西2丁目１－１Ｈ＆Ｂプラザビル３階

011-522-5566

医療法人社団つつみ整形外科クリニック

医科（診療所） 061-1431

北海道

恵庭市有明町3丁目1-6

0123-33-7722

医療法人

医科（診療所） 061-3207

北海道

石狩市花川南七条3丁目42-1

0133-75-2525

まつぞの小児科医院

医科（診療所） 062-0932

北海道

札幌市豊平区平岸二条12丁目3-12

011-822-5000

医療法人社団 百石内科循環器クリニック

医科（診療所） 063-0012

北海道

札幌市西区福井２丁目３番１６号

011-663-3885

医療法人社団潮陵会医大前南４条内科

医科（診療所） 064-0804

北海道

札幌市中央区南4条西15丁目1-32ほくやく南4条ビル３F

011-521-1159

札幌脊椎内視鏡・整形外科クリニック

医科（診療所） 065-0016

北海道

札幌市東区北16条東16丁目1-13北愛メディカルビル１階

011-776-6670

医療法人社団

医科（診療所） 066-0025

北海道

千歳市梅ヶ丘１丁目４番１

0123-22-3755

はせがわ内科クリニック

医科（診療所） 066-0032

北海道

千歳市北陽１丁目５－３

0123-23-1000

市立千歳市民病院

医科（診療所） 066-8550

北海道

千歳市北光２丁目１番１号

0123-25-2241

おおしま内科

医科（診療所） 070-0054

北海道

旭川市４条西7丁目1-4

0166-24-3888

医療法人社団ささきこどもクリニック

医科（診療所） 071-8135

北海道

旭川市末広５条１２丁目１－１

0166-57-0757

医療法人社団緑が丘クリニック

医科（診療所） 078-8804

北海道

旭川市緑が丘東４条1丁目3番15号

0166-66-2002

いしかわ耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 080-0015

北海道

帯広市西五条南24丁目18番地

0155-24-1717

うしき整形外科クリニック

医科（診療所） 085-0005

北海道

釧路市松浦町４－１２うしき整形外科クリニック

0154-22-4734

くしろレディースクリニック

医科（診療所） 085-0047

北海道

釧路市新川町2-23

0154-32-1020

医療法人社団

西谷内科医院

医科（診療所） 090-0042

北海道

北見市北二条西６丁目１番地

0157-23-6687

びほろ耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 092-0004

北海道

網走郡美幌町仲町1-101-3

0152-73-3900

国民健康保険和寒町立診療所

医科（診療所） 098-0132

北海道

上川郡和寒町西町111番地

0165-32-2103

医療法人社団

五稜会病院

医科（病院）

002-8029

北海道

札幌市北区篠路九条6丁目2-3

011-771-5660

新札幌整形外科病院

医科（病院）

004-0022

北海道

札幌市厚別区厚別南2丁目2-32

011-893-1161

医科（病院）

040-0054

北海道

函館市元町32-18社会医療法人

函館市医師会病院

医科（病院）

041-8522

北海道

函館市富岡町２丁目１０番１０号

0138-43-6000

市立函館病院

医科（病院）

041-8680

北海道

函館市港町１丁目１０番１号

0138-43-2000

医科（病院）

047-0032

北海道

小樽市稲穂2丁目22番6号野口病院

0134-32-3775

医科（病院）

050-0074

北海道

室蘭市中島町3丁目32番15号

0143-44-3274

医科（病院）

050-0082

北海道

室蘭市寿町1-10-1

0143-44-1519

医科（病院）

051-8512

北海道

室蘭市山手町３丁目８番１号

0143-25-3111

医科（病院）

052-0012

北海道

伊達市松ケ枝町２４５番地１

0142-21-2000

医療法人社団倭会三恵病院

医科（病院）

052-0105

北海道

有珠郡壮瞥町仲洞爺69

0142-66-3232

苫小牧市立病院

医科（病院）

053-0034

北海道

苫小牧市清水町1-5-20

0144-33-3131

医科（病院）

065-0033

北海道

札幌市東区北三十三条東14丁目3-1札幌東徳洲会病院

011-722-1110

千歳桂病院

医科（病院）

066-0068

北海道

千歳市蘭越97番地の2

0123-23-2101

市立千歳市民病院

医科（病院）

066-8550

北海道

千歳市北光２丁目１番１号

0123-24-3000

岩見沢市立総合病院

医科（病院）

068-8555

北海道

岩見沢市九条西７丁目２番地岩見沢市立総合病院

0126-22-1650

上富良野町立病院

医科（病院）

071-0561

北海道

空知郡上富良野町大町3丁目2-15

0167-45-3171

医療法人優仁会滝川中央病院

医科（病院）

073-0015

北海道

滝川市朝日町東2丁目1番5号医療法人優仁会滝川中央病院

0125-22-4344

北海道中央病院

医科（病院）

074-0012

北海道

深川市西町１－７

0164-22-2135

帯広中央病院

医科（病院）

080-0018

北海道

帯広市西八条南７丁目１－３

0155-24-2200

医科（病院）

080-0046

北海道

帯広市西十六条北一丁目２７

0155-35-3355

医科（病院）

080-0111

北海道

河東郡音更町木野大通東17-1-6

0155-32-3311

医科（病院）

085-0017

北海道

釧路市幸町9丁目3

0154-31-2111

医療法人東北海道病院

医科（病院）

085-0036

北海道

釧路市若竹町7-19

0154-23-3425

医療法人社団公和会中村記念愛成病院

医科（病院）

090-0051

北海道

北見市高栄東町4丁目20番1号

0157-24-8131

雄武町国民健康保険病院

医科（病院）

098-1702

北海道

紋別郡雄武町雄武1482-2

0158-84-2517

中頓別町国民健康保険病院

医科（病院）

098-5551

北海道

枝幸郡中頓別町中頓別175番地

01634-6-1131

医療法人社団双心会女満別中央病院

医科（病院）

099-2324

北海道

網走郡大空町女満別西四条4丁目1番29号

0152-74-2181

プルミエ歯科クリニック

歯科（診療所） 001-0040

北海道

札幌市北区北四十条西四丁目2－15東光ストア2階

011-700-4182

麻生エルム歯科

歯科（診療所） 001-0040

北海道

札幌市北区北四十条西4丁目２－２０麻生むらもとビル２階

011-737-1177

歯科（診療所） 002-8024

北海道

札幌市北区篠路四条８丁目１－１８

011-775-0555

歯科（診療所） 003-0002

北海道

札幌市白石区東札幌二条1丁目3-19 第一斉藤ビル１F

011-832-0015

歯科（診療所） 003-0028

北海道

札幌市白石区平和通11丁目南３－５

011-866-8241

樋口歯科クリニック

歯科（診療所） 004-0864

北海道

札幌市清田区北野四条3丁目1-37

011-884-5444

医療法人社団

歯科（診療所） 006-0816

北海道

札幌市手稲区前田六条16丁目１－６

011-683-3699

うおづ歯科医院

歯科（診療所） 007-0804

北海道

札幌市東区東苗穂四条2丁目3番メディカル棟2階

011-785-3748

タカミ歯科クリニック

歯科（診療所） 040-0046

北海道

函館市谷地頭町34-14

0138-26-8866

酒井歯科医院

歯科（診療所） 041-0851

北海道

函館市本通2-23-3

0138-55-5653

歯科（診療所） 047-0032

北海道

小樽市稲穂２丁目１１番１３号

八丁平歯科医院

歯科（診療所） 050-0061

北海道

室蘭市八丁平２丁目２７番１６号

0143-46-1182

医療法人社団つつみ歯科医院

歯科（診療所） 053-0045

北海道

苫小牧市双葉町1-3-2つつみ歯科医院

0144-36-2861

グランド歯科医院

歯科（診療所） 060-0002

北海道

札幌市中央区北二条西三丁目１－８朝日生命札幌ビル２階

011-261-8066

いしぐろ歯科クリニック

歯科（診療所） 060-0011

北海道

札幌市中央区北十一条西１５丁目２－１サンエーアインビル２階

011-756-1182

きしやデンタルクリニック

歯科（診療所） 060-0042

北海道

札幌市中央区大通西16丁目1-30芙蓉第10ビル

011-624-7291

医療法人社団宏仁会

歯科（診療所） 060-0042

北海道

札幌市中央区大通西5丁目8番地昭和ビル8階

011-213-1184

医療法人仁友会日之出歯科診療所

歯科（診療所） 060-0061

北海道

札幌市中央区南１条西４丁目１３番地日之出ビル３階

011-231-2309

エルフィン通り歯科

歯科（診療所） 061-1121

北海道

北広島市中央6-8-10EAST

011-373-4184

医療法人豪歯会

歯科（診療所） 061-3216

北海道

石狩市花川北六条5-139-1

0133-74-8686

月寒デンタルクリニック

歯科（診療所） 062-0053

北海道

札幌市豊平区月寒東三条１６丁目６－１０

011-799-0987

西町歯科医院

歯科（診療所） 063-0061

北海道

札幌市西区西町北7丁目2-13

011-663-1505

医療法人社団そら小児歯科クリニック

歯科（診療所） 063-0813

北海道

札幌市西区琴似三条４丁目3-15

011-631-1188

医療法人社団新道北口歯科

歯科（診療所） 063-0826

北海道

札幌市西区発寒六条11丁目1-1新道北口ビル3階

011-667-8807

尾崎歯科医院

歯科（診療所） 063-0849

北海道

札幌市西区八軒九条西9-1-1ニーズビルシマ

南12条千葉歯科クリニック

歯科（診療所） 064-0912

北海道

札幌市中央区南十二条西8丁目３－３０パークシティハウス１F

011-552-3939

さっぽろ元町歯科クリニック

歯科（診療所） 065-0027

北海道

札幌市東区北二十七条東15丁目1-20

090-7334-1471

川端デンタルオフィス

歯科（診療所） 066-0027

北海道

千歳市末広3-1-5

0123-26-8241

ひろはしハートフル歯科

歯科（診療所） 067-0064

北海道

江別市上江別442番地16マックスバリュ上江別店内

011-376-0330

医療法人社団学歯会九津見歯科医院

歯科（診療所） 068-0024

北海道

岩見沢市四条西４丁目５番地グレイス寺江ビル４F

0126-22-1625

医療法人社団啓佑会

歯科（診療所） 075-0041

北海道

芦別市本町28-18

0124-22-2207

鹿苑 会

まつばらおさむクリニック

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

しかべ内科診療 所

バークシャー

医療法人社団

誠仁会

医療法人

みき内科クリニック

梅ヶ丘クリニック

支笏湖診療所

社会医療法人

啓昌会

医療法人社団

高橋病院

心優会

医療法人社団積信会

野口病院

医療法人社団

三村病院

医修会

大川原脳神経外科病院

市立室蘭総合病院
医療法人社団倭会

医療法人徳洲会

ミネルバ病院

医療法人社団

札幌東徳洲会病院

刀圭会

医療法人社団翔嶺館

協立病院

医療法人扶恵会

音更宏明館病院

医療法人社団

釧路中央病院

池田ファミリー歯科

牧野歯科医院
#医療法人社団

平和通り歯科医院#
鎌田歯科医院

医療社団熊澤歯科

熊澤歯科クリニック

谷脇歯科クリニック

竹花歯科クリニック

いち花歯科クリニック

高橋病院

0138-23-7221

協和稲穂ビル7Ｆ

FAIRY

2階

1F

１F

0134-61-7535

011-612-8030

医療機関等名

医療機関区分

花園歯科医院

歯科（診療所） 085-0038

北海道

釧路市花園町８番20号

0154-22-3342

たなか歯科クリニック

歯科（診療所） 085-0051

北海道

釧路市光陽町19-13

0154-25-8241

おおくぼ歯科医院

歯科（診療所） 085-0058

北海道

釧路市愛国東3-2-6

0154-39-2200

医)クボタデンタルクリニック

歯科（診療所） 085-0831

北海道

釧路市住吉１丁目９番１８号

0154-42-8148

根室市立歯舞歯科診療所

歯科（診療所） 087-0163

北海道

根室市歯舞4-40-2

0153-28-3057

かむかむクリニック

歯科（診療所） 088-0617

北海道

釧路郡釧路町北都1-10-20

0154-37-7222

たねだ歯科クリニック

歯科（診療所） 090-0068

北海道

北見市美山町南５丁目１３６－４

0157-68-1430

イチフジ薬局・川北店

薬局

003-0852

北海道

札幌市白石区川北二条3丁目2-1イチフジ薬局・川北店

011-879-3003

富丘調剤薬局

薬局

006-0011

北海道

札幌市手稲区富丘一条4丁目1-5

011-699-7575

薬局

040-0065

北海道

函館市豊川町1番5号

0138-22-5017

ひかり薬局舟岡店

薬局

052-0014

北海道

伊達市舟岡町２１２－９

0142-21-1710

つばさ薬局

薬局

052-0022

北海道

伊達市梅本町2番地1

0142-21-7100

グリーン調剤薬局

薬局

053-0006

北海道

苫小牧市新中野町３丁目９－８

0144-36-6600

クローバー薬局桜木店

薬局

053-0832

北海道

苫小牧市桜木町3-1-28

0144-76-0322

アスティ45薬局

薬局

060-0004

北海道

札幌市中央区北四条西5丁目1番地アスティ45ビル地下1階

011-205-6145

からさわ薬局本店

薬局

060-0004

北海道

札幌市中央区北四条西6丁目1番地毎日札幌会館１階

011-252-7625

センター薬局月寒ひがし店

薬局

062-0054

北海道

札幌市豊平区月寒東四条７丁目８番２５号

011-858-5533

れんげ薬局札幌豊平店

薬局

062-0931

北海道

札幌市豊平区平岸一条15-3-10

011-376-1177

にしの薬局

薬局

063-0033

北海道

札幌市西区西野三条7丁目3-6

011-666-4800

センター薬局エルム通り店

薬局

063-0869

北海道

札幌市西区八軒９条東５丁目１番２１号

011-706-1911

からさわ薬局

薬局

064-0913

北海道

札幌市中央区南十三条西２１丁目3-18K2メディカル１階

011-520-3031

薬局

064-0920

北海道

札幌市中央区南二十条西11丁目1番３号

011-376-5216

さかもと調剤薬局

薬局

064-0952

北海道

札幌市中央区宮の森二条7-2-25

011-632-6270

イチフジ薬局・北26条店

薬局

065-0026

北海道

札幌市東区北二十六条東６丁目1-25

011-731-1000

のっぽろ駅前薬局

薬局

069-0813

北海道

江別市野幌町５３番地５６

011-391-5825

ゆに・ハーブ薬局

薬局

069-1206

北海道

夕張郡由仁町本町359番地

0123-83-4001

神居聖園調剤薬局

薬局

070-8012

北海道

旭川市神居２条１丁目１９９番地２－２

0166-69-5820

曽田薬局

薬局

071-8131

北海道

旭川市末広１条1丁目2番3号

0166-51-0695

早坂調剤薬局末広４条店

薬局

071-8134

北海道

旭川市末広４条1丁目1番5号

0166-52-0911

株式会社大一寺西薬局

薬局

077-0044

北海道

留萌市錦町4丁目2-14寺西ビル

0164-42-0260

聖園調剤薬局動物園通り店

薬局

078-8243

北海道

旭川市豊岡１３条4丁目5-16

0166-37-8100

はやし調剤薬局

薬局

079-8417

北海道

旭川市永山７条10丁目1番2号

0166-49-2353

白金ひだまり薬局

薬局

085-0034

北海道

釧路市白金町２番１３号

0154-24-8002

くるみ薬局

薬局

093-0033

北海道

網走市駒場北４丁目1-17

0152-67-7066

菅原薬局

薬局

097-0401

北海道

利尻町沓形字日出町１番地

0163-84-2105

剣淵調剤薬局

薬局

098-0338

北海道

上川郡剣淵町仲町16番3号

0165-26-7920

あおもりベイクリニック

医科（診療所） 030-0861

青森県

青森市長島1-6-6クロスタワーA・BAY

たざわ生活習慣病クリニック

医科（診療所） 030-0963

青森県

青森市中佃２丁目１８番２６号

017-752-8386

医療法人みんせい会津軽今別医院

医科（診療所） 030-1501

青森県

東津軽郡今別町浜名字中宇田1-1

0174-35-4177

かさい糖尿病内科クリニック

医科（診療所） 031-0011

青森県

八戸市田向５丁目２１－２５

0178-51-6336

医療法人

医科（診療所） 035-0071

青森県

むつ市小川町1-10-1

0175-22-2639

医療法人いくこ耳鼻科クリニック

医科（診療所） 036-8014

青森県

弘前市南瓦ケ町2-6

0172-33-6373

医療法人なんば耳鼻咽喉科

医科（診療所） 036-8084

青森県

弘前市高田５丁目２－３医療法人なんば耳鼻咽喉科

0172-55-8749

医療法人一美会一戸眼科医院

医科（診療所） 036-8186

青森県

弘前市富田2-9-6

0172-32-3076

医療法人エルム女性クリニック

医科（診療所） 037-0036

青森県

五所川原市中央４丁目９３番

0173-38-4188

五所川原市国民健康保険市浦医科診療所

医科（診療所） 037-0401

青森県

五所川原市相内273

0173-62-2009

青森クリニック

医科（診療所） 038-0011

青森県

青森市篠田1丁目9番11号青森クリニック

017-783-2222

成田あつしクリニック

医科（診療所） 038-0024

青森県

青森市浪館前田3丁目22-8

017-761-7215

おおわに内科クリニック

医科（診療所） 038-0211

青森県

南津軽郡大鰐町大鰐字大鰐105-6

0172-47-7111

みやしげ内科クリニック

医科（診療所） 038-3141

青森県

つがる市木造浮巣45-1

0173-49-1123

スワンクリニック

医科（診療所） 039-0105

青森県

三戸郡南部町大字沖田面字千刈37-1

0179-23-0805

南部病院

医科（病院）

039-0105

青森県

三戸郡南部町沖田面千刈52-2

0179-34-3131

三戸町国民健康保険三戸中央病院

医科（病院）

039-0141

青森県

三戸町大字川守田字沖中9-1

0179-20-1131

公立七戸病院

医科（病院）

039-2595

青森県

上北郡七戸町字影津内98-1

0176-62-2105

村上歯科クリニック

歯科（診療所） 034-0021

青森県

十和田市東二十三番町１－５

0176-25-6606

野村歯科医院

歯科（診療所） 036-8017

青森県

弘前市西川岸町1

0172-32-8695

医療法人審美会 梅原歯科医院

歯科（診療所） 036-8182

青森県

弘前市土手町123

0172-32-7330

ＳＤＥＮＴＡＬＣＬＩＮＩＣ佐藤歯科

歯科（診療所） 038-0011

青森県

青森市篠田3-2-13

017-763-5418

菊池歯科医院

歯科（診療所） 038-3144

青森県

つがる市木造曙65

0173-42-2077

松尾歯科医院

歯科（診療所） 039-0135

青森県

三戸郡三戸町八日町53-2

0179-22-2963

お歯科

歯科（診療所） 039-1101

青森県

八戸市尻内町字直田73

0178-70-7345

（医）木村歯科医院

歯科（診療所） 039-2224

青森県

上北郡おいらせ町下明堂1-8

0178-52-7707

六ヶ所村地域家庭医療センター

歯科（診療所） 039-3212

青森県

上北郡六ヶ所村尾駮字野附字９８６－４

0175-73-7122

六ケ所村地域家庭医療センター

歯科（診療所） 039-3212

青森県

上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附986-4

0175-73-7122

なのはな調剤薬局

薬局

030-0813

青森県

青森市松原1-5-6

017-775-6550

類家メディカル調剤薬局

薬局

031-0004

青森県

八戸市南類家２丁目１７－２３

0178-20-9911

有限会社

八戸保険調剤薬局

薬局

031-0011

青森県

八戸市田向二丁目7番7号

0178-24-1023

有限会社

柏崎調剤薬局

薬局

031-0081

青森県

八戸市柏崎１丁目8-32

0178-43-8500

三沢薬剤師薬局

薬局

033-0022

青森県

三沢市三沢字堀口164-283

0176-50-0566

藤井薬局

薬局

033-0034

青森県

三沢市東町４丁目５－５

0176-52-3346

ひがし調剤薬局

薬局

034-0001

青森県

十和田市三本木里の沢１－６０４ひがし調剤薬局

0176-25-1234

有限会社おき薬局

薬局

035-0031

青森県

むつ市柳町1-2-24

0175-22-8150

株式会社

薬局

035-0073

青森県

むつ市中央二丁目5-19

0175-34-9490

弘前市薬剤師薬局津軽

薬局

036-8004

青森県

弘前市大町3-10-5

0172-31-3636

サン調剤薬局安原店

薬局

036-8162

青森県

弘前市安原二丁目1-35

0172-55-6652

株式会社

薬局

036-8186

青森県

弘前市富田3-14-1

0172-32-9188

薬局

036-8342

青森県

弘前市笹森町37-2-1

0172-35-0544

薬局

036-8354

青森県

弘前市上鞘師町4

0172-33-6338

薬局

037-0073

青森県

五所川原市柳町4-9

0173-38-5771

ひらの薬局

薬局

038-3804

青森県

南津軽郡藤崎町葛野前田61ｰ5

0172-89-7100

有限会社こいけ薬局根城店

薬局

039-1166

青森県

八戸市根城4-20-33

0178-44-9229

カド薬局くぐりざか店

薬局

039-3502

青森県

青森市久栗坂山辺８９－１４

017-737-5101

岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター

医科（診療所） 028-4307

岩手県

岩手郡岩手町大字五日市10-4-7

0195-62-2511

岩手県立宮古病院

医科（病院）

027-0096

岩手県

宮古市崎鍬ヶ崎1-11-26

0193-62-4011

岩手県立久慈病院

医科（病院）

028-0014

岩手県

久慈市旭町第10地割1番

0194-53-6131

岩手県立磐井病院

医科（病院）

029-0192

岩手県

一関市狐禅寺字大平17番地

0191-23-3452

むろおか骨粗鬆症・整形外科クリニック

医科（診療所） 020-0024

岩手県

盛岡市菜園１－１１－１エスビル菜園4階

019-613-2760

サマリヤ眼科クリニック

医科（診療所） 020-0611

岩手県

滝沢市巣子1155-8

019-688-8158

まさと脳神経内科クリニック

医科（診療所） 020-0851

岩手県

盛岡市向中野5-18-30

019-601-5800

医療法人久遠会鎌田内科クリニック

医科（診療所） 020-0866

岩手県

盛岡市本宮二丁目20-1

019-636-1725

医療法人公陽会さかもと整形外科

医科（診療所） 020-0881

岩手県

盛岡市天神町11-3

019-623-8555

アサヒ調剤薬局株式会社

斉藤薬局

十字街支店

啓明店

石山通店

芳龍会

千田医院

七福薬局むつ

弘前市薬剤師薬局

サカエ薬局笹森
ハート調剤薬局
有限会社ウイング

中央通り店
ドレミ薬局

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

3F

017-718-3622

医療機関等名

医療機関区分

菅原整形外科クリニック

医科（診療所） 021-0023

岩手県

一関市銅谷町9-8

0191-23-0501

医療法人慈融会

医科（診療所） 021-0885

岩手県

一関市田村町２－５

0191-23-4346

医療法人盛紀会鳥羽整形外科医院

医科（診療所） 022-0003

岩手県

大船渡市盛町字舘下4-18

0192-27-1280

板倉小児科医院

医科（診療所） 023-0862

岩手県

奥州市水沢福吉町6-7

0197-22-3922

中舘内科クリニック

医科（診療所） 025-0038

岩手県

花巻市不動町2-1-4

0198-41-1515

宮古市国民健康保険田老診療所

医科（診療所） 027-0325

岩手県

宮古市田老三王一丁目1番3号

0193-65-7071

竹下医院

医科（診療所） 028-0066

岩手県

久慈市中の橋－丁目５番地

0194-53-0022

守口医院

医科（診療所） 028-0521

岩手県

遠野市材木町2-25

0198-63-2170

医療法人青松会

医科（診療所） 028-6103

岩手県

二戸市石切所字森合32番地1

0195-25-5770

八幡平市立安代診療所

医科（診療所） 028-7534

岩手県

八幡平市荒屋新町144番地1

0195-72-3115

八幡平市国民健康保険田山診療所

医科（診療所） 028-7604

岩手県

八幡平市丑山口１８－８

0195-73-2126

盛岡市立病院

医科（病院）

020-0866

岩手県

盛岡市本宮五丁目15番１号

019-635-0101

医療法人社団帰厚堂南昌病院

医科（病院）

028-3621

岩手県

紫波郡矢巾町広宮沢1-2-181

019-697-5211

岩手医科大学附属病院

医科（病院）

028-3695

岩手県

紫波郡矢巾町医大通二丁目１番１号

019-613-7111

国労会館歯科

歯科（診療所） 020-0033

岩手県

盛岡市盛岡駅前北通4ー4国労会館

ざいもくちょう歯科

歯科（診療所） 020-0063

岩手県

盛岡市材木町9-1

019-653-2264

佐藤誠歯科医院

歯科（診療所） 020-0132

岩手県

盛岡市西青山2-19-31

019-645-3330

いとう歯科医院

歯科（診療所） 020-0813

岩手県

盛岡市東山1-19-21

019-626-5252

小田中歯科医院

歯科（診療所） 020-0843

岩手県

盛岡市湯沢西3-4-1

019-637-7774

医療法人紀耶会岩渕歯科医院

歯科（診療所） 020-0881

岩手県

盛岡市天神町9-15

019-654-1017

ほうざわ歯科

歯科（診療所） 023-0003

岩手県

奥州市水沢佐倉河字羽黒田2-5

0197-25-3272

中田町歯科医院

歯科（診療所） 023-0826

岩手県

奥州市水沢中田町3-29中田町歯科医院

0197-23-3415

医療法人社団

歯科（診療所） 024-0051

岩手県

北上市相去町西野32-1

0197-62-6003

おいかわ歯科医院

歯科（診療所） 026-0011

岩手県

釜石市港町2-1-1イオンタウン釜石3F

0193-22-5800

染井デンタルクリニック

歯科（診療所） 028-3615

岩手県

紫波郡矢巾町南矢幅8-250

019-698-1111

煙山歯科医院

歯科（診療所） 028-3622

岩手県

紫波郡矢巾町上矢次第7地割字木代126番地

019-697-7900

沼宮内歯科医院

歯科（診療所） 028-4303

岩手県

岩手郡岩手町江刈内10-53

0195-62-2488

石川歯科医院

歯科（診療所） 029-0523

岩手県

一関市大東町摺沢字石倉16-4

0191-75-3480

広田歯科医院

歯科（診療所） 029-2206

岩手県

陸前高田市米崎町字川崎30-1

0192-47-3393

横沢歯科医院

歯科（診療所） 029-2311

岩手県

気仙郡住田町世田米字大崎25－1

0192-46-3050

平泉歯科診療所

歯科（診療所） 029-4102

岩手県

西磐井郡平泉町平泉字志羅山11-4

0191-46-2130

リープ薬局

薬局

020-0066

岩手県

盛岡市上田1-1-35

019-601-3030

スタイル薬局

薬局

020-0133

岩手県

盛岡市青山3丁目6-2

019-646-5757

有限会社滝沢調剤薬局

薬局

020-0668

岩手県

滝沢市鵜飼狐洞１－３０３

019-687-5711

こまくさ薬局

薬局

020-0807

岩手県

盛岡市加賀野4丁目16-6

019-605-8686

みんと薬局

薬局

020-0835

岩手県

盛岡市津志田16-16-7

019-632-3086

ｱｲﾗﾝﾄﾞ薬局盛南店

薬局

020-0851

岩手県

盛岡市向中野5丁目18-30アイランド薬局盛南店

019-656-6123

下ノ橋薬局

薬局

020-0877

岩手県

盛岡市下ノ橋町7-31

019-604-0234

なでしこ薬局

薬局

021-0023

岩手県

一関市銅谷町2番9

0191-48-3553

ふれあい薬局

薬局

023-0403

岩手県

奥州市胆沢若柳字甘草324

0197-41-4110

いちご薬局

薬局

023-0813

岩手県

奥州市水沢中町55

0197-51-1515

株式会社睦ファーマシーむつみ薬局

薬局

023-0851

岩手県

奥州市水沢南町4番21号

0197-22-4666

サカモト薬局北上店

薬局

024-0061

岩手県

北上市大通り3-11-26サカモト薬局北上店

0197-62-6466

キング薬局

薬局

028-0014

岩手県

久慈市旭町10-61-1

0194-61-1360

のぞみ薬局

薬局

028-3101

岩手県

花巻市石鳥谷町好地16-9-5

0198-46-2070

さくら町調剤薬局

薬局

028-3307

岩手県

紫波郡紫波町桜町字三本木167-2

019-671-1365

紫波中央薬局

薬局

028-3307

岩手県

紫波郡紫波町桜町字三本木22-7

019-672-6125

オーロラ薬局沼宮内店

薬局

028-4303

岩手県

岩手郡岩手町江刈内第１０－４９－１

0195-61-3883

天狗山薬局

薬局

028-6101

岩手県

二戸市福岡字落久保２２

0195-22-2135

ひがし薬局

薬局

029-0302

岩手県

一関市東山町長坂字西本町120-1

0191-47-3873

ふたば薬局

薬局

029-4503

岩手県

胆沢郡金ケ崎町西根下谷地92-1

0197-41-0455

小出医院

医科（診療所） 987-0704

宮城県

登米市登米町日野渡内ノ目329-1

0220-52-2303

松島海岸診療所

医科（診療所） 981-0213

宮城県

宮城郡松島町松島字普賢堂2-11

022-354-3702

医療法人

医科（診療所） 981-1221

宮城県

名取市田高字南27-1

022-302-3188

医療法人こせき皮膚科クリニック

医科（診療所） 981-1230

宮城県

名取市愛の杜2-1-6

022-382-5612

めでしまのさと内科クリニック

医科（診療所） 981-1240

宮城県

名取市愛島郷1-16-28

022-302-6551

春山内科小児科医院

医科（診療所） 981-3108

宮城県

仙台市泉区松陵4-2-5

022-375-8023

おおつか内科醫院

医科（診療所） 981-3132

宮城県

仙台市泉区将監八丁目８番１号

022-343-6620

泉内科消化器科

医科（診療所） 981-3133

宮城県

仙台市泉区泉中央２丁目１５－８

022-372-5556

医療法人社団

医科（診療所） 982-0011

宮城県

仙台市太白区長町3-2-1-1

022-247-5515

鈴木研一内科クリニック

医科（診療所） 982-0011

宮城県

仙台市太白区長町3-3-6

022-304-5660

医療法人天佑

医科（診療所） 982-0832

宮城県

仙台市太白区八木山緑町8-33

022-229-0233

整形外科・外科神崎クリニック

医科（診療所） 983-0824

宮城県

仙台市宮城野区鶴ケ谷7-31-7

022-251-7711

医療法人

医科（診療所） 984-0051

宮城県

仙台市若林区新寺１－８－１コープエステート新寺ビル２階

022-298-6188

医療法人社団藤谷内科クリニック

医科（診療所） 985-0034

宮城県

塩竈市南錦町8-10

022-361-0211

冨永内科医院

医科（診療所） 985-0071

宮城県

塩竈市松陽台1丁目1番2-2号

022-365-7188

あさの眼科医院

医科（診療所） 987-2216

宮城県

栗原市築館伊豆4丁目５－１５

0228-22-7488

なくい外科内科胃腸内科クリニック

医科（診療所） 989-2478

宮城県

岩沼市あさひ野1-11-2なくい外科内科胃腸内科クリニック

0223-35-7461

さの整形外科クリニック

医科（診療所） 989-6115

宮城県

大崎市古川駅東3-4-24

0229-87-5820

医療法人英正会関井レディースクリニック

医科（診療所） 989-6115

宮城県

大崎市古川駅東2-10-31

0229-21-3666

佐々木耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 989-6155

宮城県

大崎市古川南町4-1-23

0229-24-3314

JR仙台病院

医科（病院）

980-8508

宮城県

仙台市青葉区五橋1-1-5

022-266-9671

独立行政法人地域医療機能推進機構仙台南病院

医科（病院）

981-1103

宮城県

仙台市太白区中田町字前沖143番

022-306-1711

JCHO仙台病院

医科（病院）

981-3281

宮城県

仙台市泉区紫山２丁目１－１ＪＣＨＯ仙台病院

022-378-9111

仙台赤十字病院

医科（病院）

982-8501

宮城県

仙台市太白区八木山本町２丁目４３－３

022-243-1111

東北医科薬科大学若林病院

医科（病院）

984-8560

宮城県

仙台市若林区大和町２丁目２９－１

022-236-5462

齋藤病院

医科（病院）

986-0873

宮城県

石巻市山下町1-7-24

0225-96-3251

東北福祉大学せんだんホスピタル

医科（病院）

989-3201

宮城県

仙台市青葉区国見ケ丘6-65-8東北福祉大学せんだんホスピタル

022-303-0125

仙台エコー医療療育センター

医科（病院）

989-3212

宮城県

仙台市青葉区芋沢字横前1-1

022-394-7711

錦町公園歯科医院

歯科（診療所） 980-0014

宮城県

仙台市青葉区本町2丁目12-1結城ビル２F

022-223-3001

ラージデンタルクリニック

歯科（診療所） 980-0804

宮城県

仙台市青葉区大町一丁目3-7裕ビル2階

022-209-2392

プレミア歯科仙台

歯科（診療所） 980-0811

宮城県

仙台市青葉区一番町1-9-1仙台トラストタワー３F

022-714-2038

歯科（診療所） 980-0871

宮城県

仙台市青葉区八幡3-13-5

022-268-5441

三浦歯科医院

歯科（診療所） 980-0873

宮城県

仙台市青葉区広瀬町5-7

022-222-7868

鈴木歯科医院

歯科（診療所） 981-0111

宮城県

宮城郡利府町加瀬字十三塚107-1

022-356-5420

森歯科医院

歯科（診療所） 981-0501

宮城県

東松島市赤井字新川前２３－１６

0225-83-8241

北八番丁デンタル

歯科（診療所） 981-0933

宮城県

仙台市青葉区柏木１－６－１８

022-341-9888

優

歯科（診療所） 981-1224

宮城県

名取市増田２丁目３－３９アンソレイユ名取

高橋デンタルクリニック

歯科（診療所） 981-3133

宮城県

仙台市泉区泉中央4-26-11

022-372-3261

いずみ中山歯科

歯科（診療所） 981-3213

宮城県

仙台市泉区南中山2-12-7

022-376-2931

しゅうファミリー歯科

歯科（診療所） 981-3362

宮城県

富谷市日吉台1-21-11

022-341-8448

二宮眼科医院

立正堂医院

春ウイメンズクリニック

長町三好耳鼻科
大岡内科医院

誠仁会

医療法人みます会

しんてらこどもクリニック

医療法人五葉萌芽会

萌芽の森クリニック・歯科

歯科医院

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

2階

019-653-5228

１階

022-383-7377

医療機関等名

医療機関区分

スズカンデンタルオフィス

歯科（診療所） 982-0003

宮城県

仙台市太白区郡山6-4-1

022-226-8959

ひまわり歯科医院

歯科（診療所） 984-0048

宮城県

仙台市若林区白萩町28-22-1F

022-231-8518

こもれび歯科医院

歯科（診療所） 984-0051

宮城県

仙台市若林区新寺2-1-1-2階サンシャイン菊平ビル2階こもれび歯科医院

022-385-7150

さいとう歯科医院

歯科（診療所） 984-0827

宮城県

仙台市若林区南小泉３丁目１２番１５

022-286-5800

医療法人慈啓会千葉歯科医院

歯科（診療所） 985-0036

宮城県

塩竈市東玉川町2-31

022-361-1588

かづま歯科クリニック

歯科（診療所） 986-0042

宮城県

石巻市鹿妻南1-13-16

0225-93-6480

おき歯科クリニック

歯科（診療所） 986-0121

宮城県

石巻市大森字的場４－５

0225-62-4045

ことぶき歯科

歯科（診療所） 986-0867

宮城県

石巻市わかば3-12-10

0225-98-7750

こや歯科医院

歯科（診療所） 989-1607

宮城県

柴田郡柴田町船岡新栄3丁目43-15

0224-54-5005

川口歯科医院

歯科（診療所） 989-1622

宮城県

柴田郡柴田町西船迫１－８－６４

0224-55-5493

にいの歯科

歯科（診療所） 989-2111

宮城県

亘理郡山元町坂元字道合39－1

0223-38-1887

おちあい歯科医院

歯科（診療所） 989-3126

宮城県

仙台市青葉区落合1丁目17-17

022-392-8078

三沢歯科医院

歯科（診療所） 989-6175

宮城県

大崎市古川諏訪3-1-30

0229-24-3255

アイカ薬局

薬局

980-0022

宮城県

仙台市青葉区五橋２丁目１－１７ＣｕｂｅＡｚｕｒｅ

八幡町薬局

薬局

980-0871

宮城県

仙台市青葉区八幡2丁目19-16

022-275-6681

エイブル調剤薬局

薬局

980-6110

宮城県

仙台市青葉区中央1-3-1アエル１０階

022-723-6722

薬局

981-0501

宮城県

東松島市赤井字川前－９の３

0225-84-2911

きまち調剤薬局

薬局

981-0932

宮城県

仙台市青葉区木町9-24

022-343-0267

調剤薬局アルマAlma

薬局

981-0933

宮城県

仙台市青葉区柏木1-8-1

022-355-8950

パーム調剤薬局中山店

薬局

981-0952

宮城県

仙台市青葉区中山４丁目２５-２３

022-277-2432

フクロウ調剤薬局

薬局

981-1227

宮城県

名取市杜せきのした1-8-23

022-381-4160

北町薬局

薬局

981-1505

宮城県

角田市角田字牛舘64

0224-63-4361

サイカ調剤薬局大舘店

薬局

981-2104

宮城県

伊具郡丸森町大舘３‐１０９

0224-72-3123

サイカ調剤薬局丸森病院前店

薬局

981-2152

宮城県

伊具郡丸森町鳥屋87-3

0224-73-1181

寺岡調剤薬局

薬局

981-3204

宮城県

仙台市泉区寺岡1-25-7

022-377-8755

ウィズ薬局

薬局

981-3621

宮城県

黒川郡大和町吉岡字上道下40-1

022-344-1072

東

薬局

981-3627

宮城県

黒川郡大和町吉岡東二丁目９の９

022-347-1688

薬局

982-0818

宮城県

仙台市太白区山田新町19-1

022-748-6861

レオン調剤薬局大和町店

薬局

984-0042

宮城県

仙台市若林区大和町3-10-1内ケ崎ビル１０２

022-781-7525

フレンド薬局中倉

薬局

984-0821

宮城県

仙台市若林区中倉1-7-3

022-238-8530

つるみ薬局古城店

薬局

984-0825

宮城県

仙台市若林区古城3-6-10

022-725-7257

タイム薬局

薬局

984-0838

宮城県

仙台市若林区上飯田1-21-14

022-352-4355

塩竈調剤薬局

薬局

985-0042

宮城県

塩竈市玉川1丁目9-63

022-364-8791

けやき薬局石巻店

薬局

986-0868

宮城県

石巻市恵み野5丁目10-3

0225-98-9020

マルイチ薬局

薬局

986-0873

宮城県

石巻市山下町一丁目7-23

0225-93-1871

東町調剤薬局

薬局

987-2216

宮城県

栗原市築館伊豆1-6-20

0228-21-0012

あさひ薬局

薬局

989-0223

宮城県

白石市旭町3-2-1

0224-22-5040

けやき薬局白石店

薬局

989-0245

宮城県

白石市城南二丁目2-13

0224-26-1160

エルム調剤薬局白石店

薬局

989-0255

宮城県

白石市城北町４-３２-２

0224-25-1680

ひがし薬局七ヶ宿

薬局

989-0512

宮城県

刈田郡七ヶ宿町関184-1

0224-37-2210

にしうら薬局

薬局

989-0701

宮城県

刈田郡蔵王町宮字西裏9

0224-32-3020

もみの木薬局

薬局

989-1601

宮城県

柴田郡柴田町船岡中央2-9-21

0224-54-3837

株式会社銀座薬局

薬局

989-1601

宮城県

柴田郡柴田町船岡中央2-12-22

0224-54-2201

つばめ薬局

薬局

989-2203

宮城県

亘理郡山元町浅生原字田中24-1

0223-35-6030

城南薬局

薬局

989-2361

宮城県

亘理郡亘理町舘南８５－１７

0223-33-0380

なかよし調剤薬局

薬局

989-3126

宮城県

仙台市青葉区落合5-26-18

022-391-0508

みやぎ生協国見ケ丘店薬局

薬局

989-3201

宮城県

仙台市青葉区国見ケ丘1-2-2

022-277-5621

みやぎ台調剤薬局

薬局

989-3214

宮城県

仙台市青葉区みやぎ台3-29-7

022-355-7667

在宅支援センターたかのはら調剤薬局

薬局

989-3216

宮城県

仙台市青葉区高野原4-13-21

022-226-7020

えちぜんや睡眠メンタルクリニック

医科（診療所） 010-0002

秋田県

秋田市東通仲町４－１秋田拠点センターアルヴェ４階

018-838-0224

おおこし眼科

医科（診療所） 010-0101

秋田県

潟上市天王長沼23-5おおこし眼科

018-870-4800

山王胃腸科

医科（診療所） 010-0951

秋田県

秋田市山王2-1-49

018-862-5211

おのば腎泌尿器科クリニック

医科（診療所） 010-1423

秋田県

秋田市仁井田字中新田８０番地

018-892-6123

こはま泌尿器科クリニック

医科（診療所） 013-0001

秋田県

横手市杉沢字中杉沢519－1

0182-35-2666

高橋内科医院

医科（診療所） 013-0043

秋田県

横手市安田字ブンナ沢８０－４５

0182-32-5662

小田嶋まさる内科

医科（診療所） 013-0061

秋田県

横手市横手町字大関越174

0182-38-8951

（医）佐藤レデイースクリニック

医科（診療所） 014-0044

秋田県

大仙市戸蒔字谷地添106-1

0187-86-0311

仙北市国民健康保険神代診療所

医科（診療所） 014-1114

秋田県

仙北市田沢湖神代字野中清水216-4

0187-44-2118

石川こどもクリニック

医科（診療所） 016-0185

秋田県

能代市下瀬32-1

0185-52-8558

むも耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 017-0044

秋田県

大館市御成町４－１－６

0186-42-1133

柳谷内科クリニック

医科（診療所） 018-2407

秋田県

山本郡三種町浜田字上浜田248-1

0185-85-2117

男鹿みなと市民病院

医科（病院）

010-0511

秋田県

男鹿市船川港船川字海岸通り1号8番地6

0185-23-2221

秋田県立循環器・脳脊髄センター

医科（病院）

010-0874

秋田県

秋田市千秋久保田町６－１０

018-833-0115

秋田厚生医療センター

医科（病院）

011-0948

秋田県

秋田市飯島西袋1-1-1

018-880-3000

市立横手病院

医科（病院）

013-8602

秋田県

横手市根岸町５番３１号（横手郵便局私書箱第１６号）市立横手病院

0182-32-5001

市立角館総合病院

医科（病院）

014-0373

秋田県

仙北市角館町岩瀬3

0187-54-2111

医療法人荘和会菅原病院

医科（病院）

015-0012

秋田県

由利本荘市石脇字田尻３３番地

0184-22-1604

由利組合総合病院

医科（病院）

015-8511

秋田県

由利本荘市川口家ノ後３８

0184-27-1200

森岳温泉病院

医科（病院）

018-2303

秋田県

山本郡三種町森岳字木戸沢１９９

0185-83-5111

とおる歯科医院

歯科（診療所） 010-0802

秋田県

秋田市外旭川字八幡田210

018-868-8469

医療法人哲風会むさしデンタルオフィス

歯科（診療所） 010-0912

秋田県

秋田市保戸野通町4-8むさしデンタルオフィス

018-8538-214

旭北歯科医院

歯科（診療所） 010-0922

秋田県

秋田市旭北栄町1-4

018-865-2931

デンタルケタオリーブ歯科クリニック

歯科（診療所） 010-0955

秋田県

秋田市山王中島町2-25

018-866-4004

こまい歯科医院

歯科（診療所） 014-0048

秋田県

大仙市大曲上大町7-11

0187-62-4189

さいとう歯科クリニック

歯科（診療所） 014-0315

秋田県

仙北市角館町下新町4-2

0187-53-2752

さはら歯科クリニック

歯科（診療所） 015-0851

秋田県

由利本荘市中梵天100-1

0184-74-4118

松野歯科医院

歯科（診療所） 016-0805

秋田県

能代市大手町1ー7

0185-52-5544

@畠歯科医院@

歯科（診療所） 016-0817

秋田県

能代市上町10-23

0185-55-2870

わたなべ歯科医院

歯科（診療所） 017-0885

秋田県

大館市豊町9-32

0186-45-0120

医療法人哲風会ちづ歯科クリニック

歯科（診療所） 018-1605

秋田県

南秋田郡八郎潟町川崎字昼寝233－1ちづ歯科クリニック

018-875-2801

八峰町営歯科診療所

歯科（診療所） 018-2501

秋田県

山本郡八峰町峰浜水沢字稲荷堂後１１６番地１

0185-88-8210

外旭川いわま薬局

薬局

010-0802

秋田県

秋田市外旭川字待合１３－６

018-89-6555

さわやか薬局新屋店

薬局

010-1638

秋田県

秋田市新屋表町4-1

018-888-8371

きむら薬局

薬局

012-1131

秋田県

雄勝郡羽後町西馬音内字本町30-2

0183-62-1237

たんぽぽ薬局

薬局

013-0001

秋田県

横手市杉沢字中杉沢511-6

0182-35-5221

有限会社

薬局

014-0111

秋田県

大仙市横堀字杉下120

0187-69-2300

会営薬局のしろ

薬局

016-0851

秋田県

能代市緑町2-20

0185-55-0990

シオン薬局

薬局

017-0043

秋田県

大館市有浦2-4-18

0186-45-1660

あい薬局中町店

薬局

017-0843

秋田県

大館市中町29

0186-44-5678

つちだ調剤薬局

薬局

018-0402

秋田県

にかほ市平沢字坂ノ下100-1

0184-35-4193

皆川薬局

薬局

018-2501

秋田県

山本郡八峰町峰浜水沢字稲荷堂後１２０－６

0185-76-2052

ウジエ調剤薬局

赤井駅前店

薬局

けやき薬局

山田店

日の出調剤薬局

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

２階

022-393-6330

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

株式会社村木薬局

薬局

018-5201

秋田県

鹿角市花輪字八正寺15-11

0186-22-0372

つのだ内科クリニック

医科（診療所） 990-2324

山形県

山形市青田南24-45

023-665-0223

医療法人光和会ひがしたに小児科

医科（診療所） 994-0049

山形県

天童市南町三丁目1-24

023-651-1555

茅原クリニック

医科（診療所） 997-0018

山形県

鶴岡市茅原町26番23号

0235-22-8777

いくま内科胃腸科クリニック

医科（診療所） 998-0103

山形県

酒田市錦町５ー３２ー６９８

0234-41-1855

しんばしクリニック

医科（診療所） 998-0864

山形県

酒田市新橋3-1-18

0234-25-0700

内科・胃腸科

高橋医院

医科（診療所） 999-0026

山形県

天童市東本町－丁目１－３２

023-653-5664

医療法人社団

須田医院

医科（診療所） 999-3123

山形県

上山市美咲町１丁目２番１８号

023-672-7785

医療法人社団

小白川至誠堂病院

医科（病院）

990-0034

山形県

山形市東原町1-12-26

023-641-6075

医療法人徳洲会山形徳洲会病院

医科（病院）

990-0834

山形県

山形市清住町2丁目3-51

023-647-3434

鶴岡市立荘内病院

医科（病院）

997-8515

山形県

鶴岡市泉町４－２０

0235-26-5111

山形県立こども医療療育センター

医科（病院）

999-3145

山形県

上山市河崎三丁目７番１号

023-673-3366

小原病院

医科（病院）

999-3511

山形県

西村山郡河北町谷地字月山堂151-1

0237-72-7811

十日町デンタルクリニック

歯科（診療所） 990-0031

山形県

山形市十日町2-2-51レモンハイツ１B

023-664-2700

#みずき歯科クリニック#

歯科（診療所） 991-0048

山形県

寒河江市みずき2-1-10

0237-84-4677

優歯科クリニック

歯科（診療所） 994-0011

山形県

天童市北久野本５丁目１－８

023-658-8215

医療法人豊田会

歯科（診療所） 994-0016

山形県

天童市東久野本2-11-10

023-654-5560

さいとう歯科クリニック

歯科（診療所） 996-0023

山形県

新庄市沖の町5-50

0233-25-8811

佐藤歯科医院

歯科（診療所） 999-3511

山形県

西村山郡河北町谷地谷地甲198

0237-72-3539

鼠ヶ関番場歯科医院

歯科（診療所） 999-7126

山形県

鶴岡市鼠ケ関乙136-3

0235-44-2200

オレンジ調剤薬局

薬局

990-0031

山形県

山形市十日町4-7-23

023-635-5670

かえで薬局

薬局

990-0854

山形県

山形市砂塚13-9

023-674-0864

薬局

990-0885

山形県

山形市嶋北4-5-2

023-666-5474

エドヤ調剤薬局

薬局

994-0046

山形県

天童市田鶴町4-2-52

023-656-8735

鶴岡ひまわり薬局

薬局

997-0824

山形県

鶴岡市日枝字海老島161-2

0235-28-3500

すみよし調剤薬局

薬局

998-0029

山形県

酒田市住吉町13-19

0234-28-8483

ひまわり薬局

薬局

998-0044

山形県

酒田市中町3-7-1

0234-22-2662

フレンド薬局 東根

薬局

999-3702

山形県

東根市温泉町2-15-2-111

0237-41-2203

あんず調剤薬局

薬局

999-3763

山形県

東根市神町中央1-8-8

0237-53-6391

土屋薬局

薬局

999-3763

山形県

東根市神町中央1-10-7

0237-47-0033

医科（診療所） 960-0201

福島県

福島市飯坂町若葉町5-1

024-542-4084

掛田中央内科

医科（診療所） 960-0801

福島県

伊達市霊山町掛田字西裏49-1

024-586-1315

医療法人

三河台内科

医科（診療所） 960-8055

福島県

福島市野田町2-4-19

024-534-7832

医療法人

かわなこどもクリニック

医科（診療所） 963-0107

福島県

郡山市安積3-298

024-947-5377

医療法人慶信會石塚醫院

医科（診療所） 963-3401

福島県

田村郡小野町小野新町品ノ木123

0247-72-2161

木村医院

医科（診療所） 963-5203

福島県

東白川郡矢祭町戸塚字山崎116-1

0247-46-3528

医科（診療所） 963-8071

福島県

郡山市富久山町久保田字久保田91-1

024-932-1608

医科（診療所） 963-8071

福島県

郡山市富久山町久保田伊賀河原12

024-925-0860

医科（診療所） 964-0875

福島県

二本松市槻木２５０番地３

0243-22-6688

医科（診療所） 965-8585

福島県

会津若松市山鹿町３番２７号

0242-27-5511

山鹿クリニック

医科（診療所） 965-8585

福島県

会津若松市山鹿町３番２７号

0242-27-5511

本宮市国民健康保険白岩診療所

医科（診療所） 969-1203

福島県

本宮市白岩字田中225番地8

0243-44-2008

医療法人

医科（診療所） 972-8321

福島県

いわき市常磐湯本町吹谷55-1

0246-68-6155

医科（病院）

960-1101

福島県

福島市大森字柳下16-1

024-546-3911

医療法人社団敬愛会福島南循環器科病院

医科（病院）

960-8163

福島県

福島市方木田辻の内3-5

024-546-1221

たむら市民病院

医科（病院）

963-4312

福島県

田村市船引町船引字南町通111

0247-82-1117

三春町立三春病院

医科（病院）

963-7796

福島県

田村郡三春町字大町1-2三春町役場

0247-62-5110

医療法人慈繁会付属土屋病院

医科（病院）

963-8841

福島県

郡山市字山崎76-1

024-932-5425

一般財団法人温知会

医科（病院）

965-0006

福島県

会津若松市一箕町鶴賀苅林39-1

0242-33-3366

会津中央病院

医科（病院）

965-0011

福島県

会津若松市鶴賀町１番１号

0242-25-1515

呉羽総合病院

医科（病院）

974-8232

福島県

いわき市錦町落合1-1社団医療法人呉羽会

医療法人社団栄央会なこそ病院

医科（病院）

979-0141

福島県

いわき市勿来町窪田町通2-114なこそ病院

0246-65-7755

#菜根歯科クリニック#

歯科（診療所） 936-8862

福島県

郡山市菜根5丁目9番12号

024-922-9800

五十嵐歯科医院

歯科（診療所） 960-0101

福島県

福島市瀬上町字本町38

024-553-1626

ｵｰﾗﾙｽﾃｰｼｮﾝﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ

歯科（診療所） 960-0653

福島県

伊達市保原町泉町90-29

024-576-2393

さいとう歯科クリニック

歯科（診療所） 962-0868

福島県

須賀川市芦田塚４３ー１０

0248-72-0680

わたなべ歯科クリニック

歯科（診療所） 963-0107

福島県

郡山市安積2-18

024-937-2345

医療法人社団七曜会

歯科（診療所） 963-6315

福島県

石川郡玉川村中字道上6－2

0247-57-4400

デンタルクリニック・ハート

歯科（診療所） 963-8045

福島県

郡山市新屋敷一丁目1番地

024-925-5652

くろだ歯科・矯正歯科クリニック

歯科（診療所） 963-8071

福島県

郡山市富久山町久保田字石堂31-4

024-927-5578

#山口歯科医院#

歯科（診療所） 965-0878

福島県

会津若松市中町２－３２

0242-28-6482

曽根歯科医院

歯科（診療所） 969-0401

福島県

岩瀬郡鏡石町岡ノ内198-2

0248-62-3151

さとうデンタルクリニック

歯科（診療所） 969-1404

福島県

二本松市油井字福岡161-3さとうデンタルクリニック

0243-62-0418

医療法人なかはら歯科医院

歯科（診療所） 970-0112

福島県

いわき市平泉崎字向原24-1

0246-34-4184

医療法人SDC 酒井歯科医院

歯科（診療所） 970-8043

福島県

いわき市中央台鹿島3-12-1

0246-31-1000

株式会社飯坂薬局

薬局

960-0201

福島県

福島市飯坂町字十綱町7

024-542-2151

保原薬局

薬局

960-0611

福島県

伊達市保原町城ノ内61-1

024-576-3756

保原薬局本店

薬局

960-0611

福島県

伊達市保原町城ノ内57-1

024-575-2109

保原薬局梁川店

薬局

960-0729

福島県

伊達市梁川町希望ケ丘26-2

024-577-5900

ほばら薬局日赤前店

薬局

960-8136

福島県

福島市八島町2-16ほばら薬局日赤前店

024-597-8588

わかば薬局

薬局

961-0074

福島県

白河市郭内12-21

0248-31-2655

山口薬局長久保店

薬局

963-0105

福島県

郡山市安積町長久保1-4-4

024-954-5667

郡山調剤薬局虎丸店

薬局

963-8014

福島県

郡山市虎丸町1-5

024-927-8011

フジ薬局本店

薬局

963-8044

福島県

郡山市備前舘1丁目148フジ薬局

マルスミ薬局

薬局

963-8852

福島県

郡山市台新1-30-12

024-934-4988

薬局

965-0846

福島県

会津若松市門田町飯寺村東616-25

0242-29-1214

あい東栄町薬局

薬局

965-0872

福島県

会津若松市東栄町5-34

0242-85-8111

いずみざき薬局

薬局

969-0101

福島県

西白河郡泉崎村泉崎字山ヶ入69-6いずみざき薬局

0248-54-1840

おなはま薬局

薬局

971-8167

福島県

いわき市小名浜西君ケ塚町19-10

0246-38-3345

くすのき薬局

薬局

972-8301

福島県

いわき市草木台5-1-8

0246-88-8424

みなみ薬局

薬局

974-8232

福島県

いわき市錦町鈴鹿２４－１

0246-77-0150

泉町薬局

薬局

976-0042

福島県

相馬市中村字泉町14-4

0244-32-0006

薬局

979-0201

福島県

いわき市四倉町東二丁目163-2

0246-32-8711

すずきクリニック

医科（診療所） 314-0345

茨城県

神栖市土合南1-11-14

0479-21-7971

医療法人社団叶多内科医院

医科（診療所） 300-0832

茨城県

土浦市桜ケ丘町28-41

029-826-1566

荒川沖診療所

医科（診療所） 300-0873

茨城県

土浦市荒川沖南区101番地

029-843-0859

医科（診療所） 300-0875

茨城県

土浦市中荒川沖町5-17

029-841-7711

医療法人社団浅田医院

医科（診療所） 304-0813

茨城県

下妻市本宗道10

0296-44-3957

高田整形外科

医科（診療所） 305-0001

茨城県

つくば市栗原3963

029-857-7712

仁愛内科医院

医科（診療所） 305-0034

茨城県

つくば市小野崎７８５－１

029-855-4577

医科（診療所） 305-0051

茨城県

つくば市二の宮2-2-26

029-855-8777

大江歯科医院

あらた調剤薬局

山形嶋店

医療法人社団

医療法人

須田整形外科医院

いいざか

池田医院

星富久山医院

医療法人援腎会

すずきクリニック

土川内科小児科
一般財団法人竹田健康財団

そえだ医院

社会医療法人秀公会

かぼちゃ薬局

豊間薬局

医療法人

竹田綜合病院

あづま脳神経外科病院

つるが松窪病院

月田歯科医院

飯寺店

四倉店

悠有会

医療法人社団

鈴木クリニック

健麗会

宮川内科・胃腸科医院

呉羽総合病院

本店

0246-63-2121

024-925-0978

医療機関等名

医療機関区分

梅田医院

医科（診療所） 306-0016

茨城県

古河市古河久能1018-4

0280-91-2023

清水丘診療所

医科（診療所） 306-0501

茨城県

坂東市逆井4112

0280-88-1014

医療法人江東会存身堂医院

医科（診療所） 306-0631

茨城県

坂東市岩井3293

0297-35-1011

医療法人社団筑水会関口内科クリニック

医科（診療所） 310-0815

茨城県

水戸市本町3-20-8-202

029-227-1996

山崎クリニック

医科（診療所） 311-1241

茨城県

ひたちなか市赤坂12391番地

029-263-3621

医療法人鹿神会大野診療所

医科（診療所） 311-2215

茨城県

鹿嶋市和824-1

0299-69-4724

久松皮膚科医院

医科（診療所） 315-0056

茨城県

かすみがうら市上稲吉1756-2

029-830-1300

医療法人たかはし小児科医院

医科（診療所） 319-1303

茨城県

日立市十王町友部東3－8－14

0294-39-2000

にいさと眼科クリニック

医科（診療所） 319-1541

茨城県

北茨城市磯原町磯原2-177

0293-43-1200

ひたちおおみやクリニック

医科（診療所） 319-2144

茨城県

常陸大宮市泉219-2

0295-53-5510

笠間市立病院

医科（病院）

309-1734

茨城県

笠間市南友部1966番地1

0296-77-0034

医療法人明翔会 みと南ヶ丘病院

医科（病院）

310-0836

茨城県

水戸市元吉田町１０５７－１

029-248-0373

医療法人社団

医科（病院）

310-0905

茨城県

水戸市石川4-4040-32

029-254-4555

医科（病院）

311-4141

茨城県

水戸市赤塚1丁目1番地

029-309-5000

なごみ歯科医院

歯科（診療所） 300-0413

茨城県

稲敷郡美浦村大谷486-1

029-893-6220

山田歯科医院

歯科（診療所） 300-0638

茨城県

稲敷市古渡195

029-894-2639

酒井歯科医院

歯科（診療所） 300-0835

茨城県

土浦市大岩田1310-2

029-826-5454

ピアシティ歯科クリニック

歯科（診療所） 300-1159

茨城県

稲敷郡阿見町本郷3-1-1ピアシティ歯科クリニック

029-843-8282

やました歯科・矯正歯科クリニック

歯科（診療所） 300-1216

茨城県

牛久市神谷1-52-13やました歯科・矯正歯科クリニック

029-828-8618

おさか歯科クリニック

歯科（診療所） 300-1286

茨城県

牛久市小坂町1939-18

029-874-5566

高田歯科医院

歯科（診療所） 300-2656

茨城県

つくば市真瀬603-1

029-875-6489

中川歯科医院

歯科（診療所） 300-4408

茨城県

桜川市真壁町真壁179

0296-55-1131

酒寄歯科医院

歯科（診療所） 300-4513

茨城県

筑西市中根519

0296-52-1118

協栄会

大久保病院

国家公務員共済組合連合会

水府病院

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

医療法人社団朋友

西川歯科

歯科（診療所） 305-0043

茨城県

つくば市大角豆1698

029-863-4182

医療法人

旭歯科医院

歯科（診療所） 306-0012

茨城県

古河市旭町旭グリーンハイム

0280-31-8560

緒方歯科医院

歯科（診療所） 306-0021

茨城県

古河市松並1－22－10

0280-32-8550

中村歯科医院

歯科（診療所） 306-0417

茨城県

猿島郡境町若林２２７６

0280-86-5350

神明歯科医院

歯科（診療所） 308-0052

茨城県

筑西市菅谷1581

0296-22-6855

あらやま歯科医院

歯科（診療所） 308-0124

茨城県

筑西市関本肥土23-1

029-648-8182

おにざわ歯科医院

歯科（診療所） 308-0847

茨城県

筑西市玉戸1527-14

0296-25-6480

河村歯科医院

歯科（診療所） 309-1611

茨城県

笠間市笠間228-2

0296-72-7123

木下歯科医院

歯科（診療所） 309-1717

茨城県

笠間市旭町217-8

0296-77-1925

川﨑歯科クリニック

歯科（診療所） 310-0012

茨城県

水戸市城東１－３－８イソラヴェラ2F

029-303-1182

おかざき矯正歯科クリニック

歯科（診療所） 310-0021

茨城県

水戸市南町3-2-44

029-300-4187

森永歯科医院

歯科（診療所） 310-0803

茨城県

水戸市城南２－１５－３０

029-225-1081

檜山歯科

歯科（診療所） 310-0815

茨城県

水戸市本町1-11-20

029-231-7686

大内歯科医院

歯科（診療所） 310-0851

茨城県

水戸市千波町2475-11

029-243-4118

平須歯科医院

歯科（診療所） 310-0853

茨城県

水戸市平須町1-203

029-243-6660

片岡歯科医院

歯科（診療所） 310-0911

茨城県

水戸市見和１－３２３－９

029-226-9632

医療法人柳沢歯科医院

歯科（診療所） 311-1514

茨城県

鉾田市安塚1692柳沢歯科医院

0291-33-2454

こばなわ歯科医院

歯科（診療所） 311-3426

茨城県

小美玉市下馬場553-1

0299-58-2437

山﨑歯科医院

歯科（診療所） 312-0027

茨城県

ひたちなか市勝田中原町3-7

029-271-0741

容子歯科

歯科（診療所） 312-0042

茨城県

ひたちなか市東大島３丁目５番１２号

029-275-6820

歯科（診療所） 313-0063

茨城県

常陸太田市内堀町3456

0294-80-2080

タナカ歯科医院

歯科（診療所） 314-0012

茨城県

鹿嶋市平井1297-1

0299-82-1114

布瀬川歯科医院

歯科（診療所） 314-0021

茨城県

鹿嶋市粟生265

0299-82-8566

佐藤歯科医院

歯科（診療所） 317-0074

茨城県

日立市旭町2-2-1

0294-22-6480

東歯科医院

歯科（診療所） 319-0126

茨城県

小美玉市大谷５１８－１東歯科医院

0299-56-4856

瓜連中央歯科クリニック

歯科（診療所） 319-2102

茨城県

那珂市瓜連1323UCDC

029-296-4182

医療法人尚城会中央歯科診療所

歯科（診療所） 319-2255

茨城県

常陸大宮市野中町717

0295-53-3211

オリエント薬局阿見店

薬局

300-0333

茨城県

稲敷郡阿見町若栗2574-1

029-891-3055

いちょう薬局

薬局

304-0051

茨城県

下妻市小島905-4

0296-30-5015

あおぞら薬局

薬局

305-0003

茨城県

つくば市桜2-15-6

029-846-5655

竹園店

薬局

305-0032

茨城県

つくば市竹園１－４－１－２Ｆ

029-869-7401

とちの木薬局つくば店

薬局

305-0032

茨城県

つくば市竹園1-6-1つくば三井ビル2F

029-856-5016

アヤベ薬局

薬局

306-0013

茨城県

古河市東本町4-7-37

0280-32-1439

ハロー薬局古河店

薬局

306-0032

茨城県

古河市大手町11-22

0280-22-2818

茨城中央調剤薬局

薬局

310-0853

茨城県

水戸市平須町１－４１６

029-291-5118

ウチダ薬局

薬局

312-0012

茨城県

ひたちなか市馬渡２５６７－２３

029-275-0658

すばる薬局

薬局

313-0016

茨城県

常陸太田市金井町4815-2

0294-33-9111

株式会社サンライズ

薬局

314-0031

茨城県

鹿嶋市宮中297-12

0299-84-4141

中央薬局

薬局

314-0343

茨城県

神栖市土合本町1-9082-5

0479-40-5370

白木屋薬局

薬局

318-0033

茨城県

高萩市本町２－８８－４

0293-22-5678

松本薬研堂薬局

薬局

319-1541

茨城県

北茨城市磯原町磯原1-212

0293-43-0435

天谷医院

医科（診療所） 320-0806

栃木県

宇都宮市中央3-2-3

028-633-0101

医科（診療所） 321-0628

栃木県

那須烏山市金井1-14-8

0287-84-0001

ひばりクリニック

医科（診療所） 321-2116

栃木県

宇都宮市徳次郎町365-1

028-665-8890

ゆめクリニック

医科（診療所） 321-3226

栃木県

宇都宮市ゆいの杜3-14-6

028-611-1881

渋谷整形外科

医科（診療所） 321-4305

栃木県

真岡市荒町1180-3

0285-83-7566

（医）小野寺クリニック

医科（診療所） 323-0806

栃木県

小山市中久喜1615-3

0285-23-4843

医療法人知新会

医科（診療所） 326-0053

栃木県

足利市伊勢町3-8-14

0284-41-3913

<医療法人 桜のかおりクリニック>

医科（診療所） 327-0843

栃木県

佐野市堀米町3936-6

0283-20-2131

医療法人まゆき会 菊池クリニック

医科（診療所） 329-0115

栃木県

下都賀郡野木町野渡245-2

0280-57-2510

すずき内科・循環器科

医科（診療所） 329-0431

栃木県

下野市薬師寺2489-10

0285-40-1260

健歩会

医療法人亮美会

医療法人在心会

とちの木薬局

やまぶき歯科

医療法人洋和会

水沼医院

横山皮膚科医院

医療法人社団湘山会

とちの葉クリニック

医科（診療所） 329-1105

栃木県

宇都宮市中岡本町2389-1

028-680-6165

医療法人社団松籟会

宇都宮西ヶ丘病院

医科（病院）

320-0004

栃木県

宇都宮市長岡町842

028-621-3171

医療法人北斗会宇都宮東病院

医科（病院）

321-0901

栃木県

宇都宮市平出町368-8

028-664-1551

新小山市民病院

医科（病院）

323-0827

栃木県

小山市神鳥谷２２５１番地１

0285-36-0200

医療法人社団 亮仁会 那須中央病院

医科（病院）

324-0036

栃木県

大田原市下石上１４５３

0287-29-2121

医療法人宏仁会 本庄記念病院

医科（病院）

326-0831

栃木県

足利市堀込町2859

0284-73-1199

日本赤十字社

医科（病院）

326-0843

栃木県

足利市五十部町284-1

0284-21-0121

栃木県立岡本台病院

医科（病院）

329-1104

栃木県

宇都宮市下岡本町2162

028-673-2211

町田歯科クリニック

歯科（診療所） 320-0012

栃木県

宇都宮市山本２丁目２６－１４

028-625-7010

とちぎ歯の健康センター診療所

歯科（診療所） 320-0047

栃木県

宇都宮市一の沢2-2-5

028-648-6480

国立病院機構栃木医療センター

歯科（診療所） 320-8580

栃木県

宇都宮市中戸祭１丁目１０－３７

028-622-5241

独立行政法人国立病院機構栃木医療センター

歯科（診療所） 320-8580

栃木県

宇都宮市中戸祭１丁目１０－３７

028-622-5241

ともえ歯科医院

歯科（診療所） 321-0165

栃木県

宇都宮市緑2-18-33

028-659-2329

歯科（診療所） 321-0226

栃木県

下都賀郡壬生町中央町8-8

0282-82-0110

かみかわち歯科クリニック

歯科（診療所） 321-0414

栃木県

宇都宮市中里町3001-7

028-674-3705

あんどう歯科クリニック

歯科（診療所） 321-0906

栃木県

宇都宮市中久保2-12-21

028-689-4918

篠原歯科医院

歯科（診療所） 321-0963

栃木県

宇都宮市南大通り4-1-1

028-634-6618

医療法人UDA

栃木県支部

足利赤十字病院

上野デンタルクリニック

医療機関等名

医療機関区分

山川歯科医院

歯科（診療所） 321-2335

栃木県

日光市森友172-2

0288-22-6263

とみづか歯科医院

歯科（診療所） 321-2336

栃木県

日光市荊沢600-1

0288-22-8822

医療法人ODCインプラント及川歯科医院

歯科（診療所） 321-4217

栃木県

芳賀郡益子町益子2056

0285-72-2234

おひさま歯科安川クリニック

歯科（診療所） 324-0043

栃木県

大田原市浅香3-3606-31

0287-48-6417

源田歯科医院

歯科（診療所） 326-0011

栃木県

足利市大沼田町1074

0284-91-0081

歯科あべクリニック

歯科（診療所） 326-0831

栃木県

足利市堀込町2023-3

0284-64-8241

原田歯科医院

歯科（診療所） 329-0511

栃木県

下野市石橋362

0285-53-0033

中島歯科医院

歯科（診療所） 329-1105

栃木県

宇都宮市中岡本町3669-26

028-673-6338

渡辺よしお歯科医院

歯科（診療所） 329-1327

栃木県

さくら市富野岡3-5

028-681-6400

フレンド薬局

星ノ宮

薬局

321-0112

栃木県

宇都宮市屋板町1084-4フレンド薬局

ファーコス薬局 ありす

薬局

321-0981

栃木県

宇都宮市上野町7002-4

028-683-1606

フラワー薬局

薬局

323-0026

栃木県

小山市本郷町2-5-10ラーゴム・ヒュース１０５

0285-32-7415

ひばり薬局

薬局

323-1104

栃木県

栃木市藤岡町藤岡5006

0282-61-2011

平田薬局村上店

薬局

327-0046

栃木県

佐野市村上町21-1

0283-85-7211

かみや薬局高萩店

薬局

327-0821

栃木県

佐野市高萩町1216-1

0283-27-1182

(有)髙?薬局

薬局

329-0111

栃木県

下都賀郡野木町丸林421-1

0280-55-0607

ニコニコ薬局石橋店

薬局

329-0502

栃木県

下野市下古山3294-5

0285-38-7312

薬局

329-4316

栃木県

栃木市岩舟町新里181-3

0282-54-3477

あすなろ薬局

薬局

329-4407

栃木県

栃木市大平町川連419-10

0282-28-6699

群馬リウマチクリニック

医科（診療所） 370-0004

群馬県

高崎市井野町1040

027-370-5656

医療法人松島小児科医院

医科（診療所） 370-0042

群馬県

高崎市貝沢町736-3

027-361-5823

高崎タワークリニック

医科（診療所） 370-0045

群馬県

高崎市東町32-1ブリリアタワー高崎２０２

027-384-8241

医療法人社団吉田会吉田内科

医科（診療所） 370-0046

群馬県

高崎市江木町273-4吉田内科

027-326-6210

野口病院

医科（診療所） 370-0067

群馬県

高崎市請地町38番地

027-322-2288

医療法人秀世会しのはらクリニック

医科（診療所） 370-0426

群馬県

太田市世良田町468-1

0276-52-5501

富士クリニックペインクリニック

医科（診療所） 370-0522

群馬県

邑楽郡大泉町富士3-13-8

0276-20-1971

五百山クリニック

医科（診療所） 370-0867

群馬県

高崎市乗附町１５２６－２

027-384-6508

大門整形外科医院

医科（診療所） 370-1128

群馬県

佐波郡玉村町後箇637-16

0270-64-6633

医療法人えのもと整形外科

医科（診療所） 370-2343

群馬県

富岡市七日市７４９

0274-89-3172

前橋広瀬川クリニック

医科（診療所） 371-0022

群馬県

前橋市千代田町2-10-9

027-231-4101

医科（診療所） 371-0033

群馬県

前橋市国領町2-13-23

027-234-7321

竹澤小児科クリニック

医科（診療所） 371-0037

群馬県

前橋市上小出町2-37-16

027-260-7750

田部医院

医科（診療所） 371-0804

群馬県

前橋市六供町1043

027-223-1061

医療法人社団もりむら内科

医科（診療所） 372-0812

群馬県

伊勢崎市連取町364-2

0270-75-6201

有坂医院

医科（診療所） 373-0806

群馬県

太田市龍舞町2072

0276-45-3681

医科（診療所） 373-0861

群馬県

太田市南矢島町726-3

0276-38-5511

堀越医院

医科（診療所） 374-0057

群馬県

館林市北成島町513

0276-73-4151

田原内科クリニック

医科（診療所） 375-0024

群馬県

藤岡市藤岡694-1

0274-23-2552

細井内科医院

医科（診療所） 376-0007

群馬県

桐生市浜松町浜松町１-２-５

0277-44-3818

わたらせリバーサイドクリニック

医科（診療所） 376-0011

群馬県

桐生市相生町1-220-1わたらせリバーサイドクリニック

0277-53-3166

大澤医院

医科（診療所） 376-0011

群馬県

桐生市相生町2-407

0277-52-3312

医科（診療所） 376-0013

群馬県

桐生市広沢町6-355

0277-54-4153

医科（診療所） 376-0101

群馬県

みどり市大間々町大間々687-1

0277-30-7577

青い鳥ファミリークリニック

医科（診療所） 377-0006

群馬県

渋川市行幸田28-5

0279-26-2681

東吾妻町国民健康保険診療所

医科（診療所） 377-0301

群馬県

吾妻郡東吾妻町箱島1266-2

0279-59-3010

布施医院

医科（診療所） 377-1711

群馬県

吾妻郡草津町草津462-58

0279-88-2030

つのだ小児科クリニック

医科（診療所） 378-0054

群馬県

沼田市西原新町甲122

0278-22-3163

みやぐち医院

医科（診療所） 379-0133

群馬県

安中市原市3875

027-384-1126

希望館病院

医科（病院）

370-0046

群馬県

高崎市江木町1120

027-322-4067

医療法人井上病院

医科（病院）

370-0053

群馬県

高崎市通町55

027-322-3660

医療法人一羊会

上武呼吸器科内科病院

医科（病院）

371-0048

群馬県

前橋市田口町586-1

027-232-5000

医療法人大和会

大和病院

医科（病院）

376-0022

群馬県

桐生市稲荷町2-9

0277-45-1551

西吾妻福祉病院

医科（病院）

377-1308

群馬県

吾妻郡長野原町大津746-4

0279-83-7111

医療法人中沢会上毛病院

医科（病院）

379-2152

群馬県

前橋市下大島町596-1

027-266-1482

ごうくら歯科医院

歯科（診療所） 370-0031

群馬県

高崎市上大類町1379-1

027-370-1181

はが歯科医院高崎

歯科（診療所） 370-0851

群馬県

高崎市上中居町825-1

027-384-4433

すまいる歯科

歯科（診療所） 370-1207

群馬県

高崎市綿貫町486-1

027-320-2418

歯科（診療所） 370-2127

群馬県

高崎市吉井町長根1457-7

027-386-0055

#須田歯科医院#

歯科（診療所） 371-0103

群馬県

前橋市富士見町小暮302-1

027-288-2002

#医療法人誠歯会はが歯科医院#

歯科（診療所） 371-0123

群馬県

前橋市高花台1-9-2

027-269-3055

#さいとう歯科クリニック#

歯科（診療所） 373-0011

群馬県

太田市只上町1078

0276-37-4618

#とやま歯科クリニック#

歯科（診療所） 373-0022

群馬県

太田市東金井町８５８－２

0276-40-2885

#びさいじデンタルクリニック#

歯科（診療所） 377-1612

群馬県

吾妻郡嬬恋村大前50-1

0279-80-6480

倉品歯科医院

歯科（診療所） 379-1616

群馬県

利根郡みなかみ町川上20-20

027-872-6480

ドラッグ太陽あおぞら薬局

薬局

370-0503

群馬県

邑楽郡千代田町赤岩1735-1

0276-70-5115

すずらん薬局

薬局

370-0522

群馬県

邑楽郡大泉町富士３－１８－２１富士之越シティハイツ１０５号

0276-56-9735

あけの薬局

薬局

370-0602

群馬県

邑楽郡邑楽町明野28-8

0276-55-2039

とうやく薬局

薬局

370-0871

群馬県

高崎市上豊岡町817-4

027-388-1089

タイヨウ薬局稲荷台店

薬局

370-3516

群馬県

高崎市稲荷台町1308-4

027-350-3577

じゅん薬局下沖町店

薬局

371-0011

群馬県

前橋市下沖町336じゅん薬局

027-288-0284

よつき薬局

薬局

371-0805

群馬県

前橋市南町2-10-8-1

027-289-8515

薬局

371-0811

群馬県

前橋市朝倉町942-4

027-212-3223

ネクスト調剤薬局新前橋店

薬局

371-0844

群馬県

前橋市古市町１８０－１

027-289-4841

フルーツ薬局

薬局

373-0036

群馬県

太田市由良町69-7

0276-33-7066

あずまみまもり薬局

薬局

379-2235

群馬県

伊勢崎市三室町４０１１－６

0270-75-3225

浦和レディースクリニック

医科（診療所） 330-0063

埼玉県

さいたま市浦和区高砂1-14-14たけふじビル５階

048-767-6297

水谷耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 330-0804

埼玉県

さいたま市大宮区堀の内町1-210

048-645-3387

大宮胃腸内科クリニック

医科（診療所） 330-0845

埼玉県

さいたま市大宮区仲町2-24-2金杉仲町ビル2階

080-4328-0588

みはし小児クリニック

医科（診療所） 330-0856

埼玉県

さいたま市大宮区三橋1-189

048-669-0072

医療法人政芳会田中クリニック

医科（診療所） 331-0074

埼玉県

さいたま市西区宝来1538

048-729-7730

耳鼻咽喉科かわた医院

医科（診療所） 331-0812

埼玉県

さいたま市北区宮原町4-123-5

048-664-3387

仁愛医院

医科（診療所） 332-0015

埼玉県

川口市川口３－２－１－１０２

048-251-5501

医療法人千仁会 奥秋内科

医科（診療所） 332-0034

埼玉県

川口市並木２－２－１６フェニーチェ並木８００

048-253-8511

医療法人今野整形外科

医科（診療所） 333-0866

埼玉県

川口市芝3901

048-269-3188

小谷野医院

医科（診療所） 334-0001

埼玉県

川口市桜町2-5-19

048-281-5450

アサカ薬局笹目南町店

医科（診療所） 335-0035

埼玉県

戸田市笹目南町33-19

048-485-1801

医療法人幹誠会

医科（診療所） 336-0936

埼玉県

さいたま市緑区太田窪3-8-2

048-885-5411

岸林クリニック

医科（診療所） 336-0936

埼玉県

さいたま市緑区太田窪1-23-10

048-886-3662

ゆり内科クリニック

医科（診療所） 338-0001

埼玉県

さいたま市中央区上落合1-11-15アスク新都心ビル2階ゆり内科クリニック

048-840-5222

西浦和整形外科

医科（診療所） 338-0837

埼玉県

さいたま市桜区田島5-23-8西浦和クリニックプラザ101

048-866-1202

医科（診療所） 339-0052

埼玉県

さいたま市岩槻区太田１－１－１８

048-758-1547

藤岡店

エムシー関東株式会社

社会医療法人

医療法人

山口クリニック

慈峰会

きたむらクリニック

伊東醫院

彩和会

あらい歯科

大泉店

前橋南店

ファミル薬局

医療法人

城西クリニック

正田医院

医療法人山口会

医療法人

眼科・泌尿器科

輝城会

健哲会

医療法人

ラベンダー薬局

朝倉店

金沢会

川久保整形外科クリニック

金沢クリニック

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

星ノ宮

028-656-0356

医療機関等名

医療機関区分

医療法人社団光明会

たけだ耳鼻咽喉科

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

医科（診療所） 340-0034

埼玉県

草加市氷川町2122-2

048-926-1677

医療法人社団メディカルコミュニティマイ

医科（診療所） 342-0017

埼玉県

吉川市上笹塚3-207

048-981-7171

医療法人光仁会 春日部厚生クリニック

医科（診療所） 344-0043

埼玉県

春日部市下蛭田125-1

048-754-4313

医療法人松栄会岩松医院

医科（診療所） 344-0058

埼玉県

春日部市栄町1-334

048-761-0077

春日部市小児救急夜間診療所

医科（診療所） 344-0067

埼玉県

春日部市中央7-2-1第二別館１階

048-736-2216

医療法人社団めぐみよしば診療所

医科（診療所） 346-0014

埼玉県

久喜市吉羽1-28-23

0480-26-7200

岡安眼科医院

医科（診療所） 347-0056

埼玉県

加須市土手2-15-71

0480-61-0378

三森整形外科医院

医科（診療所） 350-0054

埼玉県

川越市三久保町6-4

049-222-0515

医療保腎社団福島内科

医科（診療所） 350-0314

埼玉県

比企郡鳩山町楓ケ丘４－１７－８

049-298-0600

竹井内科

医科（診療所） 350-1213

埼玉県

日高市高萩605-1

042-978-6006

のぞみクリニック

医科（診療所） 350-1233

埼玉県

日高市下鹿山５２７－３

042-989-7778

比留間医院

医科（診療所） 350-1245

埼玉県

日高市栗坪296-1

042-989-1131

高沢医院

医科（診療所） 350-2211

埼玉県

鶴ヶ島市脚折町6-18-7

049-286-0358

医療法人はんだ整形外科

医科（診療所） 350-2227

埼玉県

鶴ヶ島市新町2-21-12

049-279-5687

医療法人社団 健興会 すぎたこどもクリニック

医科（診療所） 351-0006

埼玉県

朝霞市仲町１－２－３２あさかクリニックモール3階

048-458-6600

医療法人社団

医科（診療所） 351-0015

埼玉県

朝霞市幸町1-1-5

048-463-2325

塩味クリニック

医科（診療所） 351-0023

埼玉県

朝霞市大字溝沼８６７

048-461-6100

医療法人増田耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 351-0025

埼玉県

朝霞市三原2-13-28

048-463-9218

医療法人

医科（診療所） 355-0034

埼玉県

東松山市柏崎703-4

0493-23-1004

医療法人高坂耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 355-0062

埼玉県

東松山市西本宿1986

0493-35-5410

上福岡くろだ内科クリニック

医科（診療所） 356-0004

埼玉県

ふじみ野市上福岡1-7-5

049-293-7171

飯能市国民健康保険南高麗診療所

医科（診療所） 357-0054

埼玉県

飯能市下直竹1091-1

042-972-3807

飯能市東吾野医療介護センター診療所

医科（診療所） 357-0204

埼玉県

飯能市虎秀25-1

042-978-2000

くわのみ本郷クリニック

医科（診療所） 359-0022

埼玉県

所沢市本郷268-1

04-2946-8890

なかむら整形外科

医科（診療所） 359-0023

埼玉県

所沢市東所沢和田1-1-8 2Fクリニックステーション東所沢

04-2941-6636

あだち内科クリニック

医科（診療所） 359-1111

埼玉県

所沢市緑町3-16-4

04-2929-0001

かがやきクリニック

医科（診療所） 359-1131

埼玉県

所沢市久米593-8

04-2991-7511

医科（診療所） 359-1163

埼玉県

所沢市西狭山ケ丘1-3118-11

04-2948-1166

医科（診療所） 360-0023

埼玉県

熊谷市佐谷田1542-1かくたクリニック

048-501-0771

医科（診療所） 360-0202

埼玉県

熊谷市妻沼東4-66-6

048-567-1170

吉田医院

医科（診療所） 360-0815

埼玉県

熊谷市本石2-61

048-521-1083

よしおか内科こどもクリニック

医科（診療所） 360-0821

埼玉県

熊谷市伊勢町２１２－１

048-501-1135

松原医院

医科（診療所） 361-0023

埼玉県

行田市長野１－３１－１０

048-553-6700

江口医院

医科（診療所） 362-0004

埼玉県

上尾市須ケ谷1丁目７６－５

048-772-3772

医療法人藤仁会健康管理センター・エージオタウンクリニック

医科（診療所） 362-0035

埼玉県

上尾市仲町１－８－３３別館２階

くるみ薬局

医科（診療所） 362-0046

埼玉県

上尾市壱丁目466-3

048-782-0017

わかやま耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 365-0038

埼玉県

鴻巣市本町3-10-16

048-541-0208

佐藤外科胃腸科内科医院

医科（診療所） 366-0831

埼玉県

深谷市内ケ島803

048-573-6511

医療法人富沢会富沢医院

医科（診療所） 367-0053

埼玉県

本庄市中央1-1-3

0495-22-2270

酒井耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 368-0005

埼玉県

秩父市大野原934

0494-25-4187

医療法人

医科（診療所） 369-0306

埼玉県

児玉郡上里町七本木2363-6

0495-35-1116

医療法人彩寿会あさみ医院

医科（診療所） 369-1244

埼玉県

深谷市黒田340-1

048-584-5565

埼玉県立小児医療センター

医科（病院）

330-8777

埼玉県

さいたま市中央区新都心１番２

048-601-2200

医療法人三誠会川口誠和病院

医科（病院）

334-0074

埼玉県

川口市江戸3-35-46

048-285-0661

医療法人

医科（病院）

335-0002

埼玉県

蕨市塚越7-34-2

048-441-0750

医療法人 慈正会 丸山記念総合病院

医科（病院）

339-8521

埼玉県

さいたま市岩槻区本町２丁目１０－５

048-757-3511

医療法人光仁会

医科（病院）

344-0063

埼玉県

春日部市緑町6-11-48

048-736-1155

蓮田一心会病院

医科（病院）

349-0123

埼玉県

蓮田市本町3-17

048-764-6411

独立行政法人国立病院機構東埼玉病院

医科（病院）

349-0196

埼玉県

蓮田市大字黒浜４１４７

048-768-1161

医療法人財団献心会川越胃腸病院

医科（病院）

350-0034

埼玉県

川越市仙波町2-9-2

049-225-6888

坂戸中央病院

医科（病院）

350-0233

埼玉県

坂戸市南町30-8

049-283-0019

独立行政法人国立病院埼玉病院

医科（病院）

351-0102

埼玉県

和光市諏訪2-1

048-462-3075

医療法人

医科（病院）

355-0072

埼玉県

東松山市石橋大字1721番地

0493-23-1221

医科（病院）

358-0007

埼玉県

入間市黒須1369-3

04-2964-6311

医科（病院）

359-1161

埼玉県

所沢市狭山ケ丘1丁目3009番地

04-2948-8181

医療法人藤和会藤間病院

医科（病院）

360-0031

埼玉県

熊谷市末広2-137

048-522-0600

埼玉県立循環器・呼吸器病センター

医科（病院）

360-0197

埼玉県

熊谷市板井１６９６

048-536-9900

西熊谷病院

医科（病院）

360-0816

埼玉県

熊谷市石原572

048-522-0200

医療法人藤仁会藤村病院

医科（病院）

362-0035

埼玉県

上尾市仲町１－８－３３別館２階

埼玉県総合リハビリテーションセンター

医科（病院）

362-8567

埼玉県

上尾市大字西貝塚１４８－１

048-725-0218

さいす歯科医院

歯科（診療所） 330-0054

埼玉県

さいたま市浦和区東岸町８－７さいす歯科医院

048-883-4618

浦和駅前トマト歯科医院

歯科（診療所） 330-0056

埼玉県

さいたま市浦和区東仲町1-23石井ビル５F

048-811-1122

しみずデンタルクリニック

歯科（診療所） 330-0074

埼玉県

さいたま市浦和区北浦和3-1-12

048-827-5166

しみずデンタルクリニック東口オフィス

歯科（診療所） 330-0074

埼玉県

さいたま市浦和区北浦和4-1-5

048-827-4310

三浦歯科医院

歯科（診療所） 330-0804

埼玉県

さいたま市大宮区堀の内町１－６０６グランドシティ大宮

なら歯科

歯科（診療所） 331-0822

埼玉県

さいたま市北区奈良町45-1

048-667-5582

伊藤歯科クリニック

歯科（診療所） 331-0823

埼玉県

さいたま市北区日進町２－１６０９－１

048-663-1133

髙橋歯科医院

歯科（診療所） 332-0004

埼玉県

川口市領家3-2-20

048-223-1176

せきね歯科クリニック

歯科（診療所） 332-0021

埼玉県

川口市西川口6-7-2

048-299-6087

クニサキ薬局中青木店

歯科（診療所） 332-0032

埼玉県

川口市中青木1-4-20

048-240-3011

青木公園前みやおか歯科医院

歯科（診療所） 332-0035

埼玉県

川口市西青木5-2-23

048-240-6480

さかいばし歯科医院

歯科（診療所） 333-0834

埼玉県

川口市安行領根岸3321-1Warmmansion1F

048-286-6480

安田歯科医院

歯科（診療所） 335-0004

埼玉県

蕨市中央4-2-17安田歯科医院

048-443-6480

歯科（診療所） 335-0022

埼玉県

戸田市上戸田4-10-4

048-431-8841

角田歯科クリニック

歯科（診療所） 336-0024

埼玉県

さいたま市南区根岸2-4-12

048-863-6612

みやざき歯科

歯科（診療所） 336-0917

埼玉県

さいたま市緑区芝原3-3-1 石井ビル1F

048-876-3883

小森谷歯科医院

歯科（診療所） 340-0156

埼玉県

幸手市南1-4-17小森谷マンション1階

0480-43-0888

なかの歯科クリニック

歯科（診療所） 343-0047

埼玉県

越谷市弥十郎517-1

048-978-4182

やまざき矯正歯科クリニック

歯科（診療所） 343-0808

埼玉県

越谷市赤山本町8-5山六ビル1Ｆ

048-967-4618

医療法人山崎歯科医院

歯科（診療所） 344-0006

埼玉県

春日部市八丁目462-1

048-754-1182

平山歯科医院

歯科（診療所） 345-0813

埼玉県

南埼玉郡宮代町東姫宮1-1

0480-36-3068

久喜やまだ歯科

歯科（診療所） 346-0016

埼玉県

久喜市久喜東5-31-17

0480-53-7768

野﨑歯科医院

歯科（診療所） 347-0032

埼玉県

加須市花崎1-21-15

0480-65-5100

歯科（診療所） 349-0223

埼玉県

白岡市下野田1373-3

0480-93-1600

へいきちのおやこ歯科医院

歯科（診療所） 349-1121

埼玉県

久喜市伊坂１８４３へいきちのおやこ歯科

0480-55-3443

<医療法人真中歯科医院>

歯科（診療所） 349-1142

埼玉県

加須市杓子木178-4

0480-72-5233

南古谷なみき歯科＋こども歯科

歯科（診療所） 350-0023

埼玉県

川越市大字並木８０ー８

049-236-0648

有山歯科医院

歯科（診療所） 350-0034

埼玉県

川越市仙波町3-34-17

049-225-6789

すまいる歯科医院

歯科（診療所） 350-0227

埼玉県

坂戸市仲町2-9

049-280-3700

もりや歯科

歯科（診療所） 350-0275

埼玉県

坂戸市伊豆の山町4－57

049-280-5117

サンデンタルクリニック

歯科（診療所） 350-0451

埼玉県

入間郡毛呂山町毛呂本郷1003-2F

049-295-8393

宏友会

栗原整形外科

中川医院

医療法人社団清愛会
医療法人社団

田中耳鼻いんこう科

ともさと会

医療法人社団幸豊会

かくたクリニック

めぬま整形外科

辻クリニック

今井病院
春日部厚生病院

医療法人社団愛友会

埼玉成恵会病院

医療法人社団

宏志会

医療法人仁栄会

所沢緑ヶ丘病院

医療法人社団桜歯友会

医療法人

豊岡第一病院

健歩会

戸田サクラ歯科

宮山歯科医院

医療法人藤仁会

048-777-2511

医療法人藤仁会

048-776-1111

S-106

048-648-6474

医療機関等名

医療機関区分

根岸歯科医院

歯科（診療所） 350-1109

埼玉県

川越市霞ケ関北1-20-1根岸歯科医院

090-5751-9003

武田歯科医院

歯科（診療所） 350-1123

埼玉県

川越市脇田本町15-13東上パールビル2階

049-248-4618

一デンタルパーク

歯科（診療所） 350-1124

埼玉県

川越市新宿町3-15-15

049-257-5979

高萩歯科

歯科（診療所） 350-1213

埼玉県

日高市高萩1920-1

042-986-0648

水季野歯科医院

歯科（診療所） 350-1335

埼玉県

狭山市柏原3390-9

04-2952-0707

歯科（診療所） 350-2203

埼玉県

鶴ヶ島市上広谷レクセルプラザ若葉101

049-287-1515

にいぬま歯科

歯科（診療所） 351-0034

埼玉県

朝霞市西原2-12-6

048-473-3737

恵愛デンタルクリニック

歯科（診療所） 354-0018

埼玉県

富士見市西みずほ台３－３－１６恵愛ビル１階

049-255-4400

しぶや歯科医院

歯科（診療所） 354-0021

埼玉県

富士見市鶴馬1-25-3

049-255-8044

久保田歯科医院

歯科（診療所） 356-0052

埼玉県

ふじみ野市苗間1-9-3ルシーダ１

#坂本歯科クリニック#

歯科（診療所） 358-0045

埼玉県

入間市寺竹770-4

04-2936-4118

エステシティふなやま歯科

歯科（診療所） 359-0003

埼玉県

所沢市中富南４－１エステシティセンタースクエア１－１０３

04-2933-8505

#新所沢おかみつ歯科クリニック#

歯科（診療所） 359-1111

埼玉県

所沢市緑町4-15-23

04-2937-4822

医療法人社団千永会

歯科（診療所） 360-0031

埼玉県

熊谷市末広1-32-1

048-526-4618

#しみず歯科クリニック#

歯科（診療所） 360-0853

埼玉県

熊谷市玉井5-101-1

048-531-4182

医療法人生きる会白鳥歯科・矯正歯科

歯科（診療所） 362-0022

埼玉県

上尾市瓦葺934-1

048-723-0000

上尾西口歯科

歯科（診療所） 362-0042

埼玉県

上尾市谷津2-1-50-9モンシェリー３号館1階

048-775-3860

歯科（診療所） 366-0035

埼玉県

深谷市原郷500

048-572-4118

田口歯科医院

歯科（診療所） 368-0001

埼玉県

秩父市黒谷613-1

0494-22-1118

ふたば調剤薬局浦和店

薬局

330-0055

埼玉県

さいたま市浦和区東高砂町17-7

048-764-8383

バンビ薬局

薬局

330-0071

埼玉県

さいたま市浦和区上木崎1-10-1 グランデュオ北街区101-D2

048-827-0190

薬局

330-0071

埼玉県

さいたま市浦和区上木崎4-8-8

048-832-7118

薬局

330-0081

埼玉県

さいたま市中央区新都心4-8新都心ファーストビル1F

048-600-1770

ウエスト薬局

薬局

331-0047

埼玉県

さいたま市西区西大宮1-10-18Credoビル1F

048-782-4157

アクト薬局

薬局

331-0804

埼玉県

さいたま市北区土呂町1-15-38明治ビル１F

048-651-3455

ハロー薬局土呂店

薬局

331-0804

埼玉県

さいたま市北区土呂町1-25-5

048-664-8186

かるがも薬局

薬局

331-0812

埼玉県

さいたま市北区宮原町1-212

048-816-4356

薬局

332-0021

埼玉県

川口市西川口5-11-20

048-258-3891

ハロー薬局西川口

薬局

332-0021

埼玉県

川口市西川口1-5-21MSビル1階

048-229-8647

川口メロン薬局

薬局

332-0031

埼玉県

川口市青木2-5-5

048-229-5567

薬局ユニファー

薬局

332-0034

埼玉県

川口市並木３－９－６精光堂ビル１階

048-299-6167

戸塚安行駅前薬局

薬局

333-0808

埼玉県

川口市長蔵新田288-1

048-452-4940

ちとせ薬局

薬局

333-0833

埼玉県

川口市西新井宿237-4

048-285-4601

ハロー薬局川口店

薬局

333-0835

埼玉県

川口市道合919

048-288-7037

かちどき薬局

薬局

333-0847

埼玉県

川口市芝中田2-28-1

048-264-1234

薬局

335-0002

埼玉県

蕨市塚越1-6-14第一商事ビル103号室

048-290-8140

コスモ調剤薬局

薬局

335-0013

埼玉県

戸田市喜沢1-16-16

048-432-1881

ハロー薬局喜沢南店

薬局

335-0014

埼玉県

戸田市喜沢南2-7-1

048-229-3686

ハロー薬局戸田店

薬局

335-0015

埼玉県

戸田市川岸2-5-19

048-432-0877

薬局

335-0021

埼玉県

戸田市新曽984-1

048-291-9391

サン＆グリーン薬局だいたくぼ

薬局

336-0015

埼玉県

さいたま市南区太田窪1980-4

048-826-5890

ハロー薬局南浦和３号店

薬局

336-0017

埼玉県

さいたま市南区南浦和2-40-13 パークパレス103

048-813-8677

ハロー薬局南浦和店

薬局

336-0017

埼玉県

さいたま市南区南浦和2-44-9 1階

048-881-1590

ハロー薬局南浦和駅前店

薬局

336-0017

埼玉県

さいたま市南区南浦和2-38-7 富士見ビル２階

048-813-8686

かばさん薬局

薬局

336-0018

埼玉県

さいたま市南区南本町2-1-2マツヤビル３１１

048-711-7244

一ツ木薬局

薬局

336-0018

埼玉県

さいたま市南区南本町2-21-4

048-825-7333

有限会社

薬局

336-0024

埼玉県

さいたま市南区根岸3-1-4

048-862-1191

ハロー薬局東浦和店

薬局

336-0926

埼玉県

さいたま市緑区東浦和4-5-7

048-875-6980

たから薬局

薬局

336-0931

埼玉県

さいたま市緑区原山１－１２－１４

048-711-6820

ハロー薬局浦和美園店

薬局

336-0967

埼玉県

さいたま市緑区美園4-14-17

048-762-8669

こぐま薬局

薬局

338-0001

埼玉県

さいたま市中央区上落合9-9-8

048-857-5900

薬局

338-0001

埼玉県

さいたま市中央区上落合9-11-12

048-762-3970

トマト薬局

薬局

338-0012

埼玉県

さいたま市中央区大戸4-5-6

048-824-1351

アクト薬局大久保店

薬局

338-0815

埼玉県

さいたま市桜区五関150-1

048-840-0232

ハロー薬局久喜店

薬局

340-0206

埼玉県

久喜市西大輪1924-5

0480-31-8762

カレン薬局

鷲宮店

薬局

340-0217

埼玉県

久喜市鷲宮4-5-22

0480-58-9288

有限会社ファーマシーいまい薬局

薬局

344-0046

埼玉県

春日部市上蛭田147-1

048-754-2675

みなみ調剤薬局

薬局

346-0004

埼玉県

久喜市南1-3-1

0480-21-9595

かちどき薬局

久喜本町店

薬局

346-0005

埼玉県

久喜市本町1-7-15

0480-25-5425

かちどき薬局

久喜店

薬局

346-0033

埼玉県

久喜市下清久276-4

0480-24-2212

サークル薬局新白岡西口店

薬局

349-0212

埼玉県

白岡市新白岡７－１５－７

0480-48-6849

薬師堂薬局

薬局

350-0229

埼玉県

坂戸市薬師町1番地北坂戸駅前ハイツ1-101

049-289-8366

ハロー薬局坂戸店

薬局

350-0233

埼玉県

坂戸市南町5-17

049-288-7266

入間川オレンジ薬局

薬局

350-1306

埼玉県

狭山市富士見１－７－３

04-2968-4189

つつじ野調剤薬局

薬局

350-1319

埼玉県

狭山市広瀬３－２－７

04-2953-9491

朝霞メロン薬局

薬局

351-0022

埼玉県

朝霞市東弁財1-5-8Kｽﾃｰｼﾞ2F-4

048-483-4502

ひのき薬局

薬局

352-0002

埼玉県

新座市東1-5-20

048-479-2351

みよし薬局

薬局

354-0041

埼玉県

入間郡三芳町藤久保14-2

049-274-5665

みずほ薬局

薬局

355-0062

埼玉県

東松山市西本宿1979-4

0493-34-5117

オオツカ薬局

薬局

355-0328

埼玉県

比企郡小川町大塚913-1オオツカ薬局

0493-81-4141

カイエー薬局

薬局

356-0004

埼玉県

ふじみ野市上福岡1-9-28

049-269-1039

すみれ薬局

薬局

356-0056

埼玉県

ふじみ野市うれし野2の15の7

049-262-3898

かばさん薬局入間店

薬局

358-0003

埼玉県

入間市豊岡4-6-5

04-2936-9465

肥塚薬局

薬局

360-0015

埼玉県

熊谷市肥塚4-58

048-599-3933

ハンダ薬局

薬局

360-0815

埼玉県

熊谷市本石1-295

048-521-1220

ファーコス薬局 行田

薬局

361-0032

埼玉県

行田市佐間2-16-36ファーコス薬局

ひばり薬局北上尾店

薬局

362-0015

埼玉県

上尾市緑丘3-4-31

048-779-5667

鈴木薬局上尾富士見店

薬局

362-0041

埼玉県

上尾市富士見2-20-1

048-856-9311

杏林薬局

薬局

362-0806

埼玉県

北足立郡伊奈町小室389-6

048-723-0065

(有)三共ファーマシー原郷店

薬局

366-0035

埼玉県

深谷市原郷4-30

048-574-0636

有限会社

薬局

366-0035

埼玉県

深谷市原郷178-2

048-573-7785

有限会社三共ファーマシー上柴南店

薬局

366-0052

埼玉県

深谷市上柴町西4-6-1

048-573-0954

あすなろ薬局東台店

薬局

367-0021

埼玉県

本庄市東台4-8-27

0495-27-4693

あらい薬局

薬局

368-0044

埼玉県

秩父市本町1-19

0494-27-0033

新宿外科医院

医科（診療所） 260-0021

千葉県

千葉市中央区新宿2-16-13

043-242-5595

うたせ耳鼻咽喉科・アレルギー科

医科（診療所） 261-0013

千葉県

千葉市美浜区打瀬3-7パティオス21番街

043-213-3387

渡瀬耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 262-0025

千葉県

千葉市花見川区花園４－１６－１０

047-473-1133

医療法人杏会松本クリニック

医科（診療所） 262-0032

千葉県

千葉市花見川区幕張町5-124-5アプリコットステイツ１階

043-350-5055

医療法人社団ガラテア

医科（診療所） 263-0043

千葉県

千葉市稲毛区小仲台7-20-5ぴあーすクリニック

043-290-6767

医療法人社団光知会千葉健康クリニック

医科（診療所） 263-0043

千葉県

千葉市稲毛区小仲台7-12-1

043-255-8434

医療法人社団皐月会ながと内科・皮膚科クリニック

医科（診療所） 270-0021

千葉県

松戸市小金原4-9-19

047-309-7011

医療法人社団

医療法人

智美会

葵

プラザ若葉歯科

深谷中央病院

ファミリー薬局
ほんだ薬局

上木崎店

新都心店
土呂店

かちどき薬局

川口店

わらび店

サエラ薬局

わらび店

株式会社ﾒﾃﾞｨｼｽﾃﾑ

さくらそう薬局

南浦和店

旭薬局
原山店
与野店

株式会社武蔵野調剤薬局

中央店

ふじみ野

三共ファーマシー本店

ぴあーすクリニック

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

１階

行田

049-264-7320

048-550-1007

医療機関等名

医療機関区分

医療法人社団誠高会

小金原診療所

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

医科（診療所） 270-0021

千葉県

松戸市小金原6-1-2

047-341-1131

<青木クリニック>

医科（診療所） 270-0226

千葉県

野田市東宝珠花361

04-7198-7864

心のクリニック あびこ

医科（診療所） 270-1151

千葉県

我孫子市本町１－１－２ラ・シャルマン

医療法人社団のぞみ会梨香台診療所

医科（診療所） 270-2222

千葉県

松戸市高塚新田488-25

047-312-7301

医療法人社団清仁会足立中央クリニック

医科（診療所） 270-2253

千葉県

松戸市日暮2-2-1

047-386-0088

医療法人社団

医科（診療所） 271-0092

千葉県

松戸市松戸2044

047-362-2531

栗原皮フ科クリニック

医科（診療所） 272-0111

千葉県

市川市妙典4-3-10-202号ベルメゾン

047-356-0570

医療法人社団慈善会

ぜんり歯科内科クリニック

医科（診療所） 273-0003

千葉県

船橋市宮本8-31-15

047-423-3051

医療法人社団清記会

津田沼ヒフ科

医科（診療所） 274-0825

千葉県

船橋市前原西2-14-8津田沼パスタ４階

047-473-3323

医療法人社団順彩会

医科（診療所） 276-0049

千葉県

八千代市緑が丘２－２－１１

047-458-4112

高田内科クリニック

医科（診療所） 277-0025

千葉県

柏市千代田2-10-8

04-7160-1270

一和多医院

医科（診療所） 277-0842

千葉県

柏市末広町13-11

04-7143-0155

医療法人社団六然会佐藤クリニック

医科（診療所） 277-0861

千葉県

柏市高田139

04-7144-0076

医療法人社団明海皮ふ科

医科（診療所） 279-0011

千葉県

浦安市美浜１－９－２浦安ブライトンビル７階

047-374-3636

医療法人社団頌栄会

医科（診療所） 279-0012

千葉県

浦安市入船1-5-2プライムタワー新浦安12階

047-381-2738

医療法人社団やしの木会浦安中央公園クリニック

医科（診療所） 279-0021

千葉県

浦安市富岡3-2-6

047-314-1771

千代田クリニック

医科（診療所） 284-0015

千葉県

四街道市千代田１－３３－１

043-421-1619

医療法人社団古香堂永松整形外科

医科（診療所） 285-0845

千葉県

佐倉市西志津3-2-2永松整形外科

043-460-5388

医療法人社団中島医院

医科（診療所） 286-0015

千葉県

成田市中台6-2-1

0476-27-3454

石原医院

医科（診療所） 286-0025

千葉県

成田市東町157-2

0476-22-0550

さとみ皮膚科クリニック

医科（診療所） 286-0048

千葉県

成田市公津の杜2-14-3キュアフォレスト102

0476-28-3031

越川クリニック

医科（診療所） 287-0002

千葉県

香取市北1-10-3

0478-55-8030

成田市国保大栄診療所

医科（診療所） 287-0225

千葉県

成田市吉岡

289-1

0476-73-2333

医療法人社団こすもす会しもやまクリニック

医科（診療所） 290-0143

千葉県

市原市ちはら台西５－１８－５

0436-75-5588

医療法人社団

医科（診療所） 292-0045

千葉県

木更津市清見台３－６－５

0438-25-6840

君津郡市夜間急病診療所

医科（診療所） 292-0832

千葉県

木更津市新田３－２－２７

0438-25-6121

医療法人社団千陽会ちぐさクリニック

医科（診療所） 299-0109

千葉県

市原市千種2-9-1 1階

0436-20-0336

医療法人社団内田医院

医科（診療所） 299-0111

千葉県

市原市姉崎1875番地

0436-61-1201

君津市国保小櫃診療所

医科（診療所） 299-1192

千葉県

君津市久保２丁目１３－１

0439-56-1171

真木クリニック

医科（診療所） 299-2841

千葉県

鴨川市西江見131番地

04-7096-0070

医療法人社団駒込クリニック

医科（診療所） 299-3235

千葉県

大網白里市駒込1659-1

0475-72-8800

千葉市立青葉病院

医科（病院）

260-0852

千葉県

千葉市中央区青葉町1273番地2

043-227-1131

千葉県がんセンター

医科（病院）

260-8717

千葉県

千葉市中央区仁戸名町６６６－２

043-264-5431

八千代リハビリテーション病院

医科（病院）

276-0015

千葉県

八千代市米本1808番地

047-488-1555

医療法人社団誠高会おおたかの森病院

医科（病院）

277-0863

千葉県

柏市豊四季113

04-7141-1117

独立行政法人国立病院機構下志津病院

医科（病院）

284-0003

千葉県

四街道市鹿渡９３４－５独立行政法人国立病院機構下志津病院

043-422-2511

医療法人鳳生会

医科（病院）

286-0845

千葉県

成田市押畑896成田病院

0476-22-1500

医科（病院）

289-0612

千葉県

香取郡東庄町石出2692-15

0478-86-1177

医科（病院）

290-0003

千葉県

市原市辰巳台東２－１６

0436-74-1111

医科（病院）

290-0204

千葉県

市原市磯ケ谷35

0436-36-1121

坂口歯科医院

歯科（診療所） 260-0033

千葉県

千葉市中央区春日1-20-5

043-242-5076

医療法人社団 慧仁会 幕張西歯科医院

歯科（診療所） 261-0026

千葉県

千葉市美浜区幕張西3-3-3

043-273-7373

さいとう歯科医院

歯科（診療所） 262-0019

千葉県

千葉市花見川区朝日ケ丘1-28-18中台ビル１F

043-272-8441

はやしだデンタルクリニック

歯科（診療所） 262-0025

千葉県

千葉市花見川区花園1-8-20-2F

043-205-4118

モモデンタルクリニック

歯科（診療所） 262-0033

千葉県

千葉市花見川区幕張本郷1-22-5エスエスパレス１階

043-298-2882

石川デンタルクリニック

歯科（診療所） 262-0033

千葉県

千葉市花見川区幕張本郷7-41-9

043-275-7565

おおぞら歯科クリニック

歯科（診療所） 263-0001

千葉県

千葉市稲毛区長沼原町731-17フレスポ稲毛イーストモール1F

043-312-1051

くせ歯科診療室

歯科（診療所） 265-0053

千葉県

千葉市若葉区野呂町488-3

043-497-4400

谷中歯科医院

歯科（診療所） 266-0005

千葉県

千葉市緑区誉田町2-24

043-291-7008

ひがしデンタルクリニック

歯科（診療所） 270-0128

千葉県

流山市おおたかの森西2-1-3Villa Est

大沢歯科医院

歯科（診療所） 270-1313

千葉県

印西市小林北5ー1ー２

0476-97-6431

歯科（診療所） 270-1432

千葉県

白井市冨士137-76

047-443-3230

歯科（診療所） 270-2222

千葉県

松戸市高塚新田549-7

047-392-4180

医療法人社団千松会松下歯科医院

歯科（診療所） 270-2253

千葉県

松戸市日暮7-103

047-311-1187

医療法人社団しらゆり会しらゆり歯科医院

歯科（診療所） 271-0047

千葉県

松戸市西馬橋幸町55ウエストビル１－B

047-710-8140

コリーヌ歯科クリニック

歯科（診療所） 271-0086

千葉県

松戸市二十世紀が丘萩町116-2

047-712-0304

たむらデンタルクリニック

歯科（診療所） 273-0011

千葉県

船橋市湊町2-12-4-101

047-437-9600

長野歯科医院

歯科（診療所） 273-0046

千葉県

船橋市上山町3-641-5長野歯科医院

047-493-6487

なかたに歯科

歯科（診療所） 273-0107

千葉県

鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-11-20メルベーユ新鎌101

047-441-3322

石川歯科医院

歯科（診療所） 274-0063

千葉県

船橋市習志野台8-1-22石川歯科医院

047-469-4625

医療法人社団学治会はざま歯科医院

歯科（診療所） 274-0822

千葉県

船橋市飯山満町2-362-4

047-461-8148

医療法人社団豊英会橋本歯科医院

歯科（診療所） 275-0012

千葉県

習志野市本大久保4-14-10

047-475-5258

庄司歯科クリニック

歯科（診療所） 276-0023

千葉県

八千代市勝田台5-30-8

047-487-4487

のりと歯科医院

歯科（診療所） 276-0029

千葉県

八千代市村上南1-19-10

047-487-7758

八千代歯科クリニック

歯科（診療所） 276-0031

千葉県

八千代市八千代台北5-3-17 2F

047-486-0479

ゆりのき台歯科クリニック

歯科（診療所） 276-0042

千葉県

八千代市ゆりのき台4丁目20－5ゆりのき台歯科クリニック

047-486-8181

医療法人社団葉山会葉山歯科医院

歯科（診療所） 277-0005

千葉県

柏市柏7-9-3

04-7164-6480

柏千代田歯科・小児歯科

歯科（診療所） 277-0025

千葉県

柏市千代田2-2-1第２三光ビル１０２

04-7197-7162

加文字歯科医院

歯科（診療所） 277-0042

千葉県

柏市逆井4-7-13

04-7174-1925

やくやま歯科

歯科（診療所） 277-0831

千葉県

柏市根戸386-1やくやま歯科

04-7133-1184

谷口歯科医院

歯科（診療所） 277-0856

千葉県

柏市新富町1-2-28

04-7148-6474

おだ歯科医院

歯科（診療所） 279-0041

千葉県

浦安市堀江2-13-1

047-351-3589

美しが丘歯科

歯科（診療所） 284-0045

千葉県

四街道市美しが丘２－５－１ﾊﾟｰｸﾊｳｽ102

043-433-4108

医療法人社団春陽会佐倉歯科医院

歯科（診療所） 285-0837

千葉県

佐倉市王子台3-8-8佐倉歯科医院

043-461-3535

医療法人社団

歯科（診療所） 285-0922

千葉県

印旛郡酒々井町中央台2-16-6

043-496-7774

医療法人社団タカハシ矯正歯科

歯科（診療所） 286-0033

千葉県

成田市花崎町937

0476-22-0077

とみさわ歯科医院

歯科（診療所） 286-0041

千葉県

成田市飯田町136-32

0476-27-5015

医療法人社団翔悠会石井歯科クリニック

歯科（診療所） 287-0002

千葉県

香取市北1-2-7

0478-79-7010

稲葉歯科医院

歯科（診療所） 290-0038

千葉県

市原市五井西4-25-9

0436-21-1140

ちはら台歯科クリニック

歯科（診療所） 290-0142

千葉県

市原市ちはら台南2-21-16

0436-75-6480

友野歯科医院

歯科（診療所） 294-0014

千葉県

館山市山本2-1

0470-23-8811

堀口歯科医院

歯科（診療所） 294-0036

千葉県

館山市館山２１１

0470-23-6145

歯科（診療所） 294-0048

千葉県

館山市下真倉626-1

0470-24-8001

石川歯科医院

歯科（診療所） 297-0015

千葉県

茂原市東部台3-3-7

0475-27-3232

西歯科医院

歯科（診療所） 297-0121

千葉県

長生郡長南町長南2624

0475-46-1108

みき歯科

歯科（診療所） 299-0245

千葉県

袖ケ浦市蔵波台1-4-17

0438-40-4488

あきら歯科クリニック

歯科（診療所） 299-1152

千葉県

君津市久保２－２－３

0439-55-8841

医療法人健清会清水歯科医院

歯科（診療所） 299-4301

千葉県

長生郡一宮町一宮3101-1

0475-42-6480

一宮ナノデンタルクリニック

歯科（診療所） 299-4301

千葉県

長生郡一宮町一宮2637-1サンビレッジ１階

0475-42-6070

バーミー薬局稲浜店

薬局

261-0003

千葉県

千葉市美浜区高浜4-12-2

043-278-0900

イオン薬局幕張新都心店

薬局

261-0024

千葉県

千葉市美浜区豊砂1-13

043-351-8180

ほっち医院

ベイシティクリニック

志成会

ロイヤルクリニック

成田病院

東庄町国民健康保険
独立行政法人

東庄病院

労働者健康安全機構千葉労災病院

医療法人社団直樹会

医療法人社団徳光会

磯ヶ谷病院

医療法人社団

鈴木歯科クリニック

小松歯科医院

梅村歯科医院

医療法人社団渉仁会

佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック

２Ｆ

1F

04-7186-7767

04-7178-7888

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

さざなみ薬局

薬局

262-0015

千葉県

千葉市花見川区宮野木台3-29-2

043-252-8212

アイワ薬局小倉台店

薬局

264-0006

千葉県

千葉市若葉区小倉台6-9-1-2

043-214-8801

有限会社つくしコーセー薬局

薬局

265-0061

千葉県

千葉市若葉区高根町９７３－５

043-228-0571

有限会社ロングス

薬局

267-0066

千葉県

千葉市緑区あすみが丘1-1-6

043-294-8021

はからめ薬局

薬局

270-0116

千葉県

流山市中野久木511-9 はからめ薬局

04-7154-7515

有限会社

薬局

270-0234

千葉県

野田市日の出町１９-１５

04-7129-5554

薬局

270-1176

千葉県

我孫子市柴崎台3-20-3

04-7165-2550

コスモス薬局

薬局

270-1313

千葉県

印西市小林北2-5-17

0476-97-3331

栄町薬局

薬局

270-1516

千葉県

印旛郡栄町安食2421-85

0476-95-8228

レモン薬局

薬局

270-2253

千葉県

松戸市日暮5-239

047-710-7639

薬局ユーエス・ファーマシー3号店

薬局

271-0092

千葉県

松戸市松戸1164-2

047-369-7431

株式会社ライオン薬局

薬局

272-0032

千葉県

市川市大洲4-12-25

047-377-5779

いずみ薬局

薬局

272-0133

千葉県

市川市行徳駅前2-8-5

047-316-0053

いとう薬局船橋北口店

薬局

273-0005

千葉県

船橋市本町６－３－２１天沼コーポ１０１

047-425-1501

夏見どんぐり薬局

薬局

273-0867

千葉県

船橋市夏見町2-568-2

047-439-3335

ささのは薬局

薬局

274-0825

千葉県

船橋市前原西3-26-2

047-489-5913

みずき薬局

薬局

275-0012

千葉県

習志野市本大久保3-9-16東光ビル102

047-402-3622

ひまわり薬局ゆりのき店

薬局

276-0042

千葉県

八千代市ゆりのき台6-1-5

047-482-6200

株式会社十余二

薬局

277-0842

千葉県

柏市末広町４ー７丸金第二ビル１F

04-7142-7766

もりのくまさん薬局

薬局

284-0015

千葉県

四街道市千代田４－２５－７

043-304-3433

レモン薬局

佐倉表町店

薬局

285-0811

千葉県

佐倉市表町1-17-9

043-486-4033

みずき薬局

成田店

薬局

286-0845

千葉県

成田市押畑903-1

0476-36-5101

有限会社エビス薬局

薬局

288-0052

千葉県

銚子市浜町11-7

0479-22-0998

薬局

288-0056

千葉県

銚子市新生町2-8-5

0479-23-3536

薬局

289-0505

千葉県

旭市萬歳2658-1

0479-68-1801

薬局

290-0066

千葉県

市原市五所字福間久１３６－2

0436-43-4444

いろは薬局

薬局

299-0110

千葉県

市原市姉崎東1-1-6第３ｸﾚｰﾙﾊﾟﾙﾋﾞﾙ１F

0436-60-1156

アルファー薬局

薬局

299-1144

千葉県

君津市東坂田4-8-14

0439-57-0921

エビス薬局南子安店

薬局

299-1162

千葉県

君津市南子安2-8-31

0439-50-0063

コーセー薬局

薬局

299-3241

千葉県

大網白里市季美の森南1-30-6

0475-53-5596

読売健康保険組合 読売クリニック

医科（診療所） 100-8055

東京都

千代田区大手町１－７－１読売新聞東京本社ビル６階

03-3216-8682

医療法人社団順成会

医科（診療所） 101-0025

東京都

千代田区神田佐久間町2-18-5アークビル６階

03-3862-7733

神田西口クリニック

医科（診療所） 101-0047

東京都

千代田区内神田3-12-4第一岸ビル3F

03-5577-5472

お茶の水耳鼻咽喉科・アレルギー科

医科（診療所） 101-0062

東京都

千代田区神田駿河台２－１０－６VORT御茶ノ水２階

080-1628-0882

やじまクリニック

医科（診療所） 102-0072

東京都

千代田区飯田橋1-8-9-201

03-3261-7853

医療法人社団千禮会千代田漢方内科クリニック

医科（診療所） 102-0093

東京都

千代田区平河町1-7-11第二大盛丸平河町ビル２階

03-5357-1575

日本橋内科・アレルギー科クリニック

医科（診療所） 103-0022

東京都

中央区日本橋室町2-4-3室町野村ビルYUITO7階

03-3274-4159

医療法人社団参英会岩佐耳鼻咽喉科

医科（診療所） 104-0031

東京都

中央区京橋2-12-4 光和ビル2階

03-4455-7741

あさのヒフ科

医科（診療所） 104-0033

東京都

中央区新川2-22-2佐野ビル2階

03-3206-6533

神谷町耳鼻科虎ノ門クリニック

医科（診療所） 105-0001

東京都

港区虎ノ門1-16-17虎ノ門黒沢ビル3階

03-3592-7877

森野クリニック

医科（診療所） 105-0004

東京都

港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル７F

03-3591-2200

医療法人社団たくみ会細川内科クリニック

医科（診療所） 105-0012

東京都

港区芝大門2-10-2黒田ビル2階

03-5777-5331

東京浜松町眼科クリニック

医科（診療所） 105-0022

東京都

港区海岸1-2-20汐留ビルディング2階

03-3434-4113

医療法人社団クリア・スキン

医科（診療所） 106-0031

東京都

港区西麻布１－１－１西麻布EDGE4F

03-5474-0311

ふなきクリニック

医科（診療所） 107-0052

東京都

港区赤坂３－１５－９萬屋ビル５F

03-3505-0300

ワールドシティ益子クリニック

医科（診療所） 108-0075

東京都

港区港南4-6-7キャピタルタワー3階

03-5783-0331

医療法人社団爽見会

医科（診療所） 110-0005

東京都

台東区上野1-20-10風月堂本社ビル6階

03-3839-5092

あさくさ田原町内科クリニック

医科（診療所） 111-0042

東京都

台東区寿2-10-11MS田原町ビル2階

03-3841-1181

吉川クリニック

医科（診療所） 112-0001

東京都

文京区白山5-36-9白山麻の実ビル4F

03-5840-5677

三輪医院

医科（診療所） 112-0011

東京都

文京区千石4-26-8

03-5976-9933

医科（診療所） 112-0013

東京都

文京区音羽1-20-15サンビューハイツ音羽

03-3943-0268

医療法人社団LSM寺本内科歯科

医科（診療所） 113-0033

東京都

文京区本郷5丁目25番13号スカイビジョン1F

03-5684-0818

医療法人社団天神会

医科（診療所） 113-0034

東京都

文京区湯島3-31-3湯島東宝ビル2階

03-5807-8241

医科（診療所） 114-0034

東京都

北区上十条2-21-1

03-3908-2103

おりはた乳腺胃腸パラスクリニック

医科（診療所） 115-0045

東京都

北区赤羽２－１３－３サトウビル3階

03-3902-3123

医療法人社団静産会あらかわレディースクリニック

医科（診療所） 116-0001

東京都

荒川区町屋1-8-8

03-6807-8867

医療法人社団雄昂会やたがいクリニック

医科（診療所） 116-0014

東京都

荒川区繁日暮里4丁目20-6

03-5850-6166

医療法人社団永優会

医科（診療所） 120-0044

東京都

足立区千住緑町2-10-5鈴木内科胃腸クリニック

03-3881-0857

おか整形外科内科医院

医科（診療所） 121-0815

東京都

足立区島根２－２０－１５おか整形外科内科医院

03-3850-7333

みやざわハートクリニック

医科（診療所） 124-0005

東京都

葛飾区宝町2-34-16エムズエテルナ4階

03-6231-2997

医療法人社団讃紀会オシダ眼科クリニック

医科（診療所） 124-0012

東京都

葛飾区立石8-1-2グレイスカメリア301号

03-3694-7123

医療法人社団清修会

髙橋眼科医院

医科（診療所） 124-0013

東京都

葛飾区東立石４－４３－７－１階

03-3691-2932

医療法人社団創健会

真田整形外科

医科（診療所） 124-0023

東京都

葛飾区東新小岩7-15-10

03-3692-9161

医療法人社団弘正会大西耳鼻咽喉科

医科（診療所） 131-0043

東京都

墨田区立花1-23-2サンタウン立花207

03-3613-8733

木田医院

医科（診療所） 132-0024

東京都

江戸川区一之江7-34-5

03-3651-3214

中愛クリニック

医科（診療所） 132-0033

東京都

江戸川区東小松川3-35-5中愛クリニック

03-3653-9875

加藤内科

医科（診療所） 132-0034

東京都

江戸川区小松川1-5-2加藤内科

03-3684-0222

細波会

医科（診療所） 132-0035

東京都

江戸川区平井1-10-12

03-3681-0755

あきこ皮膚科クリニック

医科（診療所） 134-0081

東京都

江戸川区北葛西4-1-45カーサ控井２０２

03-5658-8799

石井皮膚科

医科（診療所） 134-0084

東京都

江戸川区東葛西6-1-17第６カネ長ビル

03-5878-6336

医科（診療所） 135-0046

東京都

江東区牡丹3-22-3

03-3641-8981

門前仲町内科クリニック

医科（診療所） 135-0048

東京都

江東区門前仲町1-6-11トレディパーチェ門前仲町3階

03-5875-8884

医療法人社団凛結会

医科（診療所） 136-0071

東京都

江東区亀戸2-26-8亀戸風月堂ビル一階

03-5626-5600

医療法人社団桃医会小野内科診療所

医科（診療所） 136-0072

東京都

江東区大島１－３３－１５小野ビル１階

03-3636-5505

戸越泌尿器科内科クリニック

医科（診療所） 142-0042

東京都

品川区豊町１－３－１７山崎ビル１階

03-5788-6120

医療法人社団 聖心会 さいとうファミリ－クリニック

医科（診療所） 142-0064

東京都

品川区旗の台1-8-3

03-3786-0146

TRC内科・整形外科クリニック

医科（診療所） 143-0006

東京都

大田区平和島6-1-1東京流通センタービル1階130号

03-3767-3365

医療法人社団栄誉会本田英比古クリニック

医科（診療所） 143-0023

東京都

大田区山王1-3-17

03-5718-0077

宮下耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 143-0024

東京都

大田区中央4-36-6

蒲田いだ耳鼻咽喉科

医科（診療所） 144-0052

東京都

大田区蒲田5-28-7アーバンソレイユ1階

03-3735-3387

蒲田よしのクリニック

医科（診療所） 144-0052

東京都

大田区蒲田5-27-10蒲田TKビル1階

03-6424-7071

夫婦坂クリニック

医科（診療所） 145-0064

東京都

大田区上池台４－２１－７ウェルシア薬局２階

03-6421-8755

くがはらウィメンズクリニック

医科（診療所） 146-0085

東京都

大田区久が原5-11-11 2F

03-3751-1111

医療法人社団翠のよつば会

医科（診療所） 146-0093

東京都

大田区矢口１－２０－１９メゾン・ル・シエール１階

03-5741-2777

ピンクリボンブレストケアクリニック表参道

医科（診療所） 150-0001

東京都

渋谷区神宮前4-3-13エムズクロス神宮前2階

03-3407-7373

医療法人社団ひつじ会宮益坂メリーレディースクリニック

医科（診療所） 150-0002

東京都

渋谷区渋谷1-9-12渋谷MNビル3階

03-6805-0250

医療法人社団

医科（診療所） 150-0021

東京都

渋谷区恵比寿西1-19-6

03-3463-8832

ドクターミナガワ渋谷整形

医科（診療所） 150-0031

東京都

渋谷区桜丘町16-15カーサ渋谷2F

03-5489-7592

医療法人社団樹仁会

医科（診療所） 151-0071

東京都

渋谷区本町2-6-9 森ビル1F

03-3377-4077

医療法人社団未知会宮崎整形外科

医科（診療所） 154-0015

東京都

世田谷区桜新町1-3-2宮崎整形外科

渡辺耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 154-0015

東京都

世田谷区桜新町２－１－１６

ロングス薬局土気駅前店

島田薬局

株式会社みずきコーポレーション

みずき薬局

天王台店

行徳店

大久保店
柏第一薬局

(有)第一メディカル

第一薬局

アイティオー干潟薬局
有限会社ピーパル市原

御所薬局

医療法人社団

季美の森店

和幸会

上田医院
天神下皮フ科形成外科

医療法人社団寿廣記念会

岸メディカルクリニック

鈴木内科胃腸クリニック

波多医院

医療法人社団豊珠会

安倍眼科クリニック

敬亮会

亀戸内科クリニック

新田セントラル内科クリニック

木村レディスクリニック
森医院

３０１号

健督ビル1階

03-6429-8172

1F

03-3703-9111
03-3425-3900

医療機関等名

医療機関区分

長谷川医院

医科（診療所） 154-0016

東京都

世田谷区弦巻１－２９－７

03-3428-9168

医療法人社団仁利会こうらクリニック

医科（診療所） 154-0021

東京都

世田谷区豪徳寺1-23-22

03-3425-2333

直宮医院

医科（診療所） 155-0031

東京都

世田谷区北沢３－１１－１４

03-3468-2867

青木産婦人科医院

医科（診療所） 156-0044

東京都

世田谷区赤堤5-30-15

03-3327-0702

経堂メンタルクリニック

医科（診療所） 156-0051

東京都

世田谷区宮坂２－１９－１経堂ブル－ムビル３Ｆ

03-5477-7003

医療法人社団慈京会五十子クリニック

医科（診療所） 156-0052

東京都

世田谷区経堂5-3-291階

五十子クリニック

03-3426-0220

古谷医院

医科（診療所） 157-0062

東京都

世田谷区南烏山4-12-10フロンティアビル4F

03-3300-5022

そしがや駅前耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 157-0073

東京都

世田谷区砧6-33-5１階

03-3749-8787

弘中クリニック

医科（診療所） 158-0082

東京都

世田谷区等々力３－５－２ヒューリック等々力ビル２F

03-6914-2600

さとう内科・脳神経クリニック

医科（診療所） 158-0083

東京都

世田谷区奥沢2-4-10ラルゴ奥沢1階

03-5726-9995

藤井医院

医科（診療所） 158-0083

東京都

世田谷区奥沢

03-3728-0383

松原診療所

医科（診療所） 158-0091

東京都

世田谷区中町2丁目37番19号シルバーマンション

090-8879-5338

そねクリニック新宿

医科（診療所） 160-0022

東京都

新宿区新宿3-32-8新宿中央口ビル3階

03-3356-3888

若松河田クリニック

医科（診療所） 162-0054

東京都

新宿区河田町10-7-201

03-6457-8351

やまさき内科クリニック

医科（診療所） 164-0011

東京都

中野区中央5-39-13-1F

03-3380-7777

たかとり内科

医科（診療所） 165-0034

東京都

中野区大和町1-30-6たかとり内科

03-6265-5835

医科（診療所） 165-0034

東京都

中野区大和町1-45-12能戸クリニック

03-3337-6700

医科（診療所） 166-0002

東京都

杉並区高円寺北2-11-5インフィニティービル

03-5356-9240

医科（診療所） 166-0003

東京都

杉並区高円寺南5-40-17医療法人社団こじま内科

03-3316-3987

医科（診療所） 167-0021

東京都

杉並区井草3-17-14

03-5311-7077

医科（診療所） 168-0064

東京都

杉並区永福3-26-7西永福内科クリニック

090-1607-0843

医療法人社団尾城会尾城眼科医院

医科（診療所） 169-0051

東京都

新宿区西早稲田1-2-3尾城ビル

03-3202-3998

すがも北口内科クリニック

医科（診療所） 170-0002

東京都

豊島区巣鴨2-3-10森川第1ビル5階

03-5980-9225

大塚第一診療所

医科（診療所） 170-0005

東京都

豊島区南大塚2-25-20

03-3941-0888

池袋皮フ科形成外科

医科（診療所） 171-0022

東京都

豊島区南池袋1-24-6深野ビル

医療法人社団

医科（診療所） 171-0043

東京都

豊島区要町3-39-5アジリア千川駅前2F

03-5926-8077

医療法人社団五凜会もみの木クリニック

医科（診療所） 171-0043

東京都

豊島区要町2-4-8大恵ビル2階

03-5966-5577

医療法人社団 信尚会 堀井医院

医科（診療所） 173-0011

東京都

板橋区双葉町

03-3961-2610

なかむらクリニック

医科（診療所） 174-0056

東京都

板橋区志村1-12-6

03-5948-7378

志村三丁目皮フ科

医科（診療所） 174-0056

東京都

板橋区志村3-24-3

03-5918-9407

医療法人社団櫻美会石川医院

医科（診療所） 174-0071

東京都

板橋区常盤台1-61-3

03-3960-3940

鈴木クリニック

医科（診療所） 174-0072

東京都

板橋区南常盤台1-27-3

03-5986-1500

山口眼科クリニック

医科（診療所） 175-0082

東京都

板橋区高島平1-83-1西台ＮＣビル１Ｆ

03-3931-1633

医療法人社団

光智会

医療法人社団三友会

能戸クリニック
高円寺整形外科

医療法人社団こじま内科
医療法人社団フロンティアーツ
医療法人

修門会

井草内科クリニック

西永福内科クリニック

健実会 せんかわ耳鼻咽喉科

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

1-38-19

３Ｆ

40-13

03-3989-1319

医療法人社団孝志会

江古田内科整形外科

医科（診療所） 176-0005

東京都

練馬区旭丘2-44-6東秀コーポ1階

03-6431-0030

医療法人社団千年会

いかいクリニック

医科（診療所） 176-0025

東京都

練馬区中村南3-12-4ひかり壱番館1階

03-5971-3601

医療法人社団順敬会 島田レディースクリニック

医科（診療所） 177-0041

東京都

練馬区石神井町3-21-9第三島光ビル4階

03-5393-6688

医療法人社団桃隆会

医科（診療所） 178-0063

東京都

練馬区東大泉5-40-24サンダリオンビル2F

03-3978-5354

品沢整形外科

医科（診療所） 181-0012

東京都

三鷹市上連雀2-10-5品沢整形外科

0422-47-8333

おとなとこどもの仙川泌尿器科

医科（診療所） 182-0002

東京都

調布市仙川町２－１２－６アヴェニ－ル仙川１－Ｄ

03-3300-1001

医療法人社団

医科（診療所） 182-0024

東京都

調布市布田６－２５－２

042-480-6750

飛田給プライマリクリニック

医科（診療所） 182-0036

東京都

調布市飛田給1-11-1-1F ソフィア調布

042-444-1715

ミドリクリニック

医科（診療所） 183-0006

東京都

府中市緑町1-23-3

042-352-2060

医科（診療所） 183-0006

東京都

府中市緑町1-3-1

042-366-5483

医科（診療所） 183-0023

東京都

府中市宮町１－１００－４F

042-319-8383

医科（診療所） 183-0056

東京都

府中市寿町2-4-42コープ府中寿町店３階

042-319-1020

医科（診療所） 184-0011

東京都

小金井市東町3－3－11

0422-30-9855

新こがねい呼吸器内科

医科（診療所） 184-0011

東京都

小金井市東町4-8-13登川ビル

クメンタクリニック

医科（診療所） 185-0012

東京都

国分寺市本町3-8-18TE国分寺4階

042-312-0135

国分寺駅おなかのカメラクリニック

医科（診療所） 185-0012

東京都

国分寺市本町2-2-1-205

042-323-7722

医療法人社団佐々木クリニック泌尿器科・小児泌尿器科

医科（診療所） 187-0002

東京都

小平市花小金井8-10-26

042-344-3390

えんどう内科クリニック

医科（診療所） 187-0035

東京都

小平市小川西町4-8-11

042-349-2565

片岡眼科医院

医科（診療所） 189-0013

東京都

東村山市栄町3－10－14

042-390-6241

ふじさわクリニック

医科（診療所） 190-0003

東京都

立川市栄町5-37-12エルファパレス中山1階

042-537-1600

のむら皮フ科

医科（診療所） 190-0011

東京都

立川市高松町3-13-20 1F

042-540-1121

日野厚生クリニック

医科（診療所） 191-0012

東京都

日野市日野1321-2階

042-506-2130

医科（診療所） 191-0062

東京都

日野市多摩平2-5-1クレヴィア豊田多摩平の森RESIDENCE109

042-843-4122

医療法人隆雅会伊藤内科消化器医院

医科（診療所） 192-0045

東京都

八王子市大和田町4-15-14

042-642-6734

えびさわ眼科クリニック

医科（診療所） 192-0061

東京都

八王子市平岡町8-6

042-620-1166

こころの訪問診療所いこま

医科（診療所） 193-8505

東京都

八王子市裏高尾町２７３駒木野病院

042-649-2528

医療法人社団桜春会

医科（診療所） 197-0004

東京都

福生市南田園1-3-11

042-539-0551

きくち耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 198-0021

東京都

青梅市今寺5-12-3きくち耳鼻咽喉科クリニック

0428-32-4187

医療法人社団石筍会

医科（診療所） 203-0053

東京都

東久留米市本町3-12-2ユアコート東久留米1F

042-472-2386

医科（診療所） 206-0024

東京都

多摩市諏訪5-10

042-375-7753

医科（診療所） 206-0823

東京都

稲城市平尾3-7-26

042-331-8221

医科（診療所） 207-0023

東京都

東大和市上北台1-2-14-5F

042-566-1133

医科（診療所） 208-0022

東京都

武蔵村山市榎3-40-15

042-565-1265

医科（病院）

111-0052

東京都

台東区柳橋2-20-4

03-03851-9375

東京大学医学部附属病院

医科（病院）

113-8655

東京都

文京区本郷７丁目３－１

03-5800-8635

医療法人社団

医科（病院）

132-0031

東京都

江戸川区松島1-42-21

03-3654-3311

医療法人社団向日葵会まつしま病院

医科（病院）

132-0031

東京都

江戸川区松島1-41-29

03-3653-5541

東京労災病院

医科（病院）

143-0013

東京都

大田区大森南４－１３－２１

03-3742-7301

医科（病院）

143-0015

東京都

大田区大森西4-14-5

03-5767-7100

日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院

医科（病院）

143-8527

東京都

大田区中央4-30-1

03-3775-3111

国立研究開発法人

医科（病院）

157-8535

東京都

世田谷区大蔵２丁目１０－１

03-3416-0181

医療法人財団圭友会小原病院

医科（病院）

164-0012

東京都

中野区本町3-28-16小原病院

03-3372-0311

医療法人社団慈誠会

医科（病院）

174-0063

東京都

板橋区前野町6-38-3

03-3969-1511

サノ皮膚科クリニック

エンゼル会

ごとう・クリニック

医療法人社団

哲信会

医療法人社団

城東桐和会

医療法人社団

まつおか小児クリニック

医療法人社団眞友会

府中クリニック
府中駅前クリニック

近藤皮膚科クリニック

医療法人社団誠門会

かどた皮ふ科形成外科

平沢クリニック
山口内科・呼吸器科クリニック

多摩クリニック
医療法人社団彩明会

平尾内科クリニック

上北台耳鼻咽喉科
医療法人社団

千州会

ちかま医院

公益財団法人ﾗｲﾌ.ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ研究所付属

永寿総合病院

一般社団法人

同愛会病院

巨樹の会

蒲田リハビリテーション病院

国立成育医療研究センター
慈誠会前野病院

柳橋分院

１階

042-380-9080

医療法人財団

敬寿会

相武病院

医科（病院）

192-0001

東京都

八王子市戸吹町323番1

042-691-7788

医療法人社団

米山産婦人科病院

医科（病院）

192-0065

東京都

八王子市新町2-12

042-642-5225

社会医療法人社団正志会南町田病院

医科（病院）

194-0004

東京都

町田市鶴間4-4-1

042-799-6161

医療法人社団三秀会青梅三慶病院

医科（病院）

198-0086

東京都

青梅市大柳町1412

0428-24-7501

独立行政法人国立病院機構東京病院

医科（病院）

204-8585

東京都

清瀬市竹丘3-1-1

042-491-2111

医療法人社団珠光会

医科（病院）

206-0021

東京都

多摩市連光寺2-69-6

042-338-8111

歯科（診療所） 101-0042

東京都

千代田区神田東松下町18高正ビル2F

03-3254-0648

歯科（診療所） 103-0023

東京都

中央区日本橋本町2-4-12イズミビルディング１階

03-5200-0888

土屋歯科医院

歯科（診療所） 103-0023

東京都

中央区日本橋本町2-3-15共同ビル1階

03-3270-0300

医療法人社団応和会柳屋ビル歯科クリニック

歯科（診療所） 103-0027

東京都

中央区日本橋２－１－１０柳屋ビルＢ２Ｆ

03-5205-0327

つきしま矯正こども・歯科

歯科（診療所） 104-0052

東京都

中央区月島3-13-7

03-3520-9272

ヤマガタデンタルオフィス

歯科（診療所） 105-0003

東京都

港区西新橋１－１４－１２不二ビル1F

03-3506-7888

白金山内歯科室

歯科（診療所） 108-0072

東京都

港区白金3-10-6コスモ白金シティフォルム103

03-3444-0755

歯科（診療所） 108-0074

東京都

港区高輪3-25-33長田ビル4F

03-5447-2871

歯科（診療所） 111-0025

東京都

台東区東浅草1-2-8末崎ビル1.2F

03-5808-4180

聖ヶ丘病院

加賀山歯科医院
医療法人社団慈淳会

医療法人社団高輪会

千葉歯科クリニック

高輪歯科医院

医療法人社団一水会あさくさ歯科

医療機関等名

医療機関区分

はせがわ歯科

歯科（診療所） 112-0013

東京都

文京区音羽1-5-11中村ビル２階

03-3942-8052

吉野歯科クリニック

歯科（診療所） 113-0023

東京都

文京区向丘１－１３－５シーアイマンション本郷向丘１０１

03-3813-7747

#和久本歯科医院#

歯科（診療所） 113-0033

東京都

文京区本郷3-43-14

03-3811-4407

武井歯科医院

歯科（診療所） 114-0001

東京都

北区東十条4-5-5-２０１コスモプラザ

03-3927-3851

#野田歯科医院#

歯科（診療所） 114-0003

東京都

北区豊島8-23-2

03-3912-4182

松永歯科医院

歯科（診療所） 114-0023

東京都

北区滝野川2-10-5

03-3910-3054

#駒込丘の上歯科#

歯科（診療所） 114-0024

東京都

北区西ケ原1-21-12

03-5944-5815

みのうら歯科医院

歯科（診療所） 114-0024

東京都

北区西ケ原1-49-15

03-3910-4852

湊歯科医院

歯科（診療所） 120-0002

東京都

足立区中川４－３５－５

03-3605-0808

シンヤ矯正・歯科クリニック

歯科（診療所） 120-0012

東京都

足立区青井1-1-19

03-5888-6465

荻原歯科クリニック

歯科（診療所） 121-0076

東京都

足立区平野1-21-14

03-3850-0648

医療法人社団MNY

歯科（診療所） 121-0807

東京都

足立区伊興本町1-3-10第3東愛ビル1F

03-3853-8241

とねり耳鼻いんこう科・アレルギー科

歯科（診療所） 121-0831

東京都

足立区舎人１－１１－１６

03-3897-3387

#医療法人社団

歯科（診療所） 123-0851

東京都

足立区梅田７－３２－６

03-5845-8686

#オレンジ歯科クリニック#

歯科（診療所） 124-0021

東京都

葛飾区細田５－９－３ステラコ－ト１Ｆ

03-3672-3718

医療法人社団康薫会 小澤歯科医院

歯科（診療所） 124-0022

東京都

葛飾区奥戸2-33-181階

03-5670-4182

いとう歯科クリニック

歯科（診療所） 124-0023

東京都

葛飾区東新小岩2-8-2

03-5654-6604

歯科（診療所） 125-0032

東京都

葛飾区水元4-13-18

03-5699-2508

シミズ歯科クリニック

歯科（診療所） 125-0041

東京都

葛飾区東金町2-2-13KF第二ビル二階

03-5699-8211

喜光歯科医院

歯科（診療所） 125-0061

東京都

葛飾区亀有2-57-4

03-3603-0703

きたふさ歯科医院

歯科（診療所） 131-0041

東京都

墨田区八広6-8-2-2F

03-3617-6655

きしだ歯科クリニック

歯科（診療所） 135-0021

東京都

江東区白河3-4-3フロントタワーメディカルモール204

03-3642-2477

亀戸デンタルオフィス

歯科（診療所） 136-0071

東京都

江東区亀戸2-45-7エスポワール亀戸102

03-5875-4976

小泉歯科医院

歯科（診療所） 136-0071

東京都

江東区亀戸1-29-12

03-3681-9172

医療法人社団秀成会ジュン歯科クリニック

歯科（診療所） 140-0004

東京都

品川区南品川２－４－１品川ＹＭＤビル３F

03-5783-5580

やまのて歯科

歯科（診療所） 141-0031

東京都

品川区西五反田4-31-2目黒不動前マンション1階

03-6420-0742

戸越銀座デンタルケアークリニック

歯科（診療所） 142-0051

東京都

品川区平塚3-1-12アールグレイ1F

03-6908-1188

渡辺歯科医院

歯科（診療所） 142-0053

東京都

品川区中延５－１－２ＳＫハイツ１０２

03-5751-8188

馬場歯科医院

歯科（診療所） 142-0062

東京都

品川区小山６－３－１コーポ西小山１０２号

03-3782-8222

にしむら歯科

歯科（診療所） 143-0013

東京都

大田区大森南2-7-1キャッスルイトウ101

03-3745-2681

開発歯科

歯科（診療所） 144-0034

東京都

大田区西糀谷3-9-21

03-5705-1113

小田歯科医院

歯科（診療所） 144-0035

東京都

大田区南蒲田3-1-26

03-3744-7774

山田歯科医院

歯科（診療所） 144-0043

東京都

大田区羽田1丁目5-15山田歯科医院

03-3744-8499

大熊歯科医院

歯科（診療所） 144-0052

東京都

大田区蒲田5-50-6

03-3731-5444

池上通り歯科

歯科（診療所） 146-0082

東京都

大田区池上7-1-6-1階プラティーク池上

03-6410-2298

東久が原歯科

歯科（診療所） 146-0085

東京都

大田区久が原2-21-4久が原東急ストア２階

03-3751-6480

原宿石川歯科医院

歯科（診療所） 150-0001

東京都

渋谷区神宮前1-22-1オークラビル２F

03-3404-8480

ブルーデンタルクリニック

歯科（診療所） 150-0002

東京都

渋谷区渋谷2-4-6サンゼンビル１F

03-3407-5841

広尾

歯科（診療所） 150-0012

東京都

渋谷区広尾2-1-18広尾Nビル２F

03-3499-4222

プレーリーデンタルケア

歯科（診療所） 150-0013

東京都

渋谷区恵比寿4-23-14ASビル4階

03-3443-9811

石河歯科医院

歯科（診療所） 150-0013

東京都

渋谷区恵比寿4-5-25シャンボール恵比寿１F

03-5420-3900

プレミアムデンタルケア恵比寿代官山

歯科（診療所） 150-0021

東京都

渋谷区恵比寿西1-22-5シルクロード代官山1F

03-3780-5599

おおなか歯科

歯科（診療所） 151-0062

東京都

渋谷区元代々木町2-4HRCビル4階

03-5454-3813

洗足歯科クリニック

歯科（診療所） 152-0012

東京都

目黒区洗足2－10－2

03-3792-8441

いげた歯科医院

歯科（診療所） 152-0035

東京都

目黒区自由が丘２－１５－２１

03-3718-5715

沼部歯科医院

歯科（診療所） 154-0012

東京都

世田谷区駒沢3-12-11

03-3412-8281

歯科（診療所） 154-0015

東京都

世田谷区桜新町１－１１－５ハナキクビル２階

03-3429-0418

美都デンタルクリニック

歯科（診療所） 155-0033

東京都

世田谷区代田5－34－19美都デンタルクリニック

03-3413-0418

宮内デンタルクリニック

歯科（診療所） 156-0044

東京都

世田谷区赤堤2-17-1ブランルージュ赤堤1階

03-5300-9100

はちまん山グリーン歯科

歯科（診療所） 156-0056

東京都

世田谷区八幡山3-34-10-1F

03-3303-7000

医療法人社団哲進会

歯科（診療所） 157-0061

東京都

世田谷区北烏山7-2-17サンフラワー烏山1F

03-6909-1545

菊池歯科医院

歯科（診療所） 158-0083

東京都

世田谷区奥沢7-20-14ル、リバージュ１Ｆ

03-3704-4455

ひろき歯科クリニック

歯科（診療所） 161-0033

東京都

新宿区下落合4-6-14ジ・アネックスビル202

03-3954-3828

さくら歯科医院

歯科（診療所） 164-0003

東京都

中野区東中野1-15-6太田ビル1F

03-3366-5789

中尾歯科医院

歯科（診療所） 164-0003

東京都

中野区東中野4-5-24

03-6885-4371

中野中央歯科診療室

歯科（診療所） 164-0011

東京都

中野区中央４－１５－９中野中央歯科診療室

03-3383-0002

三上歯科医院

歯科（診療所） 164-0014

東京都

中野区南台３－３７－２７

03-3384-0385

医療法人社団プレブ熊谷歯科医院

歯科（診療所） 165-0032

東京都

中野区鷺宮3-32-5

03-5327-5347

医療法人社団博成会

歯科（診療所） 165-0034

東京都

中野区大和町１－６５－２－１Ｆ

03-3339-8241

歯と歯ならびのクリニック

歯科（診療所） 166-0003

東京都

杉並区高円寺南3-21-20

03-6304-9387

ホワイト歯科

歯科（診療所） 167-0042

東京都

杉並区西荻北3-21-15ベルフォート西荻

小林デンタルオフィス

歯科（診療所） 170-0011

東京都

豊島区池袋本町1-15-19池袋本町公園レジデンス1階

03-5944-8449

あぜりあ歯科診療所

歯科（診療所） 170-0013

東京都

豊島区東池袋4-42-16池袋保健所1階

03-3987-2425

鈴木歯科クリニック

歯科（診療所） 171-0014

東京都

豊島区池袋4-25-1紘亜ビル１階

03-5950-8241

花島歯科医院

歯科（診療所） 173-0025

東京都

板橋区熊野町38-17

03-3959-1844

かわきたデンタルクリニック

歯科（診療所） 174-0041

東京都

板橋区舟渡1-13-10-1F

03-5932-0155

うえむらもときデンタルクリニック

歯科（診療所） 174-0051

東京都

板橋区小豆沢2-22-12松本ビル1階

03-3967-4182

イチロー歯科

歯科（診療所） 174-0071

東京都

板橋区常盤台３－２４－１３ホワイトクロス２F

03-5915-1639

歯科（診療所） 177-0041

東京都

練馬区石神井町1-19-5

03-6913-4182

上石神井たぐち歯科

歯科（診療所） 177-0044

東京都

練馬区上石神井1-23-6プロスパラス野田101

03-6904-8239

医療法人社団衛清会かわらい歯科医院

歯科（診療所） 178-0061

東京都

練馬区大泉学園町5-6-5

03-3922-3239

島野おとなこども歯科

歯科（診療所） 178-0061

東京都

練馬区大泉学園町5-9-13YKビル1F

03-6904-6308

北町デンタルクリニック

歯科（診療所） 179-0081

東京都

練馬区北町1-45-2飯田ハイツ1階

03-3559-0418

黒田クリスタル歯科 吉祥寺

歯科（診療所） 180-0005

東京都

武蔵野市御殿山1-13クリスタルパークビル１階A

0422-71-0984

三鷹デンタルクリニック

歯科（診療所） 180-0006

東京都

武蔵野市中町1-17-3TESビル2F

0422-55-0008

こすが歯科医院

歯科（診療所） 183-0055

東京都

府中市府中町1-8-13村田ビル2F

042-352-1551

たなかデンタルクリニック

歯科（診療所） 184-0002

東京都

小金井市梶野町2-6-50エクセル武蔵野１階

0422-88-6480

ゆとり歯科医院

歯科（診療所） 185-0024

東京都

国分寺市泉町3-1-17カリーノ西国分寺1階

042-324-8812

志藤歯科医院

歯科（診療所） 188-0013

東京都

西東京市向台町３－６－７

042-468-0552

医療法人社団健医会

歯科（診療所） 190-0034

東京都

立川市西砂町5-37-8

042-531-6914

髙井歯科医院

歯科（診療所） 191-0034

東京都

日野市落川1001-2大明百草園ビル2階

042-593-3311

西平山デンタルクリニック

歯科（診療所） 191-0055

東京都

日野市西平山1-10-2

042-514-8247

#はせがわ歯科医院#

歯科（診療所） 191-0062

東京都

日野市多摩平３－１１－１４はせがわ歯科医院

042-581-0303

はら歯科医院

歯科（診療所） 192-0045

東京都

八王子市大和田町1-17-9サンレジデンス１F

042-648-5770

#小池歯科医院#

歯科（診療所） 192-0364

東京都

八王子市南大沢5-14-4-2

042-676-0024

千人町歯科クリニック

歯科（診療所） 193-0835

東京都

八王子市千人町3-3-4

042-668-8331

八王子みなみアット歯科

歯科（診療所） 193-0935

東京都

八王子市大船町1009アクロスプラザ八王子大船店1F

042-662-2288

倉地歯科医院

歯科（診療所） 194-0004

東京都

町田市鶴間2-9-12

042-799-3101

グリーンリーフ歯科

歯科（診療所） 194-0015

東京都

町田市金森東1-25-33金森メディカルプラザB棟2階

042-810-4118

中丸歯科クリニック

歯科（診療所） 198-0052

東京都

青梅市長淵１－９

0428-21-5500

まもる歯科医院

歯科（診療所） 201-0013

東京都

狛江市元和泉1-1-2

03-5497-6480

医療法人社団

福寿会

志治会

福寿会歯科クリニック#

セキデンタルクリニック

鈴木デンタルクリニック

医療法人社団

ソワン

医療法人優心会

にしかわデンタルクリニック

スマイルデンタルクリニック世田谷

川崎歯科クリニック

練馬大塚歯科医院

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

１階

101

03-3395-4618

医療機関等名

医療機関区分

いくたま歯科医院

歯科（診療所） 202-0004

東京都

西東京市下保谷4-8-27

042-438-1182

田村デンタルクリニック

歯科（診療所） 202-0012

東京都

西東京市東町4-13-23メープルビレッジ1F

042-439-4618

かきぬま歯科医院

歯科（診療所） 203-0034

東京都

東久留米市弥生1-2-3グランドメゾン１F

042-462-6480

西田歯科医院

歯科（診療所） 206-0824

東京都

稲城市若葉台4-18-1

042-350-7200

仙名歯科クリニック

歯科（診療所） 207-0011

東京都

東大和市清原4-10-15

042-566-0111

かちどき薬局

薬局

100-6003

東京都

千代田区霞が関霞が関ビル３階

03-3581-7764

株式会社龍閑堂薬局

薬局

101-0032

東京都

千代田区岩本町3-4-1

03-3866-4615

いちご薬局

薬局

101-0051

東京都

千代田区神田神保町1-29市瀬ビル1階

03-3296-7415

近藤薬局

薬局

104-0045

東京都

中央区築地2-11-26

03-3541-1343

新橋内幸町薬局

薬局

105-0004

東京都

港区新橋2-12-16明和ビル5階

03-6811-2384

慶應義塾大学薬学部附属薬局

薬局

105-8512

東京都

港区芝公園１丁目５－３０

03-5400-2636

ナルト薬局

薬局

106-0044

東京都

港区東麻布1-18-11藤谷ビル１F

03-3582-8982

赤坂太陽薬局

薬局

107-0052

東京都

港区赤坂3-9-4サカタニビル3階

03-3505-4056

三田調剤薬局

薬局

108-0014

東京都

港区芝5-16-1

03-3451-0454

レーメイ堂薬局

薬局

110-0003

東京都

台東区根岸3-9-18

03-3872-5349

恵愛堂薬局

薬局

112-0012

東京都

文京区大塚５－４０－１８友成フォーサイトビル３階

03-5319-4193

サン薬局王子店

薬局

114-0002

東京都

北区王子1-22-5サンプレー王子ビル101

03-3913-8373

どうざか薬局

薬局

114-0014

東京都

北区田端1-4-5グリーンアース１階

03-5842-1025

さなえ薬局

薬局

120-0014

東京都

足立区西綾瀬2-2-2グランパレ西綾瀬110

03-3840-4888

ファーコス薬局 みやぎ

薬局

120-0047

東京都

足立区宮城1-33-1アコハイツウエスト1階

03-5390-5071

花畑’Sフラワー薬局

薬局

121-0061

東京都

足立区花畑3-34-8-1階

03-3860-6801

入江薬局

薬局

121-0062

東京都

足立区南花畑3-20-22

03-3885-9941

とつか薬局

薬局

121-0801

東京都

足立区東伊興1-12-15

03-3856-4105

オゾン薬局

薬局

121-0816

東京都

足立区梅島1-13-8

03-3886-2200

大関薬局

薬局

123-0854

東京都

足立区本木東町1-4

03-3848-2261

ハロー薬局立石店

薬局

124-0012

東京都

葛飾区立石6-20-10立石メディカルプラザ1階

03-5670-6528

四つ木薬局

薬局

124-0014

東京都

葛飾区東四つ木3-47-16

03-5654-6811

パール薬局柴又店

薬局

125-0052

東京都

葛飾区柴又6-4-3

03-5612-7285

ファーコス薬局

薬局

125-0052

東京都

葛飾区柴又1-43-10

03-5699-6866

薬局

130-0026

東京都

墨田区両国2-18-1

03-3631-5359

薬局

131-0031

東京都

墨田区墨田2-6-16

03-3614-3245

薬局

131-0032

東京都

墨田区東向島6-6-3

03-5631-5170

フタバ調剤薬局

薬局

131-0033

東京都

墨田区向島5－50－13フタバ調剤薬局

03-3616-6573

かちどき薬局

薬局

131-0041

東京都

墨田区八広1-2-14

03-6657-3588

立花店

薬局

131-0043

東京都

墨田区立花2-25-7

03-6657-0824

昭和堂今井調剤薬局

薬局

132-0013

東京都

江戸川区江戸川3-39-47

03-3698-2165

薬局

134-0084

東京都

江戸川区東葛西6-2-13-1Fﾌﾛｰﾗﾙ東葛西7

03-6808-8741

学校法人奥園学園イズミ薬局中央店

薬局

134-0084

東京都

江戸川区東葛西6-7-19レジデンス仲村1階

03-6808-5061

スター調剤薬局

薬局

135-0002

東京都

江東区住吉2-6-7

03-3632-2651

ひらた薬局

薬局

135-0005

東京都

江東区高橋１３－１５

03-5625-4850

潮見薬局

薬局

135-0052

東京都

江東区潮見2-7-1潮見駅前プラザ二番街

03-6659-8994

サン薬局

薬局

136-0071

東京都

江東区亀戸6-12-1

03-3683-7950

象山薬局

薬局

136-0071

東京都

江東区亀戸６－１２－９

03-5627-8551

オハナ薬局

薬局

136-0072

東京都

江東区大島8-23-8

03-5836-7125

日生薬局五反田店

薬局

141-0022

東京都

品川区東五反田4-7-36

03-3446-7267

ゆたか調剤薬局

薬局

142-0042

東京都

品川区豊町4-3-20

03-3787-7510

エムズファーマシー

薬局

142-0053

東京都

品川区中延5-13-16

03-3781-8772

ひまわり薬局

薬局

142-0053

東京都

品川区中延４－４－６中延ポイント１階

03-3785-1246

きぼう薬局

大森北店

薬局

143-0016

東京都

大田区大森北５－１０－１５ＴＳビル２Ｆ

03-5767-6964

サエラ薬局

大森店

薬局

143-0016

東京都

大田区大森北1-2-2福和ビル1階

03-6423-1318

こばやし薬局

薬局

144-0034

東京都

大田区西糀谷4-21-16出川店舗1階

03-5735-5641

ローソンホーム薬局西蒲田店

薬局

144-0051

東京都

大田区西蒲田5-27-14日研アラインビル１F

03-5480-0503

夫婦橋薬局蒲田４丁目店

薬局

144-0052

東京都

大田区蒲田4-18-22

03-3737-1086

吉田薬局西六郷支店

薬局

144-0056

東京都

大田区西六郷1-42-16

03-3739-0735

あかね色薬局

薬局

145-0062

東京都

大田区北千束3-2-5大岡山テラッチビル1階

03-5754-5811

北千束薬局

薬局

145-0062

東京都

大田区北千束2-48-10-101

03-3727-8871

薬局

145-0064

東京都

大田区上池台1-40-4

03-6425-8670

薬局

146-0091

東京都

大田区鵜の木

03-5482-1421

薬局

146-0093

東京都

大田区矢口1-20-3山崎薬局ビル

03-3759-4189

薬局

146-0095

東京都

大田区多摩川1-6-21藤森ビル1階

03-5741-9977

リカリ薬局

薬局

150-0013

東京都

渋谷区恵比寿4-27-3内藤ビル1階

03-5475-6266

株式会社みすゞ薬局

薬局

151-0051

東京都

渋谷区千駄ヶ谷4-27-12

03-3401-6312

ハロー薬局渋谷店

薬局

151-0063

東京都

渋谷区富ヶ谷1-19-4-101

03-5465-0830

ハロー薬局学芸大学店

薬局

152-0004

東京都

目黒区鷹番2-20-10 学大80ビル1階

03-6303-2127

ハロー薬局鷹番店

薬局

152-0004

東京都

目黒区鷹番3-3-7 フェリシアス学芸大学1階

03-5724-3486

サンテ薬局

薬局

152-0023

東京都

目黒区八雲5-10-19駒沢神山ビル１Ｆ

03-3724-1410

株式会社中川薬局

薬局

153-0053

東京都

目黒区五本木1-31-1

03-3712-5101

有限会社イワサキ

薬局

153-0063

東京都

目黒区目黒4丁目24番12号

03-3719-1544

蘇命堂

薬局

154-0001

東京都

世田谷区池尻3-19-13

03-3421-4850

薬局

154-0002

東京都

世田谷区下馬6-31-20

03-5486-3397

松澤薬局

薬局

154-0002

東京都

世田谷区下馬6-15-13SSビル

03-3410-9969

ツカハラ薬局野沢店

薬局

154-0003

東京都

世田谷区野沢3-22-22

03-5481-0233

内田薬局

薬局

156-0041

東京都

世田谷区大原２－１７－１５

03-3322-0645

薬局

157-0061

東京都

世田谷区北烏山2-14-25メゾンドクール1F

03-5313-2032

ハロー薬局烏山店

薬局

157-0062

東京都

世田谷区南烏山6-4-20富士ビル１階

03-3307-8689

マツバ薬局

薬局

157-0062

東京都

世田谷区南烏山4-23-13ハイムピア南烏山103

03-3300-8238

ジャスミン薬局

薬局

157-0071

東京都

世田谷区千歳台2-26-20

03-6411-3647

わかくさ薬局

薬局

157-0073

東京都

世田谷区砧8-21-81F

03-5494-5460

花みずき薬局

薬局

158-0094

東京都

世田谷区玉川3-23-21

03-3708-6068

あいりす薬局

薬局

158-0096

東京都

世田谷区玉川台2-23-1スリーリーフ101

03-6411-7821

のぞみ薬局

薬局

158-0097

東京都

世田谷区用賀4-16-2

03-5717-3061

わこう薬局

薬局

158-0097

東京都

世田谷区用賀4-9-6プラザスズキ101

03-3709-9312

シナノ薬局

薬局

160-0016

東京都

新宿区信濃町11-3鹿島ビル1階

03-3359-7903

プラス薬局

薬局

161-0031

東京都

新宿区西落合1-11-26

03-5906-0487

かちどき薬局

薬局

161-0032

東京都

新宿区中落合2-4-1

03-3950-6006

薬局

161-0032

東京都

新宿区中落合2-4-29

03-3950-2001

薬局

161-0033

東京都

新宿区下落合1-7-11栄新ビル1階

03-3367-1088

霞が関店
神保町

花畑店

柴又

森薬局
かちどき薬局

墨田店

ファーコス薬局

つつじ

ひきふね店

りんご薬局
イズミ薬局

葛西駅前店

学校法人奥園学園

住吉店

株式会社ヒューマンケア企画
有限会社カゾメディカル

鵜の木調剤薬局

山崎薬局
有限会社

矢口の渡薬局

目黒店

柳田薬局

かちどき薬局

かちどき薬局

かちどき薬局

薬局オームファーマシー

下馬店

久我山店

落合店パート２

オリーブ薬局

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

かちどき薬局

三井店

薬局

163-0404

東京都

新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル4階

03-3344-4739

かちどき薬局

センター店

薬局

163-0605

東京都

新宿区西新宿新宿1-25-1センタービル5階

03-3344-5633

ミキ調剤薬局

薬局

163-0801

東京都

新宿区西新宿2-4-1新宿ＮＳビル１階

03-3342-2388

かみさぎ薬局

薬局

165-0031

東京都

中野区上鷺宮４ー５ー４

03-3825-9936

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

薬局

167-0042

東京都

杉並区西荻北5-6-1

03-3397-7118

クロダ薬局

薬局

167-0051

東京都

杉並区荻窪5-29-8

03-3391-0268

クロダ薬局支店

薬局

167-0051

東京都

杉並区荻窪5-29-17-101藤和シティーホームズ荻窪駅前

03-3391-1193

センター薬局

薬局

167-0052

東京都

杉並区南荻窪2-12-3

03-5941-9501

アーバン薬局

薬局

168-0063

東京都

杉並区和泉3-15-7

03-3324-3344

フラワー薬局永福町駅前店

薬局

168-0063

東京都

杉並区和泉3-4-7永福町駅前クリニックモール1階

03-6265-8792

のぞみ薬局板橋本町店

薬局

173-0001

東京都

板橋区本町39-2タカミハイツ1階

03-5944-1704

セイリン薬局

薬局

174-0046

東京都

板橋区蓮根2-15-3

03-5994-4947

蓮沼薬局

薬局

174-0061

東京都

板橋区大原町6-5

03-3966-0521

薬局

174-0071

東京都

板橋区常盤台1-30-6常盤台ビル1F

03-5970-6220

すみれ薬局

薬局

175-0082

東京都

板橋区高島平1-69-14-101

03-3935-3080

すみれ薬局本店

薬局

175-0082

東京都

板橋区高島平1-72-14クレジデンス西台EAST101

03-3935-3080

はちま薬局

薬局

175-0092

東京都

板橋区赤塚3-9-1リバティカイト1F

03-3938-0877

日の丸薬局

薬局

176-0021

東京都

練馬区貫井2-5-5

03-3990-5397

薬局ミドリファーマシー

薬局

177-0041

東京都

練馬区石神井町2-15-1

03-3904-2614

不二薬局

薬局

177-0044

東京都

練馬区上石神井3-9-17

03-3928-0832

石神井台店

薬局

177-0045

東京都

練馬区石神井台7-2-8

03-6904-7935

鷲峰堂ノザキ薬局開会店

薬局

178-0063

東京都

練馬区東大泉１－３７－１３和田第二ビル１階

03-5947-4970

よしだ薬局平和台店

薬局

179-0073

東京都

練馬区田柄1-1-14ドミール平和台

03-3939-3391

アイム平和台薬局

薬局

179-0083

東京都

練馬区平和台4-10-14

03-3931-1493

オリーブ薬局

薬局

180-0013

東京都

武蔵野市西久保3-2-22

0422-50-5430

杉山薬局 牟礼店

薬局

181-0002

東京都

三鷹市牟礼7-5-14

0422-79-5572

株式会社安田薬品ドラッグケイオー駅前薬局

薬局

182-0007

東京都

調布市菊野台1-16-6松林ビル１Ｆ

042-482-3439

Stella調剤薬局

薬局

183-0055

東京都

府中市府中町1-11-8 三ツ木駅前ビル

042-319-1829

薬局

184-0005

東京都

小金井市桜町1-9-10

0423-83-6300

プラース調剤薬局

薬局

186-0001

東京都

国立市北1-5-8プラース国立壱番館2階

042-580-5656

中川薬局

薬局

186-0011

東京都

国立市谷保7217-2

042-580-4431

ひかり調剤薬局

薬局

187-0024

東京都

小平市たかの台１４－９ファミリービル１階

042-342-3939

芝久保調剤薬局

薬局

188-0014

東京都

西東京市芝久保町4-12-43芝久保調剤薬局

042-469-6777

さかえ薬局東口店

薬局

189-0014

東京都

東村山市本町２－３－７４蛭間ビル1階

042-391-8898

みつる歯科

薬局

189-0014

東京都

東村山市本町2-4-82-202シャルムコートSP

042-390-3900

薬局

190-0002

東京都

立川市幸町3-2-3

042-538-0222

立川調剤薬局

薬局

190-0023

東京都

立川市柴崎町2-17-19和栄ビル1階

042-522-7176

なのはな薬局

薬局

191-0062

東京都

日野市多摩平5-2-58

042-589-2345

有限会社

薬局

192-0046

東京都

八王子市明神町4-7-5

042-660-1802

下島調剤薬局

薬局

192-0052

東京都

八王子市本郷町3-20

042-622-8304

八王子駅前薬局

薬局

192-0083

東京都

八王子市旭町8-10比留間ビル403

042-649-3663

あい薬局

薬局

193-0942

東京都

八王子市椚田町588-16あい薬局

042-669-4780

おばた薬局

薬局

193-0942

東京都

八王子市椚田町１２０８番地スーパーアルプスはざま店内

042-665-5900

桜薬局

薬局

194-0034

東京都

町田市根岸町1009-3

042-705-8781

あやめ薬局

薬局

194-0037

東京都

町田市木曽西3-18-2

042-789-4501

ことぶき薬局

薬局

197-0004

東京都

福生市南田園1-13-4

042-530-0228

恵誠堂薬局

薬局

197-0004

東京都

福生市南田園2-15-5

042-569-7080

すみれ薬局

薬局

197-0011

東京都

福生市福生1982

042-553-6152

薬局

197-0011

東京都

福生市福生656-2 渡邊ビル１階

042-553-3660

千葉薬局福生２号店

薬局

197-0011

東京都

福生市福生658

042-513-0128

あきる野薬剤センター薬局

薬局

197-0834

東京都

あきる野市引田91-4

042-532-3256

コジマ調剤薬局

薬局

198-0031

東京都

青梅市師岡町3-19-3

0428-24-8241

青梅薬剤センター薬局

薬局

198-0042

東京都

青梅市東青梅4-17-32

0428-23-8880

いこい薬局

薬局

202-0012

東京都

西東京市東町4-8-28-102

042-439-7151

ひまわり薬局

薬局

202-0015

東京都

西東京市保谷町3-12-19I&I

そよかぜ薬局

薬局

203-0032

東京都

東久留米市前沢3-8-12東亜グリーンハイツ1階

042-457-6000

ひらの薬局

薬局

204-0011

東京都

清瀬市下清戸1-23-1

042-494-2600

コサカ薬局多摩センター駅前店

薬局

206-0033

東京都

多摩市落合１－１１－２

042-373-5552

ファーコス薬局 村山中央

薬局

208-0012

東京都

武蔵村山市緑が丘1492-47-30

042-564-2101

医療法人社団康瑛会

おおしま内科

医科（診療所） 210-0007

神奈川県

川崎市川崎区駅前本町14-6マーヴェル川崎3・4階

044-221-5577

野末整形外科歯科内科

医科（診療所） 210-0846

神奈川県

川崎市川崎区小田５－１－３医療法人啓和会野末整形外科歯科内科

044-355-1561

医科（診療所） 211-0005

神奈川県

川崎市中原区新丸子町747グランイーサ新丸子II

044-739-5500

武蔵新城駅前皮膚科

医科（診療所） 211-0045

神奈川県

川崎市中原区上新城2-11-29武蔵新城メディカルビル3階

044-777-6800

武蔵小杉こころみクリニック

医科（診療所） 211-0063

神奈川県

川崎市中原区小杉町3-20-1 光ビル20 5階

044-299-7099

医療法人社団康久会川崎中央クリニック

医科（診療所） 212-0022

神奈川県

川崎市幸区神明町2-68-7

044-511-6333

医療法人社団

医科（診療所） 213-0001

神奈川県

川崎市高津区溝口１－５－２

044-811-2711

久地さとう医院

医科（診療所） 213-0031

神奈川県

川崎市高津区宇奈根６３７－５

044-850-9925

ともこ皮ふ科

医科（診療所） 214-0006

神奈川県

川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

044-873-8010

医療法人社団九折会中村クリニック

医科（診療所） 214-0038

神奈川県

川崎市多摩区生田6-6-5カーサピノ１階

044-966-8711

つじ耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 216-0005

神奈川県

川崎市宮前区土橋3-1-1ドゥーエアコルデ203

044-862-8741

聖マリアクリニック横浜ステーション

医科（診療所） 220-0011

神奈川県

横浜市西区高島2-3-19高島ビル

045-440-2800

大口通り耳鼻咽喉科

医科（診療所） 221-0002

神奈川県

横浜市神奈川区大口通34-2ラ・グラース横濱oguchi 1階-1

045-431-1133

アーチクリニック

医科（診療所） 221-0013

神奈川県

横浜市神奈川区新子安1-33-15グリシーヌ横浜201

045-718-6539

新横浜南クリニック

医科（診療所） 221-0864

神奈川県

横浜市神奈川区菅田町656-1

045-478-3706

医療法人社団佑希会のぞみクリニック

医科（診療所） 222-0033

神奈川県

横浜市港北区新横浜3-20-3リバサイドビル501

045-470-7852

日吉の森内科クリニック

医科（診療所） 223-0051

神奈川県

横浜市港北区箕輪町1-24-9 2F

045-755-7125

聖マリアクリニックセンター北

医科（診療所） 224-0003

神奈川県

横浜市都筑区中川中央1-29-24アビテノール

あすなろ整形外科クリニック

医科（診療所） 224-0032

神奈川県

横浜市都筑区茅ケ崎中央ベルヴィル茅ヶ崎4階

045-949-1821

医療法人社団慶忠会

医科（診療所） 225-0002

神奈川県

横浜市青葉区美しが丘1-13-1

045-904-6937

医療法人産婦人科クリニックさくら

医科（診療所） 225-0003

神奈川県

横浜市青葉区新石川2-9-3

045-911-9936

メンタルクリニック響

医科（診療所） 225-0011

神奈川県

横浜市青葉区あざみ野2-2-8プロスパあざみ野ビル２階

045-905-5122

青葉区休日急患診療所

医科（診療所） 225-0011

神奈川県

横浜市青葉区あざみ野2-31-1

045-511-7281

しらとり台クリニック

医科（診療所） 227-0054

神奈川県

横浜市青葉区しらとり台3ー34

045-981-3558

松岡医院

医科（診療所） 227-0054

神奈川県

横浜市青葉区しらとり台20-13

045-981-6093

医療法人心医会

医科（診療所） 231-0023

神奈川県

横浜市中区山下町25番地上田ビル2階

045-222-0336

医科（診療所） 231-0024

神奈川県

横浜市中区吉浜町１－２ﾊﾟｰｸｽｸｴｱ横浜2階

045-650-1616

石川町内科クリニック

医科（診療所） 231-0025

神奈川県

横浜市中区松影町1-3-7 ロックヒルズVlll3階

045-264-4678

医療法人社団敬和会平松整形外科クリニック

医科（診療所） 231-0035

神奈川県

横浜市中区千歳町1-2

045-231-3318

猪子メンタルクリニック

医科（診療所） 231-0063

神奈川県

横浜市中区花咲町2-70ミツミビル１０３

045-231-8861

聖マリアクリニック上大岡

医科（診療所） 233-0001

神奈川県

横浜市港南区上大岡東1-2-12ヒルサイド喜多見第2 101

045-345-1600

港南ひだまりペインクリニック

医科（診療所） 233-0013

神奈川県

横浜市港南区丸山台1-13-7ベルセブン4階

045-353-5525

井上けい子内科クリニック

医科（診療所） 235-0023

神奈川県

横浜市磯子区森1-12-1

045-752-6517

織田医院

医科（診療所） 235-0023

神奈川県

横浜市磯子区森6-1-18

045-751-7007

医療法人社団至誠会たきもとクリニック

医科（診療所） 235-0033

神奈川県

横浜市磯子区杉田5-7-7ライフコート杉田203たきもとクリニック

045-774-7270

京浜クリニック

医科（診療所） 235-0033

神奈川県

横浜市磯子区杉田9-18-11

045-773-8882

オーベル薬局

西荻北店

南荻窪店

かちどき薬局

子リス薬局

常盤台店

かちどき薬局

小金井店

谷保店

サンキ薬局

幸町店

千葉薬局

東八王子薬局

福生店

師岡店

医療法人啓和会

医療法人社団浩洋会

荒田内科クリニック

滋恵会

安藤整形外科

医療法人社団健伸会

うしく整形外科クリニック

石川町なのはなクリニック

YAGISAWA

１階

042-452-6736

１階

５階

３階

05-914-6355

医療機関等名

医療機関区分

はじりペインクリニック

医科（診療所） 236-0037

神奈川県

横浜市金沢区六浦東3-1-27サウスよこはま3階

こじま脳神経外科・内科クリニック

医科（診療所） 236-0042

神奈川県

横浜市金沢区釜利谷東6-21-1せせらぎはいつ１０２

045-791-3177

たかさき内科

医科（診療所） 236-0052

神奈川県

横浜市金沢区富岡西2-3-1野本ビル1階

045-773-8001

よこすか女性泌尿器科?泌尿器科クリニック

医科（診療所） 238-0008

神奈川県

横須賀市大滝町2丁目6番地ザ・タワー横須賀中央3012

046-823-8456

医療法人社団森誠会森塚クリニック

医科（診療所） 238-0042

神奈川県

横須賀市汐入町２丁目７－１山下ビル２Ｆ

046-823-0666

医療法人社団広正会鎌倉医院

医科（診療所） 239-0841

神奈川県

横須賀市野比2-29-22

046-848-1896

菱沼クリニック

医科（診療所） 239-0841

神奈川県

横須賀市野比1-42-47

046-839-2666

一般財団法人神奈川県労働衛生福祉協会附属診療所

医科（診療所） 240-0003

神奈川県

横浜市保土ケ谷区天王町2-44-9

045-335-6900

安部医院

医科（診療所） 241-0814

神奈川県

横浜市旭区中沢2-37-2

045-364-2281

南本宿診療所

医科（診療所） 241-0833

神奈川県

横浜市旭区南本宿町36-9

045-744-8111

医科（診療所） 242-0017

神奈川県

大和市大和東3-10-18

045-335-6900

あいクリニック泌尿器科・皮膚科

医科（診療所） 242-0023

神奈川県

大和市渋谷5-25-1日の出屋ビル2F

046-279-5670

医療法人社団星林会小児科内科落合医院

医科（診療所） 243-0003

神奈川県

厚木市温水1016

046-247-1577

医療法人社団STOP DM すずき糖尿病内科クリニック

医科（診療所） 243-0035

神奈川県

厚木市愛甲1-3-24エランドール2階

046-281-8885

南毛利内科

医科（診療所） 243-0035

神奈川県

厚木市愛甲2-11-9

046-270-6661

レディースクリニックしげみつ

医科（診療所） 243-0436

神奈川県

海老名市扇町3-6ＭＡＣセントラルビル2階

046-232-8711

開花館クリニック

医科（診療所） 244-0003

神奈川県

横浜市戸塚区戸塚町16-9カンパニュラBLD.4階

045-871-6622

聖マリアクリニック戸塚

医科（診療所） 244-0003

神奈川県

横浜市戸塚区戸塚町16-7加藤ビル

045-860-0321

聖マリアクリニック本院

医科（診療所） 244-0801

神奈川県

横浜市戸塚区品濃町509-3

聖ローザクリニックタワーズ

医科（診療所） 244-0801

神奈川県

横浜市戸塚区品濃町535-2タワーズシティ１st

307号室

045-828-6034

聖ローザクリニック乳腺外科

医科（診療所） 244-0801

神奈川県

横浜市戸塚区品濃町535-2タワーズシティ１st

309号室

045-392-3935

ゆかチルドレンズクリニック

医科（診療所） 244-0802

神奈川県

横浜市戸塚区品濃町535-2TOWERS

みずおクリニック

医科（診療所） 245-0014

神奈川県

横浜市泉区中田南3-9-1ウィステリア館1階

045-805-3081

はた胃腸科クリニック

医科（診療所） 245-0016

神奈川県

横浜市泉区和泉町５７３２－９光南ビル3階

045-806-0301

坂口耳鼻咽喉科気管食道科クリニック

医科（診療所） 245-0051

神奈川県

横浜市戸塚区名瀬町３６－４KMプラザ２F

045-814-8733

三ツ境駅前心療内科

医科（診療所） 246-0022

神奈川県

横浜市瀬谷区三ツ境5-35グレートヒル三ツ境３番館２F-A

045-390-3380

かみごう医院

医科（診療所） 247-0025

神奈川県

横浜市栄区上之町2-17

045-891-1026

立山医院

医科（診療所） 247-0055

神奈川県

鎌倉市小袋谷1-7-27星ビル１F

0467-48-5733

横井レディースクリニック

医科（診療所） 247-0056

神奈川県

鎌倉市大船1-12-17リオンビル3F

0467-41-0015

大船いのうえ眼科

医科（診療所） 247-0056

神奈川県

鎌倉市大船1丁目27-28 STKビル202

0467-55-5893

朝倉医院泌尿器科

医科（診療所） 251-0052

神奈川県

藤沢市藤沢600ASMビル1階

0466-24-5622

医療法人社団

医科（診療所） 251-0861

神奈川県

藤沢市大庭5099-1

0466-87-8741

医療法人社団 小田グループ 小田内科クリニック

医科（診療所） 252-0103

神奈川県

相模原市緑区原宿南1-9-1

042-851-2391

下九沢内科クリニック

医科（診療所） 252-0134

神奈川県

緑区

あさひクリニック

医科（診療所） 252-0144

神奈川県

相模原市緑区東橋本３－１－１６

042-707-9555

りつの医院

医科（診療所） 252-0144

神奈川県

相模原市緑区東橋本2-19-9

042-773-3322

あさばクリニック

医科（診療所） 252-0253

神奈川県

相模原市中央区南橋本1-5-19

042-700-3320

佃医院

医科（診療所） 252-0302

神奈川県

相模原市南区上鶴間5-4-12

042-742-5464

湘南みわクリニック

医科（診療所） 253-0042

神奈川県

茅ヶ崎市本村4-22-25湘南みわクリニック

0467-50-1611

柳町内科

医科（診療所） 254-0052

神奈川県

平塚市平塚4-25-26

0463-33-0023

はまの内科・脳神経クリニック

医科（診療所） 254-0061

神奈川県

平塚市御殿3-3-37-1

0463-32-0600

医療法人社団

医科（診療所） 259-1132

神奈川県

伊勢原市桜台3-2-23

0463-94-2870

はじめのクリニック

医科（診療所） 259-1133

神奈川県

伊勢原市東大竹1108-5

0463-93-8292

医療法人社団湘風会あおぞら内科クリニック

医科（診療所） 259-1206

神奈川県

平塚市真田3-2-11メディカルフィオーレビル

0463-74-6574

おしげ皮フ科クリニック

医科（診療所） 259-1216

神奈川県

平塚市入野147-4

0463-37-1855

医療法人財団

医科（病院）

221-0021

神奈川県

横浜市神奈川区子安通2-286

045-441-3366

社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会東神奈川リハビリテーション病院

医科（病院）

221-0822

神奈川県

横浜市神奈川区西神奈川1-13-10

045-324-3600

山本記念病院

医科（病院）

224-0024

神奈川県

横浜市都筑区東山田町1552山本記念病院

045-593-2211

社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院

医科（病院）

230-0012

神奈川県

横浜市鶴見区下末吉3-6-1

045-576-3000

横浜ぴおシティ漢方桜木町薬局

医科（病院）

231-0062

神奈川県

横浜市中区桜木町1-1ぴおシティ５階

045-212-9101

公立大学法人横浜市立大学附属病院

医科（病院）

236-0004

神奈川県

横浜市金沢区福浦3-9公立大学法人横浜市立大学附属病院

045-787-2800

横浜カメリアホスピタル

医科（病院）

241-0003

神奈川県

横浜市旭区白根町９２０

045-958-0205

医療法人社団聖仁会

横浜甦生病院

医科（病院）

246-0031

神奈川県

横浜市瀬谷区瀬谷4-30-30

045-302-5001

恵風園内科・消化器内科クリニック

医科（病院）

248-0033

神奈川県

鎌倉市腰越2-10-5

0467-32-4024

社会福祉法人聖テレジア会鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院

医科（病院）

248-0033

神奈川県

鎌倉市腰越1-2-1

0467-32-4125

藤沢市民病院

医科（病院）

251-8550

神奈川県

藤沢市藤沢２丁目６－１藤沢市民病院

0466-25-3111

丘整形外科病院

医科（病院）

252-0325

神奈川県

相模原市南区新磯野２－７－１０

042-748-1201

神奈川県立足柄上病院

医科（病院）

258-0003

神奈川県

足柄上郡松田町松田惣領866-1

0465-83-0351

医科（病院）

259-1187

神奈川県

伊勢原市田中３４５

0463-94-2111

駅前本町歯科

歯科（診療所） 210-0007

神奈川県

川崎市川崎区駅前本町3-99十五番館202

044-245-8199

ひるまデンタルクリニック

歯科（診療所） 210-0015

神奈川県

川崎市川崎区南町18-18

044-222-4340

木村歯科クリニック

歯科（診療所） 210-0804

神奈川県

川崎市川崎区藤崎３－９－２

044-266-1919

斎藤歯科医院

歯科（診療所） 210-0813

神奈川県

川崎市川崎区昭和1-3-7

044-277-9322

医療法人社団StarHill 星岡歯科診療所

歯科（診療所） 212-0024

神奈川県

川崎市幸区塚越3-419星岡歯科診療所

044-511-3950

古川歯科医院

歯科（診療所） 215-0005

神奈川県

川崎市麻生区千代ケ丘4-7-5

044-951-6480

浅野歯科医院

歯科（診療所） 216-0003

神奈川県

川崎市宮前区有馬3-1-1ダイヤモンドビル1階

044-855-5553

加賀美歯科

歯科（診療所） 216-0004

神奈川県

川崎市宮前区鷺沼3-2-8グリシーヌ鷺沼1階

044-982-0330

医療法人社団いそむら歯科医院

歯科（診療所） 220-0005

神奈川県

横浜市西区南幸2-6-6アイ・ビル６階

045-311-3340

ながい歯科医院

歯科（診療所） 220-0051

神奈川県

横浜市西区中央2-6-8

080-5989-1222

岡田歯科医院

歯科（診療所） 220-0072

神奈川県

横浜市西区浅間町5-379-5

045-311-5963

緒方歯科医院

歯科（診療所） 221-0012

神奈川県

横浜市神奈川区子安台1-14-19

045-431-1077

マイ歯科クリニック

歯科（診療所） 221-0821

神奈川県

横浜市神奈川区富家町1イオンスタイル東神奈川３F

045-439-7331

りりあタウン歯科

歯科（診療所） 222-0001

神奈川県

横浜市港北区樽町3-6-38りりあタウン2F

045-540-8800

歯科（診療所） 222-0011

神奈川県

横浜市港北区菊名1-9-31第二川國ビル１F

045-434-4107

黒岩歯科医院

歯科（診療所） 222-0026

神奈川県

横浜市港北区篠原町3014-2東急新横浜南ビル３F

045-439-1345

せきのデンタルクリニック

歯科（診療所） 223-0052

神奈川県

横浜市港北区綱島東1-9-16リビオ綱島1F

045-541-4618

長谷川歯科医院

歯科（診療所） 223-0065

神奈川県

横浜市港北区高田東4-11-20

045-531-6451

かみくら歯科

歯科（診療所） 224-0003

神奈川県

横浜市都筑区中川中央2-2-1ルララ港北104-4

045-534-8418

センター北小泉歯科診療所

歯科（診療所） 224-0003

神奈川県

横浜市都筑区中川中央1-38-18センター北小泉ビル5階

045-910-4181

センター南歯科

歯科（診療所） 224-0006

神奈川県

横浜市都筑区荏田東1-3-3

045-943-1678

星川歯科医院

歯科（診療所） 224-0032

神奈川県

横浜市都筑区茅ケ崎中央8-38LSPステーションプラザセンター南103

045-944-0997

センター南デンタルオフィス

歯科（診療所） 224-0037

神奈川県

横浜市都筑区茅ケ崎南5-1-53オークツダ1F

045-507-8444

十日市場ファミリー歯科

歯科（診療所） 226-0025

神奈川県

横浜市緑区十日市場町849-12松ビル1F

045-511-8789

村田歯科医院

歯科（診療所） 227-0063

神奈川県

横浜市青葉区榎が丘榎が丘２６－５

045-981-1181

いな歯科医院

歯科（診療所） 230-0061

神奈川県

横浜市鶴見区佃野町30-2

045-582-1744

歯科（診療所） 230-0062

神奈川県

横浜市鶴見区豊岡町27-11シティコア鶴見1F

045-584-6480

秋本歯科診療所

歯科（診療所） 231-0006

神奈川県

横浜市中区南仲通1-6関内NSビル1F

045-264-4308

関内駅前ビル歯科医院

歯科（診療所） 231-0016

神奈川県

横浜市中区真砂町2-12関内駅前第1ビル2F

045-681-2872

歯科（診療所） 231-0868

神奈川県

横浜市中区石川町1-13-4大倉石川町ビル3階

045-651-6480

医療法人社団永田歯科医院

歯科（診療所） 235-0023

神奈川県

横浜市磯子区森2-26-18シンコウ2ビル1階

045-752-3467

そらまめ歯科クリニック

歯科（診療所） 235-0045

神奈川県

横浜市磯子区洋光台３－１２－１９ロザンヌ洋光台２階

045-830-6575

一般財団法人

神奈川県労働衛生福祉協会

大和健診事業部

関根耳鼻咽喉科医院

メンタルクリニックさとう

俊陽会

古川病院

神奈川県厚生農業協同組合連合会

医療法人社団

医療法人茜会

龍ノ歯会

伊勢原協同病院

妙蓮寺歯科クリニック

大久保歯科医院

医療法人HAマリーン

マリーンデンタルクリニック

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号
はじりペインクリニック

３階

下九沢1381-1第15明智ビル

045-790-3335

045-820-6303

CITY

1st

302

105

045-826-2225

042-762-0541

医療機関等名

医療機関区分

木村歯科医院

歯科（診療所） 235-0045

神奈川県

横浜市磯子区洋光台1-2-5

045-833-2216

医療法人社団金子歯科医院

歯科（診療所） 236-0031

神奈川県

横浜市金沢区六浦４－２３－２２

045-701-2712

なお歯科

歯科（診療所） 238-0012

神奈川県

横須賀市安浦町2-4-13

046-854-7648

さくらんぼ歯科イオンモール座間

歯科（診療所） 238-0024

神奈川県

横須賀市大矢部2-5-20あづまビル２階

046-204-7071

ららぽーと横浜さくらんぼ歯科

歯科（診療所） 238-0024

神奈川県

横須賀市大矢部2-5-20あづまビル２階

045-414-1745

港南台さくらんぼ歯科

歯科（診療所） 238-0024

神奈川県

横須賀市大矢部2-5-20あづまビル２階

045-835-0841

秦野駅歯科

歯科（診療所） 238-0024

神奈川県

横須賀市大矢部2-5-20あづまビル２階

0463-80-3335

大矢部歯科医院

歯科（診療所） 238-0024

神奈川県

横須賀市大矢部2-5-20あづまビル２階

046-833-2189

二宮さくらんぼ歯科

歯科（診療所） 238-0024

神奈川県

横須賀市大矢部2-5-20あづまビル２階

0463-72-5808

衣笠仲通り歯科医院

歯科（診療所） 238-0031

神奈川県

横須賀市衣笠栄町１－７０大柳ビル１Ｆ

046-853-8111

湘南山手歯科医院

歯科（診療所） 239-0804

神奈川県

横須賀市吉井

3-10-8

046-837-8041

歯科（診療所） 239-0807

神奈川県

横須賀市根岸町2-21-13佐久間ビル3F

046-874-8811

歯科（診療所） 239-0808

神奈川県

横須賀市大津町2-5-4

046-833-8211

医療法人審美健康会山本歯科医院

歯科（診療所） 240-0006

神奈川県

横浜市保土ケ谷区星川2-4-1星川SFビル４F

045-332-5001

斉藤歯科医院

歯科（診療所） 240-0033

神奈川県

横浜市保土ケ谷区境木本町1-28

045-713-8864

川本歯科医院

歯科（診療所） 240-0111

神奈川県

三浦郡葉山町一色2153-1

046-875-4181

阿部歯科医院

歯科（診療所） 241-0021

神奈川県

横浜市旭区鶴ケ峰本町1-38-7小島ビル1F

045-953-7676

ほし歯科医院

歯科（診療所） 242-0016

神奈川県

大和市大和南1-7-3セレ－ネ久保田マンション１階

046-200-4184

かたおか歯科クリニック

歯科（診療所） 243-0432

神奈川県

海老名市中央2-4-40第２東宝ビル3F

046-233-1182

医）戸仲会

歯科（診療所） 244-0002

神奈川県

横浜市戸塚区矢部町６１７エストコート105

045-867-2887

むろふし歯科クリニック

歯科（診療所） 245-0013

神奈川県

横浜市泉区中田東1-1-25-3F

045-804-7737

Tomo's Dental Clinic

歯科（診療所） 246-0022

神奈川県

横浜市瀬谷区三ツ境8-18北井ビル2階

ひとみ歯科医院

歯科（診療所） 246-0025

神奈川県

横浜市瀬谷区阿久和西2-59-26

045-390-3093

しろた歯科

歯科（診療所） 247-0061

神奈川県

鎌倉市台3-9-29

0467-42-8882

ゆたか歯科医院

歯科（診療所） 250-0874

神奈川県

小田原市鴨宮14-7-1F

0465-48-3718

北村歯科医院

歯科（診療所） 251-0021

神奈川県

藤沢市鵠沼神明5-13-14

0466-23-7739

歯科（診療所） 251-0043

神奈川県

藤沢市辻堂元町5-4-11

0466-33-7876

鈴木デンタルクリニック

歯科（診療所） 251-0052

神奈川県

藤沢市藤沢4番地鈴木ビル

0466-24-4560

高橋歯科医院

歯科（診療所） 251-0055

神奈川県

藤沢市南藤沢8－3－112

0466-26-1398

原歯科医院

歯科（診療所） 252-0131

神奈川県

相模原市緑区西橋本2-17-8ウェスト橋本1F

042-779-9877

野村歯科医院

歯科（診療所） 252-0157

神奈川県

相模原市緑区中野966-5高橋ビル2F

042-780-0088

本町歯科医院

歯科（診療所） 252-0202

神奈川県

相模原市中央区淵野辺本町5-21-13

042-769-5234

檜原歯科医院

歯科（診療所） 252-0239

神奈川県

相模原市中央区中央4-6-4

042-754-6619

にしお歯科

歯科（診療所） 252-0312

神奈川県

相模原市南区相南4-24-33リベラルビル1F

042-767-2640

鶴山歯科医院

歯科（診療所） 252-0318

神奈川県

相模原市南区上鶴間本町２－１３－３鶴山歯科医院

042-815-1000

とみた歯科医院

歯科（診療所） 252-1107

神奈川県

綾瀬市深谷中2-3-12

0467-53-8133

北村歯科医院

歯科（診療所） 253-0061

神奈川県

茅ヶ崎市南湖2-13-42

0467-86-0037

増井歯科医院

歯科（診療所） 254-0012

神奈川県

平塚市大神1640-5

0463-54-7319

アクア歯科クリニック

歯科（診療所） 254-0034

神奈川県

平塚市宝町11-27-2アクア歯科クリニック

0463-24-8241

戸田歯科医院

歯科（診療所） 254-0042

神奈川県

平塚市明石町26-6中央ビル5F

0463-21-1314

杉崎歯科医院

歯科（診療所） 254-0045

神奈川県

平塚市見附町31-3

0463-31-2849

こばやし歯科医院

歯科（診療所） 254-0813

神奈川県

平塚市袖ケ浜18-22

0463-23-4618

なでしこ歯科クリニック

歯科（診療所） 254-0825

神奈川県

平塚市撫子原5-21

0463-37-5814

たまき歯科医院

歯科（診療所） 258-0021

神奈川県

足柄上郡開成町吉田島4355-3

0465-84-1182

歯科（診療所） 259-0313

神奈川県

足柄下郡湯河原町鍛冶屋3931階

0465-63-1177

三宅歯科医院

歯科（診療所） 259-1311

神奈川県

秦野市弥生町

0463-88-0203

藤井薬局

薬局

210-0024

神奈川県

川崎市川崎区日進町13-15

044-233-2822

ハル調剤薬局

薬局

210-0838

神奈川県

川崎市川崎区境町３－１

044-276-8590

フジナミ薬品有限会社

薬局

210-0844

神奈川県

川崎市川崎区渡田新町2-3-6

044-333-0955

浜川崎薬局

薬局

210-0853

神奈川県

川崎市川崎区田島町23-1

044-328-7785

パンジー薬局

薬局

211-0024

神奈川県

川崎市中原区西加瀬1-47

044-434-1008

あけぼの薬局武蔵中原店

薬局

211-0041

神奈川県

川崎市中原区下小田中2-2-1ピアオオタニ1階

03-3913-8441

有限会社グリーン調剤薬局

薬局

211-0044

神奈川県

川崎市中原区新城1-5-16101

044-751-1496

三角堂薬局

薬局

211-0063

神奈川県

川崎市中原区小杉町3-5

044-711-3259

アルプス薬局二子店

薬局

213-0004

神奈川県

川崎市高津区諏訪１－３－１５

044-811-7219

わかば薬局新作店

薬局

213-0014

神奈川県

川崎市高津区新作3-1-4

044-872-8090

シゲ薬局

薬局

213-0026

神奈川県

川崎市高津区久末９－３

044-741-2781

よみうりランド薬局

薬局

214-0006

神奈川県

川崎市多摩区菅仙谷４－１－５

044-967-4551

ドリームファーマシー

薬局

214-0037

神奈川県

川崎市多摩区西生田3-9-3クレール読売ランド前101

044-952-2040

フジ薬局オーパ店

薬局

215-0021

神奈川県

川崎市麻生区上麻生1-1-1opa1F

044-959-1705

ファーコス薬局 かしの木

薬局

216-0003

神奈川県

川崎市宮前区有馬3-13-5

044-857-3921

さくら調剤薬局

薬局

216-0004

神奈川県

川崎市宮前区鷺沼１－１２－２ビラスズキ１０３

044-855-5606

加藤薬局

薬局

220-0004

神奈川県

横浜市西区北幸1-2-13横浜西共同ビル4階

045-548-5118

なごみ薬局

薬局

221-0044

神奈川県

横浜市神奈川区東神奈川2-42-5-101

045-594-8237

アルファー薬局

薬局

221-0802

神奈川県

横浜市神奈川区六角橋5-7-18

045-488-3466

飯田薬局泉町店

薬局

221-0842

神奈川県

横浜市神奈川区泉町６－６高須ビル１階

045-548-6603

ライフ菅田調剤薬局

薬局

221-0864

神奈川県

横浜市神奈川区菅田町2649-2

045-476-4348

菊名ふじ薬局

薬局

222-0032

神奈川県

横浜市港北区大豆戸町204

045-402-5001

わかば薬局

薬局

222-0033

神奈川県

横浜市港北区新横浜2-12-10

045-475-2888

薬局

223-0053

神奈川県

横浜市港北区綱島西2-14-1

045-531-9304

日吉木月薬局

薬局

223-0061

神奈川県

横浜市港北区日吉3-2-11

045-560-6501

スリーアイ薬局井田店

薬局

223-0064

神奈川県

横浜市港北区下田町2-7-14ハイムヒルトップ1階

045-561-0155

有限会社 すずらん薬局 東山田店

薬局

224-0024

神奈川県

横浜市都筑区東山田町249-1

045-594-6680

あざみ野センター薬局

薬局

225-0011

神奈川県

横浜市青葉区あざみ野1-26-1

045-901-4815

有限会社

薬局

226-0027

神奈川県

横浜市緑区長津田4-1-22

045-981-0121

マーガレット薬局

薬局

227-0038

神奈川県

横浜市青葉区奈良1-3-1

045-961-0992

大野歯科医院

薬局

230-0048

神奈川県

横浜市鶴見区本町通３丁目１６８番地１３

045-501-7802

こもれび薬局

薬局

230-0051

神奈川県

横浜市鶴見区鶴見中央3-11-13-101

045-834-8478

鶴見店

薬局

230-0061

神奈川県

横浜市鶴見区佃野町28-2

045-583-3881

カシワバ薬局馬車道店

薬局

231-0015

神奈川県

横浜市中区尾上町５－７５－２

045-305-6811

（有）みなと薬局

薬局

231-0056

神奈川県

横浜市中区若葉町2-24みなと薬局

045-252-6689

カシワバ薬局阪東橋店

薬局

231-0057

神奈川県

横浜市中区曙町4-59-1

045-232-9281

佐野薬局白金町店

薬局

232-0005

神奈川県

横浜市南区白金町1-5浅野ビル1階

045-334-8300

株式会社ファーコスあけぼの薬局浦舟店

薬局

232-0024

神奈川県

横浜市南区浦舟町1-1-24メディカル浦舟101

045-232-9182

あおば薬局

薬局

233-0002

神奈川県

横浜市港南区上大岡西2-8-20

045-848-2281

パンダ薬局

薬局

233-0016

神奈川県

横浜市港南区下永谷5-81-8

045-827-1580

わかば薬局港南台店

薬局

234-0054

神奈川県

横浜市港南区港南台3-4-33

045-367-8214

森が丘薬局

薬局

235-0024

神奈川県

横浜市磯子区森が丘1-13-12

045-846-0806

須田トビヒ薬局洋光台店

薬局

235-0045

神奈川県

横浜市磯子区洋光台3-9-21

045-370-7662

グッドハートクリニック

薬局

236-0016

神奈川県

横浜市金沢区谷津町419文庫ビル３階

045-788-4970

みなも薬局

薬局

236-0031

神奈川県

横浜市金沢区六浦1-1-6ヴランニュー金沢八景101

045-701-3758

医療法人

恵宏会

恵歯科医院

医療法人社団美泰会

米川歯科医院

戸塚ファミリー歯科クリニック

医療法人社団惠樹会

医療法人社団八洲会

元町歯科

あしがら西湘歯科診療所

横浜駅西口店

ことぶき薬局

綱島店

近藤薬局

かちどき薬局

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

B号室

5ー7三宅歯科医院

045-362-923

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

薬局サンライト

薬局

236-0051

神奈川県

横浜市金沢区富岡東5-21-5堀ﾋﾞﾙ1Ｆ

045-775-0616

シーガル調剤薬局横須賀池上店

薬局

238-0035

神奈川県

横須賀市池上7-13-1ウエストヴァレイ壱番館101

046-851-3855

ベイサイド薬局

薬局

238-0042

神奈川県

横須賀市汐入町２－２－１２

046-821-4288

くすだま薬局

薬局

238-0111

神奈川県

三浦市初声町下宮田5-16ベイシア三浦店２階

046-876-9922

アモン薬局

薬局

239-0801

神奈川県

横須賀市馬堀海岸3-26-8

046-841-1891

わかば薬局大津店

薬局

239-0808

神奈川県

横須賀市大津町1-16-26

046-854-4745

みんなの薬局久里浜店

薬局

239-0831

神奈川県

横須賀市久里浜４－１５－４シャミニオン１Ｆ－Ａ

046-876-6570

サザン薬局

薬局

239-0841

神奈川県

横須賀市野比２－１－１

046-887-0919

マリア薬局

薬局

239-0841

神奈川県

横須賀市野比1-39-12

046-840-1460

アオバ薬局

薬局

239-0842

神奈川県

横須賀市長沢3-1ｰ24

046-848-9620

フラワー薬局

薬局

240-0054

神奈川県

横浜市保土ケ谷区西谷3-1-1苅部ビル103号

045-744-5836

加藤薬局西谷店

薬局

240-0054

神奈川県

横浜市保土ケ谷区西谷3-22-5

045-459-5947

わかば薬局中央林間店

薬局

242-0007

神奈川県

大和市中央林間3-11-1-3F

046-200-9137

さくら薬局

薬局

242-0021

神奈川県

大和市中央3-8-26

046-262-2731

わかば薬局厚木店

薬局

243-0004

神奈川県

厚木市水引1-15-7

046-297-5880

なの花薬局

薬局

243-0014

神奈川県

厚木市旭町３－１６－９

046-281-8083

薬局

243-0027

神奈川県

厚木市愛甲東１－１－１９牧田店舗Ａ号室

046-228-9700

わかば薬局愛甲店

薬局

243-0028

神奈川県

厚木市愛甲西3-15-5

046-250-3025

有限会社オガタ薬局

薬局

243-0303

神奈川県

愛甲郡愛川町中津7478-10

046-286-4953

平安薬局

薬局

244-0805

神奈川県

横浜市戸塚区川上町84-1-4F-C号

045-820-0520

薬局

245-0014

神奈川県

横浜市泉区中田南3-6-1

045-804-5819

グミサワ調剤薬局

薬局

245-0062

神奈川県

横浜市戸塚区汲沢町163-1

045-443-8885

鎌倉若竹薬局

薬局

248-0006

神奈川県

鎌倉市小町2-13-5

0467-23-6527

すずの音薬局

薬局

249-0004

神奈川県

逗子市沼間3-1-5

046-887-0925

銀座通り眼科

薬局

249-0006

神奈川県

逗子市逗子1-6-3-2階

046-873-9220

つくし薬局

薬局

250-0011

神奈川県

小田原市栄町2-13-24

0465-21-0002

わかば薬局小田原店

薬局

250-0011

神奈川県

小田原市栄町2-13-30

0465-46-6912

つくし薬局

薬局

250-0055

神奈川県

小田原市久野469

0465-20-3946

こうめ薬局

薬局

250-0825

神奈川県

神奈川県小田原市栢山499-1

0465-39-2336

サンファーマシー

薬局

250-0875

神奈川県

小田原市南鴨宮3-12-4

0465-47-9383

ぽの薬局

薬局

251-0042

神奈川県

藤沢市辻堂新町1-2-23

0466-37-1440

あけぼの薬局辻堂店

薬局

251-0047

神奈川県

藤沢市辻堂5-20-16

046-633-5366

わかば薬局

薬局

252-0135

神奈川県

相模原市緑区大島1586-1

042-764-6826

わかば薬局上九沢店

薬局

252-0136

神奈川県

相模原市緑区上九沢4市営上九沢団地Ｉ棟1Ｆ

042-760-1037

わかば薬局橋本店

薬局

252-0143

神奈川県

相模原市緑区橋本5-4-5

042-703-3482

こあら薬局

薬局

252-0206

神奈川県

相模原市中央区淵野辺1-1-2

042-753-1044

こだま薬局

薬局

252-0302

神奈川県

相模原市南区上鶴間７－６－１

042-767-0130

有限会社

薬局

254-0042

神奈川県

平塚市明石町9-5

0463-21-0178

しろねこ薬局

薬局

254-0913

神奈川県

平塚市万田68-2

0463-31-5820

佐野十全堂薬局本店

薬局

257-0035

神奈川県

秦野市本町2-5-6

0463-81-0031

アイアイ薬局

薬局

258-0026

神奈川県

足柄上郡開成町延沢176-5-102

0465-85-1311

有限会社

薬局

259-0301

神奈川県

足柄下郡湯河原町中央1-25-13

0465-62-3672

有限会社トキワ薬局宮上店

薬局

259-0314

神奈川県

足柄下郡湯河原町宮上50-7

0465-63-8103

わかば薬局

薬局

259-1114

神奈川県

伊勢原市高森3-5-20

0463-74-6901

ゆず薬局

薬局

259-1220

神奈川県

平塚市めぐみが丘2-5-2

0463-74-5705

駅南クリニック富樫医院

医科（診療所） 942-0071

新潟県

上越市東雲町2-6-26

025-531-1577

医療法人社団山口医院

医科（診療所） 948-0066

新潟県

十日町市袋町中２０８医療法人社団山口医院

025-752-2174

くろかわ診療所

医科（診療所） 949-3374

新潟県

上越市柿崎区芋島新田１８４

025-536-5302

上越市国民健康保険吉川診療所

医科（診療所） 949-3445

新潟県

上越市吉川区原之町１８１９－１

025-548-2015

ゆきよしクリニック

医科（診療所） 950-0122

新潟県

新潟市江南区稲葉1-4-3

025-382-3450

（医）尾崎クリニック

医科（診療所） 950-0904

新潟県

新潟市中央区水島町3-19

025-243-1101

斎藤皮膚科

医科（診療所） 950-1214

新潟県

新潟市南区上下諏訪木685

025-372-3080

橋本耳鼻科クリニック

医科（診療所） 950-2004

新潟県

新潟市西区平島１－１８－２２橋本耳鼻科クリニック

025-234-2277

医療法人

医科（診療所） 951-8067

新潟県

新潟市中央区本町通6番町1134

025-225-6077

こどもの医院おおば

医科（診療所） 953-0041

新潟県

新潟市西蒲区巻甲3260番1

0256-73-3415

医療法人社団やまぐち内科クリニック

医科（診療所） 955-0051

新潟県

三条市鶴田2-1-6-5やまぐち内科クリニック

0256-39-0111

藤崎医院

医科（診療所） 955-0082

新潟県

三条市西裏館1-8-8

0256-32-1753

といし整形外科クリニック

医科（診療所） 955-0083

新潟県

三条市荒町２丁目１－４６

0256-32-1014

瀬賀医院

医科（診療所） 958-0003

新潟県

村上市吉浦360-8瀬賀医院

0254-58-2220

安田診療所

医科（診療所） 959-2221

新潟県

阿賀野市保田１７５６番地１

0250-68-2148

医科（病院）

940-8653

新潟県

長岡市川崎町２０４１番地

0258-35-3700

新潟県立松代病院

医科（病院）

942-1526

新潟県

十日町市松代3592-2

025-597-2100

上越休日・夜間診療所

医科（病院）

943-0804

新潟県

上越市新光町１丁目８－１１

025-522-3777

新潟県立十日町病院

医科（病院）

948-0065

新潟県

十日町市高田町三丁目南32番地9新潟県立十日町病院

025-757-5566

医科（病院）

949-7302

新潟県

南魚沼市浦佐4132番地

025-777-3200

新潟県立がんセンター新潟病院

医科（病院）

951-8566

新潟県

新潟市中央区川岸町２丁目１５－３新潟県立がんセンター新潟病院

025-266-5111

佐渡市立両津病院

医科（病院）

952-0007

新潟県

佐渡市浜田177-1

0259-23-5111

五泉中央病院

医科（病院）

959-1825

新潟県

五泉市太田489-1

0250-47-8150

あがの市民病院

医科（病院）

959-2093

新潟県

阿賀野市岡山町１３－２３（阿賀野郵便局私書箱第１１号）

0250-62-2780

医療法人社団

歯科（診療所） 940-0853

新潟県

長岡市中沢４－３４２

0258-34-6480

さつき歯科医院

歯科（診療所） 940-0864

新潟県

長岡市川崎6丁目7839-1

0258-94-4012

平野歯科医院

歯科（診療所） 942-0011

新潟県

上越市港町2-5-2

025-544-4848

清里歯科診療所

歯科（診療所） 943-0501

新潟県

上越市清里区岡野町１６２３

025-528-4180

医療法人社団

歯科（診療所） 943-0810

新潟県

上越市大学前33

025-526-3008

服部歯科医院

歯科（診療所） 950-0836

新潟県

新潟市東区東中野山1ー2ー13

025-276-7330

エクセレント歯科クリニック新潟医院

歯科（診療所） 950-0914

新潟県

新潟市中央区紫竹山1-2-5TMビル2階

025-250-7662

医療法人社団大清仁歯会

歯科（診療所） 950-1214

新潟県

新潟市南区上下諏訪木126-1

025-373-3883

医療法人SunnySmileいのうえ歯科クリニック

歯科（診療所） 950-2036

新潟県

新潟市西区新通西２－８－３

025-261-6566

わたなべ歯科医院

歯科（診療所） 950-2041

新潟県

新潟市西区坂井東3-15-22

025-260-5505

こやま歯科クリニック

歯科（診療所） 950-2162

新潟県

新潟市西区五十嵐中島5-21-5

025-378-6008

のぞみ矯正・歯科クリニック

歯科（診療所） 951-8068

新潟県

新潟市中央区上大川前通1番町154番地新潟白山公園ビル2階

025-227-3030

ハート歯科クリニック

歯科（診療所） 951-8165

新潟県

新潟市中央区関屋金鉢山町７６マンションロビン１０４

025-378-0700

歯科（診療所） 955-0053

新潟県

三条市北入蔵1-3-16

0256-31-5418

さわだ歯科医院

歯科（診療所） 956-0025

新潟県

新潟市秋葉区古田3-5-17

0250-22-1167

佐藤歯科医院

歯科（診療所） 957-0052

新潟県

新発田市大手町2－5－2

0254-22-2134

小宮歯科医院

歯科（診療所） 957-0061

新潟県

新発田市住吉町４丁目２番２０号

0254-24-5959

瀧澤歯科医院

歯科（診療所） 958-0833

新潟県

村上市堀片3-23

0254-52-3003

斎藤歯科医院

歯科（診療所） 959-2648

新潟県

胎内市住吉町10-12

0254-43-3462

信濃屋薬局

川崎店

薬局

940-0864

新潟県

長岡市川崎6-1289

0258-31-1117

合資会社タナカ薬局

薬局

949-7413

新潟県

魚沼市堀之内4087-1

025-794-2118

ミント薬局

薬局

950-0923

新潟県

新潟市中央区姥ケ山5-6-18

025-256-8797

さつき調剤薬局

トマト薬局

愛甲店

中田店

久野店

相模原緑店

岡本薬局

トキワ薬局
伊勢原店

びとく整形外科クリニック

新潟県厚生農業協同組合連合会

長岡中央綜合病院

一般財団法人新潟県地域医療推進機構

魚沼基幹病院

山下歯科医院

折笠歯科医院

医療法人社団

憲和会

ダイセー歯科クリニック

北入蔵歯科ワタナベ

ベイサイドビル１F

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

あやめ調剤薬局

薬局

950-0943

新潟県

新潟市中央区女池神明1-6-14

025-285-3050

一の町調剤薬局

薬局

950-2101

新潟県

新潟市西区五十嵐一の町6393-10

025-260-3056

有限会社タカハシ薬局

薬局

951-8061

新潟県

新潟市中央区西堀通5番町832-2

025-222-9054

はくさん調剤薬局

薬局

951-8131

新潟県

新潟市中央区白山浦2-23

025-211-8930

奥村薬局

薬局

956-0864

新潟県

新潟市秋葉区新津本町２－２－１２

0250-22-0347

ウィスタリア緑町薬局

薬局

958-0033

新潟県

村上市緑町５丁目１２－１３ウィスタリア緑町薬局

0254-62-7503

越中屋薬局ドラッグホクト

薬局

959-2221

新潟県

阿賀野市保田3095ウインディ

0250-68-5570

つがわ調剤薬局

薬局

959-4402

新潟県

東蒲原郡阿賀町津川５５５－６

0254-94-1189

セキひふ科クリニック

医科（診療所） 930-0138

富山県

富山市呉羽町７３３１

076-434-8430

医科（診療所） 930-0261

富山県

中新川郡立山町大石原187

076-462-1113

ほり眼科ｸﾘﾆｯｸ

医科（診療所） 931-8325

富山県

富山市城川原2-1-11

076-437-1400

高島皮ふ科クリニック

医科（診療所） 933-0238

富山県

射水市東明中町5番地2

0766-86-4886

高岡駅南クリニック

医科（診療所） 933-0871

富山県

高岡市駅南3-1-8

0766-29-1200

医科（診療所） 937-0009

富山県

魚津市寿町4-5

0765-23-1001

羽田内科医院

医科（診療所） 937-0801

富山県

魚津市新金屋1丁目10番8号

0765-22-0642

堀川皮膚科クリニック

医科（診療所） 938-0801

富山県

黒部市荻生3097

0765-52-5288

長田整形外科クリニック

医科（診療所） 939-2713

富山県

富山市婦中町上轡田636長田整形外科クリニック

076-466-1154

やまだホ－ムケアクリニック

医科（診療所） 939-8036

富山県

富山市高屋敷65番地1

076-493-6002

医療法人社団藤聖会

医科（診療所） 939-8204

富山県

富山市根塚町1-5-1

076-493-5580

なかの皮フ科クリニック

医科（診療所） 939-8205

富山県

富山市新根塚町3-5-12

076-420-8622

富山中央診療所

医科（診療所） 939-8212

富山県

富山市掛尾町500

076-495-2164

不二越病院

医科（病院）

930-0964

富山県

富山市東石金町１１番６５番

076-424-2881

富山県済生会高岡病院

医科（病院）

933-8525

富山県

高岡市二塚３８７－１

0766-21-0570

池田リハビリテーション病院

医科（病院）

938-0801

富山県

黒部市荻生821番地

0765-54-5400

富山西リハビリテーション病院

医科（病院）

939-2716

富山県

富山市婦中町下轡田1010富山西リハビリテーション病院

076-461-5550

前寺歯科医院

歯科（診療所） 931-8305

富山県

富山市豊若町1-6-21

076-437-1412

山田歯科医院

歯科（診療所） 932-0052

富山県

小矢部市泉町7-10

0766-67-6000

やまもと歯科医院

歯科（診療所） 933-0005

富山県

高岡市能町南3-26-5

0766-28-3100

元井歯科医院

歯科（診療所） 933-0842

富山県

高岡市横田町２－８－３

0766-23-4673

ふじい歯科医院

歯科（診療所） 933-0973

富山県

高岡市五十里1924-2

0766-24-7776

小山歯科医院

歯科（診療所） 935-0013

富山県

氷見市南大町１－１４

0766-74-2276

真生会デンタルクリニック

歯科（診療所） 939-0243

富山県

射水市下若89-10

0766-52-6070

やきた歯科医院

歯科（診療所） 939-1104

富山県

高岡市戸出町４丁目１番２２号

0766-63-5758

浅田歯科医院

歯科（診療所） 939-1104

富山県

高岡市戸出町5-8-22

0766-63-6211

得能歯科医院

歯科（診療所） 939-1732

富山県

南砺市荒木1304-1

0763-52-5700

りきゅうデンタルオフィス

歯科（診療所） 939-1811

富山県

南砺市理休332-2

0763-62-2711

みほ小児歯科医院

歯科（診療所） 939-2706

富山県

富山市婦中町速星７５５

076-465-5418

クラーク歯科医院

歯科（診療所） 939-8057

富山県

富山市堀150

076-493-3008

泉歯科医院

歯科（診療所） 939-8071

富山県

富山市上袋72-1

076-422-3313

三ツ葉調剤薬局

薬局

930-0093

富山県

富山市内幸町2-10

076-444-6886

チューリップ牛島薬局

薬局

930-0859

富山県

富山市牛島本町2-2-9

076-441-1340

あい丸の内薬局

薬局

933-0912

富山県

高岡市丸の内7-35丸の内ビル1F

0766-28-8255

新湊中央薬局

薬局

934-0011

富山県

射水市本町2-14-2

0766-82-2771

薬局

934-0092

富山県

高岡市野村1782番地

0766-82-2734

ハート薬局東太閤山店

薬局

939-0319

富山県

射水市東太閤山3-88

076-452-3663

タケザワ薬局

薬局

939-1104

富山県

高岡市戸出町4-3-28

0766-63-1578

チューリップ山王薬局

薬局

939-1374

富山県

砺波市山王町4-5

0763-33-6636

鵜坂わだ薬局

薬局

939-2718

富山県

富山市婦中町分田76-1鵜坂わだ薬局

076-482-6414

薬局

939-2719

富山県

富山市婦中町西ヶ丘1925

076-466-0805

薬局

939-8045

富山県

富山市本郷町１３０－１２

076-493-6067

薬局

939-8073

富山県

富山市大町2区１－４

076-491-4194

いそべ糖尿病内科クリニック

医科（診療所） 920-0012

石川県

金沢市磯部町ヌ３２－３

076-213-5522

ひまわり皮膚科

医科（診療所） 920-0809

石川県

金沢市三池栄町77

076-253-0255

金沢メディカルステーションヴィーク

医科（診療所） 920-0858

石川県

金沢市木ノ新保町1-1金沢駅西口ビル４F

076-235-4113

柴山クリニック

医科（診療所） 920-0901

石川県

金沢市彦三町１－７－３４

076-232-6377

小坂内科クリニック

医科（診療所） 920-0935

石川県

金沢市石引1-7-11

076-232-0303

さいとう家族のクリニック

医科（診療所） 921-8051

石川県

金沢市黒田1丁目188

076-24-4320

なかそねひふ科クリニック

医科（診療所） 921-8817

石川県

野々市市横宮町67番１号ヴィテンののいち１F

076-227-9612

正木アイクリニック

医科（診療所） 923-0921

石川県

小松市土居原町529番地1

0761-58-0211

<堀口歯科・耳鼻いんこう科医院>

医科（診療所） 923-0945

石川県

小松市末広町238

0761-21-2207

医療法人社団 串耳鼻咽喉科

医科（診療所） 923-0965

石川県

小松市串町丙１０１－１

0761-43-3433

津山クリニック

医科（診療所） 924-0024

石川県

白山市北安田町1270番地

076-276-5501

医療法人社団

医科（診療所） 926-0031

石川県

七尾市古府町り１番地３

0767-54-8833

小木クリニック

医科（診療所） 927-0553

石川県

鳳珠郡能登町小木15字23番地3

0768-74-1711

医療法人社団あさもとクリニック

医科（診療所） 929-0112

石川県

能美市福島町タ38番地

0761-56-0880

村本内科胃腸科医院

医科（診療所） 929-0113

石川県

能美市大成町ワ5-1

0761-55-3551

医療法人社団西村内科胃腸科クリニック

医科（診療所） 929-1344

石川県

羽咋郡宝達志水町今浜ト169

0767-28-2033

医療法人社団新村病院

医科（病院）

920-2104

石川県

白山市月橋町722-12

076-273-0100

石川県立中央病院

医科（病院）

920-8530

石川県

金沢市鞍月東２丁目１番地

076-237-8211

医科（病院）

920-8610

石川県

金沢市沖町ハ１５

076-252-2200

医科（病院）

921-8035

石川県

金沢市泉が丘2丁目13番43号国家公務員共済組合連合会

公立松任石川中央病院

医科（病院）

924-0865

石川県

白山市倉光三丁目8番地

076-275-2222

社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院

医科（病院）

926-8605

石川県

七尾市富岡町94番地

0767-52-3211

歯科前多

歯科（診療所） 920-0061

石川県

金沢市問屋町2-92

076-237-4403

村戸歯科医院

歯科（診療所） 920-0336

石川県

金沢市金石本町ハ３－４

076-266-2330

ませ歯科医院

歯科（診療所） 920-0370

石川県

金沢市上安原2-167

076-214-3001

野村歯科医院

歯科（診療所） 920-0809

石川県

金沢市三池栄町301番地

076-255-2557

蓮池歯科医院

歯科（診療所） 920-3114

石川県

金沢市吉原町ハ４２

076-258-1300

千田歯科クリニック

歯科（診療所） 921-8024

石川県

金沢市白菊町2-7

076-241-4435

#はすいけ歯科#

歯科（診療所） 921-8041

石川県

金沢市泉3-6-52

076-247-5311

さとう歯科医院

歯科（診療所） 921-8065

石川県

金沢市上荒屋６-522

076-269-2355

歯科（診療所） 921-8172

石川県

金沢市伏見新町276-1

076-208-4618

めいりん通りみやもと歯科

歯科（診療所） 921-8844

石川県

野々市市堀内3-15めいりん通りみやもと歯科

076-248-0604

粟津歯科医院

歯科（診療所） 923-0305

石川県

小松市蓑輪町ニ66-1

0761-44-4852

きた歯科医院

歯科（診療所） 923-0964

石川県

小松市今江町2-403-2

0761-21-6921

東山歯科医院

歯科（診療所） 924-0801

石川県

白山市田中町62-5

076-276-1151

薬局

920-0818

石川県

金沢市大樋町3-3

076-213-5096

薬局

920-0831

石川県

金沢市東山１－２－２

076-252-1905

薬局

920-0935

石川県

金沢市石引４丁目1-13

076-262-0489

やち薬局

薬局

920-3115

石川県

金沢市弥勒町ハ１－１

076-258-0121

アイビー薬局

薬局

921-8011

石川県

金沢市入江2-232

076-291-0803

いりょうほうじんしゃだん

医療法人社団

緑山会

Ｖ・ｄｒｕｇ

V・ｄｒｕｇ

かとうこどもくりにっく

大崎クリニック

女性クリニックWe富山

中曽根薬局

富山婦中薬局

ほんごう薬局
Ｖ・ｄｒｕｇ

もえぎ調剤薬局

山﨑耳鼻咽喉科クリニック

独立行政法人地域医療機能推進機構
国家公務員共済組合連合会

医療法人社団白根会

Ｖ・ｄｒｕｇ

金沢病院

北陸病院

白根歯科クリニック

鳴和薬局

綿谷小作薬局
一般社団法人金沢市薬剤師会

紫錦台薬局

北陸病院

076-243-1191

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

八日市おかだ薬局

薬局

921-8064

石川県

金沢市八日市4-368K6コーポ

芝蘭薬局

薬局

922-0024

石川県

加賀市大聖寺永町イ１４－１

0761-73-3319

薬局

923-0832

石川県

小松市若杉町301

0761-41-5707

クローバー薬局

薬局

923-0854

石川県

小松市大領町ロ７７番地２

0761-48-8878

勝木薬局

薬局

923-0926

石川県

小松市龍助町８５

0761-22-0226

有限会社瀬川薬局

薬局

926-0057

石川県

七尾市鍛冶町

0767-53-0810

パトリア中山薬局

薬局

926-0804

石川県

七尾市生駒町６－１

0767-54-0739

中山薬局

薬局

926-0811

石川県

七尾市御祓町1パトリア1階

0767-52-3107

岩佐内科外科クリニック

医科（診療所） 910-0028

福井県

福井市学園２－９－６

0776-28-0666

舟橋内科クリニック

医科（診療所） 910-0808

福井県

舟橋1-110

0776-54-6565

福井心のクリニック

医科（診療所） 910-0858

福井県

福井市手寄1丁目４－１アオッサモール2階

0776-25-7777

永平寺町立在宅訪問診療所

医科（診療所） 910-1142

福井県

吉田郡永平寺町松岡兼定島35号45番地

0776-61-7500

ひらい医院

医科（診療所） 915-0883

福井県

越前市新町８－１－１１

0778-25-4118

むかい心療内科クリニック

医科（診療所） 918-8105

福井県

福井市木田３丁目2402アクアロードビル２F

0776-33-3088

本多整形外科医院

医科（診療所） 918-8204

福井県

福井市南四ツ居1丁目３番１０号

0776-53-5566

汐見医院

医科（診療所） 919-0632

福井県

あわら市春宮3-8-2

0776-73-0040

医科（病院）

911-8558

福井県

勝山市長山町２丁目６－２１

0779-88-0350

坂井市立三国病院

医科（病院）

913-8611

福井県

坂井市三国町中央一丁目2-34

0776-82-0480

越前町国民健康保険織田病院

医科（病院）

916-0215

福井県

丹生郡越前町織田106-44-1

0778-36-1000

淺井歯科医院

歯科（診療所） 910-0016

福井県

福井市2－25－29クリエイションハウス1F

0776-29-1117

#おおのや歯科医院#

歯科（診療所） 910-3634

福井県

福井市大森町37-11-4

0776-98-3518

畑歯科医院

歯科（診療所） 913-0046

福井県

坂井市三国町北本町4-1-13

0776-82-0308

歯科（診療所） 914-0121

福井県

敦賀市野神40-256-4

0770-22-4460

#藤田歯科医院#

歯科（診療所） 917-0073

福井県

小浜市四谷町9-26

0770-53-1876

医療法人

歯科（診療所） 917-0077

福井県

小浜市駅前町2-2

0770-52-2391

森本歯科医院

歯科（診療所） 918-8238

福井県

福井市和田2丁目710

0776-24-1838

森瀬歯科医院

歯科（診療所） 919-0527

福井県

坂井市坂井町下兵庫51-10-11森瀬歯科医院

0776-72-1060

薬局

910-0068

福井県

福井市舟橋新2丁目125

0776-26-5252

薬局

914-0064

福井県

敦賀市結城町17-7

0770-22-0880

セムイ調剤薬局

薬局

915-0094

福井県

越前市横市町16-1-1

0778-22-1517

すみれ薬局

薬局

915-0847

福井県

越前市東千福町23-17

0778-42-8033

三協薬局

薬局

916-0215

福井県

丹生郡越前町織田98-21

0778-36-0208

薬局

917-0075

福井県

小浜市南川町14-35

0770-52-0105

なゆた薬局水取店

薬局

917-0093

福井県

小浜市水取1-6-12

0773-53-3689

V・ｄｒｕｇ

薬局

918-8018

福井県

福井市大島町柳101-4

0776-34-1060

協和調剤薬局

薬局

918-8104

福井県

福井市板垣４－１０１

0776-63-6010

さとう整形外科

医科（診療所） 409-3866

山梨県

中巨摩郡昭和町西条4129

055-288-0265

山梨県厚生連健康管理センター

医科（診療所） 400-0035

山梨県

甲府市飯田1-1-26

055-223-3635

医療法人斐水会ながせき頭痛クリニック

医科（診療所） 400-0124

山梨県

甲斐市中下条1844-3（医）斐水会

竜王みついクリニック

医科（診療所） 400-0126

山梨県

甲斐市大下条1606-1

055-225-5081

医療法人陽明会小林医院

医科（診療所） 400-0836

山梨県

甲府市小瀬町3-4

055-241-5293

ひろクリニック

医科（診療所） 400-0855

山梨県

甲府市中小河原1-9-12ひろクリニック

055-241-2313

わかみや内科クリニック

医科（診療所） 400-0864

山梨県

甲府市湯田２-19-2

055-287-6377

（医）陽明会初狩クリニック

医科（診療所） 401-0022

山梨県

大月市初狩町中初狩108-1

0554-25-3211

富士吉田泌尿器科クリニック

医科（診療所） 403-0004

山梨県

富士吉田市下吉田１－２２－１２

0555-28-5755

いしだ女性クリニック

医科（診療所） 403-0005

山梨県

富士吉田市上吉田2-5-1.QSTA5F

0555-25-7100

櫻林 腎・内科クリニック

医科（診療所） 404-0044

山梨県

甲州市塩山下塩後336-8

0553-39-9233

三枝クリニック

医科（診療所） 406-0043

山梨県

笛吹市石和町河内３７－２

055-261-2555

いいづかこどもとおとなのクリニック

医科（診療所） 408-0034

山梨県

北杜市長坂町大八田3874-1

0551-45-7600

きたむらクリニック

医科（診療所） 409-3803

山梨県

中央市若宮23番地2

055-220-4112

独立行政法人国立病院機構甲府病院

医科（病院）

400-8533

山梨県

甲府市天神町11-35

055-253-6131

国民健康保険富士吉田市立病院

医科（病院）

403-0032

山梨県

富士吉田市上吉田東七丁目11号1番

0555-22-4111

身延町早川町国保病院一部事務組合飯富病院

医科（病院）

409-3423

山梨県

南巨摩郡身延町飯富1628

0556-42-2322

くまざわ歯科医院

歯科（診療所） 400-0053

山梨県

甲府市大里町4297-14

055-244-1182

岩下歯科医院

歯科（診療所） 400-0107

山梨県

甲斐市志田473

0551-28-6767

あすみ歯科・矯正歯科クリニック

歯科（診療所） 403-0003

山梨県

富士吉田市大明見1-2-1

0555-73-8417

舟久保歯科クリニック

歯科（診療所） 403-0004

山梨県

富士吉田市下吉田8-8-8

0555-22-6543

医療法人翔新会和歯科クリニック

歯科（診療所） 403-0019

山梨県

富士吉田市新町２丁目２－１０

0555-22-1180

アイボリー歯科医院

歯科（診療所） 409-3612

山梨県

西八代郡市川三郷町上野582-6

055-272-6688

ぴぃす薬局

薬局

400-0117

山梨県

甲斐市西八幡1258-1

055-269-7233

みさき薬局里吉

薬局

400-0822

山梨県

甲府市里吉2-6-27

055-225-6500

健康館サワ

薬局

405-0024

山梨県

山梨市歌田字金桜344-3

0553-22-9393

健康館サワ昭和店

薬局

409-3866

山梨県

中巨摩郡昭和町西条1488-3

055-275-1293

小林小児科

医科（診療所） 381-2215

長野県

長野市稲里町中氷鉋４３６－１

026-284-7777

つるた泌尿器科

医科（診療所） 382-0052

長野県

須坂市塩川町703-1

026-285-0128

増田医院

医科（診療所） 385-0022

長野県

佐久市岩村田２３８１－１２

0267-66-0303

安紀内科クリニック

医科（診療所） 385-0053

長野県

佐久市野沢236-1

0267-63-1201

住吉耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 386-0002

長野県

上田市住吉626-11

0268-22-3387

上田市武石診療所

医科（診療所） 386-0503

長野県

上田市下武石771-1

0268-85-3308

桜の丘こどもクリニック

医科（診療所） 386-1322

長野県

上田市小島699-1

0268-71-6171

むらかみ整形外科

医科（診療所） 389-1105

長野県

長野市豊野町豊野字沖５６７－１

026-213-8830

医療法人正司会戸狩診療所

医科（診療所） 389-2412

長野県

飯山市常郷１１７－５

0269-65-3995

長谷川ペインクリニック

医科（診療所） 390-0815

長野県

松本市深志1-5-9深志ビル3階

0263-33-1375

医療法人

藤田医院

医科（診療所） 390-0862

長野県

松本市宮渕－丁目４番５号

0263-35-8611

あずさ耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 390-1701

長野県

松本市梓川倭2102-2

0263-78-5801

医療法人社団創生会

医科（診療所） 392-0004

長野県

諏訪市諏訪2-1-29

0266-52-2025

医療法人柳澤医院

医科（診療所） 392-0023

長野県

諏訪市小和田南1-3

0266-52-0159

しばたファミリークリニック

医科（診療所） 395-0004

長野県

飯田市上郷黒田1636-29

0265-48-0454

森山医院

医科（診療所） 395-0077

長野県

飯田市丸山町2-6804-3

0265-56-3211

医科（診療所） 396-0025

長野県

伊那市荒井3642-1

0265-72-2384

くさま内科クリニック

医科（診療所） 399-0026

長野県

松本市寿中1-5-35

0263-87-0111

宜保内科消化器・肝臓内科クリニック

医科（診療所） 399-0036

長野県

松本市村井町南1-34-20

0263-57-6060

穂苅整形外科リウマチクリニック

医科（診療所） 399-0702

長野県

塩尻市広丘野村2054-6

0263-51-0333

吉村医院

医科（診療所） 399-8501

長野県

北安曇郡松川村５７２８－３５３

0261-61-5666

地方独立行政法人長野市民病院

医科（病院）

381-8551

長野県

長野市大字富竹１３３３番地１

026-295-1199

佐久穂町立千曲病院

医科（病院）

384-0613

長野県

南佐久郡佐久穂町高野町328

0267-86-2360

軽井沢町国民健康保険軽井沢病院

医科（病院）

389-0111

長野県

北佐久郡軽井沢町長倉2375-1軽井沢病院

0267-45-5111

飯綱町立飯綱病院

医科（病院）

389-1211

長野県

上水内郡飯綱町牟礼2220番地

026-253-2248

社会医療法人財団慈泉会相澤東病院

医科（病院）

390-8514

長野県

松本市本庄2丁目11番16号

0263-33-2500

社会医療法人抱生会

医科（病院）

390-8601

長野県

松本市渚１丁目７－４５

0263-28-3003

医科（病院）

398-0002

長野県

大町市大町3130

0261-22-0415

Ｖ・ｄｒｕｇ

小松東薬局

独立行政法人地域医療機能推進機構

#医療法人

長村歯科医院#
駅前野村歯科医院
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カドノ薬局

舟橋新町薬局

市立病院前店

株式会社

医療法人

福井勝山総合病院

オバマ薬局
大島薬局

山梨店

弘仁会

岸耳鼻咽喉科医院

重盛医院

市立大町総合病院

丸の内病院

電話番号
103

076-220-6457

ながせき頭痛クリニック

055-267-2211

医療機関等名

医療機関区分

高見沢歯科クリニック

歯科（診療所） 381-0045

長野県

長野市桐原2-25-3高見沢歯科クリニック

026-259-6533

遠藤歯科医院

歯科（診療所） 382-0028

長野県

須坂市臥竜1-5-16

026-248-1390

望月歯科医院

歯科（診療所） 382-0098

長野県

須坂市墨坂南2-20-15

026-248-2990

歯科（診療所） 389-0104

長野県

北佐久郡軽井沢町軽井沢東10-13

0267-31-0505

田村歯科医院

歯科（診療所） 389-1211

長野県

上水内郡飯綱町牟礼2729

026-253-2051

増田歯科医院

歯科（診療所） 390-0877

長野県

松本市沢村２－５－１増田歯科医院

0263-33-2629

吉水歯科医院

歯科（診療所） 391-0003

長野県

茅野市本町東3-46

0266-72-3459

医療法人アポロ歯科医院

歯科（診療所） 394-0023

長野県

岡谷市東銀座2-8-33

0266-23-8100

ひだまり歯科

歯科（診療所） 395-0814

長野県

飯田市八幡町2130-7

0265-48-6686

歯科（診療所） 399-0001

長野県

松本市宮田24-1

0263-27-6487

小坂歯科医院

歯科（診療所） 399-0038

長野県

松本市小屋南1-12-11

0263-85-5147

医療法人

歯科（診療所） 399-0214

長野県

諏訪郡富士見町落合9984

0266-62-5965

内川歯科医院

歯科（診療所） 399-0702

長野県

塩尻市広丘野村2115

0263-54-4111

ファーマシーにしつるが

薬局

380-0814

長野県

長野市西鶴賀町1530-7

026-219-2512

かおり薬局

薬局

382-0098

長野県

須坂市墨坂南2-5-5

026-248-5940

あさま薬局

薬局

384-0301

長野県

佐久市臼田2148-3

0267-82-7227

佐久平もみの木薬局

薬局

385-0051

長野県

佐久市中込3639-33

0267-63-8228

なが池薬局

薬局

386-1102

長野県

上田市上田原1329-8なが池薬局

0268-75-6630

長野県薬剤師会会営薬局

薬局

390-0802

長野県

松本市旭2-11-20

0263-32-3663

株式会社ナベリン・ファーマシー

薬局

390-0811

長野県

松本市中央３丁目６番２１号

0263-33-3627

有限会社

薬局

390-0814

長野県

松本市本庄2-11-1

0263-34-8320

ニコニコ薬局今井店

薬局

390-1131

長野県

松本市今井1214-1

0263-88-0150

ふくろう薬局

薬局

395-0816

長野県

飯田市松尾久井2408-1

0265-48-6323

クサマ薬局

薬局

399-0036

長野県

松本市村井町南4-3-3

0263-58-7883

くすりの志水

薬局

399-6461

長野県

塩尻市宗賀71番地688

0263-53-6001

医科（診療所） 500-8065

岐阜県

岐阜市金屋町5-1

058-262-0556

眼科市橋医院

医科（診療所） 500-8114

岐阜県

岐阜市金竜町１丁目９番地

058-263-8076

医療法人社団明徳会はしもと内科

医科（診療所） 500-8225

岐阜県

岐阜市岩地1-2-8

058-245-5641

三好内科医院

医科（診療所） 500-8227

岐阜県

岐阜市北一色9-1-27

058-246-1577

よしだスマイルクリニック

医科（診療所） 500-8361

岐阜県

岐阜市本荘西3-118よしだスマイルクリニック

058-255-2505

中山耳鼻咽喉科

医科（診療所） 500-8381

岐阜県

岐阜市市橋4丁目13-6

058-275-6353

しもむら医院

医科（診療所） 500-8878

岐阜県

岐阜市神室町5-3

058-262-3797

医科（診療所） 501-0311

岐阜県

瑞穂市重里2005

058-328-3311

揖斐川町久瀬診療所

医科（診療所） 501-1314

岐阜県

揖斐郡揖斐川町谷汲名礼２４６－７

0585-54-2040

なりみやクリニック

医科（診療所） 501-2105

岐阜県

山県市高富1614

0581-22-1213

関市国民健康保険板取診療所

医科（診療所） 501-2901

岐阜県

関市板取1582番地81

0581-57-2153

おやま皮膚科クリニック

医科（診療所） 501-3133

岐阜県

岐阜市芥見南山2-6-1

058-241-0011

みうら内科・糖尿病クリニック

医科（診療所） 501-3752

岐阜県

美濃市松栄町5-75

0575-31-4110

石木クリニック

医科（診療所） 501-3803

岐阜県

関市西本郷通6-7-41

0575-21-2233

医科（診療所） 501-3904

岐阜県

関市明生町5-1-39

0575-23-8741

県北西部地域医療センター国保和良診療所

医科（診療所） 501-4509

岐阜県

郡上市和良町下沢882

0575-77-2311

佐久間耳鼻咽喉科

医科（診療所） 502-0903

岐阜県

岐阜市美島町3-21-1

058-231-6974

安田こどもクリニック

医科（診療所） 502-0914

岐阜県

岐阜市菅生7-5-16

058-295-6333

こじま内科クリニック

医科（診療所） 502-0916

岐阜県

岐阜市西中島7-5-15こじま内科クリニック

058-232-8833

古井医院

医科（診療所） 503-2121

岐阜県

不破郡垂井町1102の1

0584-22-0031

揖斐川町春日診療所

医科（診療所） 503-2502

岐阜県

揖斐郡揖斐川町春日六合3420

0585-58-0011

二宮医院

医科（診療所） 504-0941

岐阜県

各務原市三井町3丁目3番１

058-382-0107

今尾医院

医科（診療所） 504-0958

岐阜県

各務原市那加新加納町２１２８番地

058-382-0048

いとしろクリニック

医科（診療所） 505-0052

岐阜県

美濃加茂市加茂野町今泉639

0574-66-6100

医療法人

医科（診療所） 506-0802

岐阜県

高山市松之木町313-1

0577-36-0770

Akiなかむらクリニック

医科（診療所） 509-0241

岐阜県

可児市坂戸字前田599

0574-60-2300

江尻内科・循環器科クリニック

医科（診療所） 509-4212

岐阜県

飛騨市古川町上気多631-1

0577-74-0041

公益社団法人岐阜病院

医科（病院）

500-8211

岐阜県

岐阜市日野東３－１３－６

058-245-8171

郡上市民病院

医科（病院）

501-4222

岐阜県

郡上市八幡町島谷1261

0575-67-1611

岐阜赤十字病院

医科（病院）

502-8511

岐阜県

岐阜市岩倉町３丁目３６

058-231-2266

医科（病院）

503-0025

岐阜県

大垣市見取町４丁目２番地

0584-73-0377

医科（病院）

506-8502

岐阜県

高山市中切町１番地１JA岐阜厚生連飛騨医療センター久美愛厚生病院

0577-32-1115

歯科コーラルクリニック

歯科（診療所） 501-0236

岐阜県

瑞穂市本田749-1

058-329-3456

スナミ歯科医院

歯科（診療所） 501-0313

岐阜県

瑞穂市十七条975-1

058-328-4466

おくだ歯科クリニック

歯科（診療所） 501-2105

岐阜県

山県市高富2121-1

0581-23-4188

西村歯科

歯科（診療所） 501-2113

岐阜県

山県市高木983-1

0581-27-0555

ひまわり歯科医院

歯科（診療所） 501-3133

岐阜県

岐阜市芥見南山3-3-37

058-244-0255

天心堂歯科医院

歯科（診療所） 501-3701

岐阜県

美濃市1546-1

0575-33-1860

安桜歯科

歯科（診療所） 501-3803

岐阜県

関市西本郷通7-5-7

0575-23-4838

ファミリー歯科

歯科（診療所） 501-6121

岐阜県

岐阜市柳津町上佐波西5-34

058-279-3888

ついき歯科

歯科（診療所） 501-6224

岐阜県

羽島市正木町大浦２９９２

058-325-8383

はま歯科医院

歯科（診療所） 501-6224

岐阜県

羽島市正木町大浦79-2

058-394-4662

里村歯科医院

歯科（診療所） 501-6264

岐阜県

羽島市小熊町島２－１２１

058-392-6146

日比歯科クリニック

歯科（診療所） 503-0012

岐阜県

大垣市三津屋町５丁目１番地６

0584-77-0814

早野歯科医院

歯科（診療所） 503-0034

岐阜県

大垣市荒尾町1813-25

0584-91-2468

山田歯科医院

歯科（診療所） 503-0931

岐阜県

大垣市本今1-61-1

0584-74-8866

井村歯科医院

歯科（診療所） 503-0934

岐阜県

大垣市外渕2－123－2

0584-89-6111

わかば歯科

歯科（診療所） 503-0993

岐阜県

大垣市荒川町415-3

0584-93-3303

ビバ・スマイル歯科

歯科（診療所） 503-0997

岐阜県

大垣市長松町1119

0584-92-2040

羽田歯科医院

歯科（診療所） 503-2424

岐阜県

揖斐郡池田町池野217-3

0585-45-2073

さくら歯科クリニック

歯科（診療所） 506-1121

岐阜県

飛騨市神岡町殿203-7

0577-35-6311

しらき歯科医院

歯科（診療所） 509-0141

岐阜県

各務原市鵜沼各務原町3-236

058-370-1001

医療法人社団慶雲会 高島歯科

歯科（診療所） 509-4255

岐阜県

飛騨市古川町大野町38-1

0577-73-6841

いとう歯科クリニック

歯科（診療所） 509-6361

岐阜県

瑞浪市陶町猿爪47

0572-65-4567

Ｖ・ｄｒｕｇ

ぎふ東調剤薬局

薬局

500-8226

岐阜県

岐阜市野一色4-5-18

058-247-5885

Ｖ・ｄｒｕｇ

北一色薬局

薬局

500-8227

岐阜県

岐阜市北一色6-20-34

058-249-5767

Ｖ・ｄｒｕｇ

本荘薬局

薬局

500-8323

岐阜県

岐阜市鹿島町5-16

058-255-3589

ろくじょう薬局

薬局

500-8359

岐阜県

岐阜市六条北2-12-4

058-268-7547

わかば薬局

薬局

500-8359

岐阜県

岐阜市六条北2-10-9六条ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1F

058-215-1135

医療法人

彩和会

軽井沢あらい歯科

医療法人和合の里

小川歯科クリニック

三井歯科医院

ニコニコ薬局

医療法人誠和会

加藤内科クリニック

医療法人清光会

名和内科

耳鼻咽喉科・アレルギー科

さいとうクリニック

しもじクリニック

医療法人社団豊正会

大垣中央病院

岐阜県厚生農業協同組合連合会

飛騨医療センター

六条店

久美愛厚生病院

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

Ｖ・ｄｒｕｇ

今嶺薬局

薬局

500-8388

岐阜県

岐阜市今嶺1-28-15

058-268-1105

ひまわり薬局

寺田店

薬局

501-0104

岐阜県

岐阜市寺田7-106-2

058-255-5601

平成調剤薬局鏡島店

薬局

501-0112

岐阜県

岐阜市鏡島精華3-7-12

058-252-6660

橋本薬局

薬局

501-0118

岐阜県

岐阜市大菅北9-23

058-253-5889

れんげ薬局

薬局

501-0311

岐阜県

瑞穂市重里字高瀬2001

058-328-1189

コスモス薬局揖斐店

薬局

501-0618

岐阜県

揖斐郡揖斐川町上ミ野野々宮７３－１３

0585-21-3255

Ｖ・ｄｒｕｇ

薬局

501-1112

岐阜県

岐阜市柳戸1番1

058-234-6710

岐阜大学病院前薬局

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

Ｖ・ｄｒｕｇ

中濃厚生病院前薬局

薬局

501-3803

岐阜県

関市西本郷131-1

0575-25-6090

Ｖ・ｄｒｕｇ

関みなみ薬局

薬局

501-3905

岐阜県

関市神明町3-6-17

0575-21-6255

Ｖ・ｄｒｕｇ

稲口薬局

薬局

501-3932

岐阜県

関市稲口字柳洞773番地1

0575-21-0690

かわむら薬局

薬局

501-6255

岐阜県

羽島市福寿町浅平3-32-6

058-393-3911

かさぬい薬局

薬局

503-0027

岐阜県

大垣市笠縫町459-1

0584-73-3100

薬局

503-1316

岐阜県

養老郡養老町押越字村内419-1

0584-47-5195

株式会社ウラタ薬局

薬局

504-0021

岐阜県

各務原市那加前洞新町4-179

058-389-3336

ピノキオ薬局

薬局

504-0824

岐阜県

各務原市蘇原旭町1-41-1

058-322-9921

薬局

504-0832

岐阜県

各務原市蘇原花園町3-4

058-389-6155

蘇原店

薬局

504-0855

岐阜県

各務原市蘇原新栄町1丁目67-3

058-380-2167

ピノキオ薬局那加店

薬局

504-0968

岐阜県

各務原市那加西野町130

058-380-5750

真央莉薬局花岡店

薬局

506-0009

岐阜県

高山市花岡町1-6-2

0577-37-6266

Ｖ・ｄｒｕｇ

ひだ駅西薬局

薬局

506-0054

岐阜県

高山市岡本町2-58-2

0577-57-9383

Ｖ・ｄｒｕｇ

高山中央薬局

薬局

506-0054

岐阜県

高山市岡本町三丁目43-1

0577-35-9031

Ｖ・ｄｒｕｇ

高山西薬局

薬局

506-0055

岐阜県

高山市上岡本町2-452-2

0577-36-6281

Ｖ・ｄｒｕｇ

多治見旭ヶ丘薬局

薬局

507-0007

岐阜県

多治見市小名田町西ケ洞1-325

0572-21-2036

Ｖ・ｄｒｕｇ

多治見中央薬局

薬局

507-0042

岐阜県

多治見市前畑町3丁目45-1

0572-21-3422

Ｖ・ｄｒｕｇ

笠原中央薬局

薬局

507-0901

岐阜県

多治見市笠原町字権現2200番地289

0572-26-7401

有限会社びぜん屋伊藤薬局

薬局

508-0032

岐阜県

中津川市栄町2-17

0573-65-2742

Ｖ・ｄｒｕｇ

広見薬局

薬局

509-0214

岐阜県

可児市広見1999-1

0574-60-2682

ひまわり調剤薬局

薬局

509-2203

岐阜県

下呂市小川257-1

0576-23-0188

土岐店

薬局

509-5112

岐阜県

土岐市肥田浅野笠神町2-21-2

0572-56-0063

土岐口薬局

薬局

509-5123

岐阜県

土岐市土岐口南町4-44-1

0572-55-6415

医科（診療所） 410-0053

静岡県

沼津市寿町18-8

055-924-8777

医科（診療所） 410-0231

静岡県

沼津市西浦木負767-14

055-942-3200

医科（診療所） 410-0836

静岡県

沼津市吉田町１７－２８

055-935-1159

医科（診療所） 410-3402

静岡県

沼津市戸田916-3戸田診療所

0558-94-3720

スマイリークリニック

医科（診療所） 411-0942

静岡県

長泉町中土狩366-1

055-957-2510

久道医院

医科（診療所） 411-0942

静岡県

駿東郡長泉町中土狩878-6

055-986-6387

医科（診療所） 412-0043

静岡県

御殿場市新橋1912-6松尾クリニック

0550-81-5050

源太坂クリニック

医科（診療所） 417-0001

静岡県

富士市今泉９－７－８

0545-57-5775

長谷川産婦人科医院

医科（診療所） 417-0051

静岡県

富士市吉原5丁目３番１８号

0545-53-7575

富士宮中央クリニック

医科（診療所） 418-0005

静岡県

富士宮市宮原88-6

0544-22-6675

後藤外科医院

医科（診療所） 418-0077

静岡県

富士宮市東町9-1

0544-26-5002

しずおか葵の森クリニック

医科（診療所） 420-0007

静岡県

静岡市葵区柳町193-1

054-260-5011

医科（診療所） 420-0026

静岡県

静岡市葵区大鋸町２番５号

054-205-8234

医科（診療所） 420-0812

静岡県

静岡市葵区古庄５－３－２１

054-294-7008

<かん小児科クリニック>

医科（診療所） 420-0813

静岡県

静岡市葵区長沼258-7

054-267-3755

しば内科医院

医科（診療所） 420-0858

静岡県

静岡市葵区伝馬町8-1ｻﾝﾛｰｾﾞ6階

054-254-1441

安東耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 420-0882

静岡県

静岡市葵区安東3-17-33

054-248-7200

地方職員共済組合

医科（診療所） 420-8601

静岡県

静岡市葵区追手町９－６

054-221-2398

医療法人社団泰陽会

医科（診療所） 421-0102

静岡県

静岡市駿河区手越310

054-257-0733

はいばらリニック

医科（診療所） 421-0407

静岡県

牧之原市布引原1112-1

0548-23-5677

渡辺内科医院

医科（診療所） 424-0835

静岡県

静岡市清水区上清水町11-18

054-352-2538

阪部循環器内科・内科 婦人科クリニック

医科（診療所） 424-0905

静岡県

静岡市清水区駒越西1-2-62 阪部循環器内科・内科婦人科クリニック

054-335-5000

医療法人社団清肺会

医科（診療所） 425-0035

静岡県

焼津市東小川８丁目６－１５

054-621-5971

医科（診療所） 426-0034

静岡県

藤枝市駅前2-19-8

054-641-0689

医科（診療所） 430-0825

静岡県

浜松市南区下江町573番地の2

053-426-5566

木もれび内科クリニック

医科（診療所） 430-0905

静岡県

浜松市中区下池川町20-1

053-474-1110

玉嶋血液内科・漢方診療所

医科（診療所） 430-0906

静岡県

浜松市中区住吉1-24-1NTT住吉ビル4F 玉嶋血液内科･漢方診療所

053-412-0100

きもと小児科

医科（診療所） 431-0431

静岡県

湖西市鷲津１１９１－１サンレイク和泉202

053-576-1938

相羽内科消化器科医院

医科（診療所） 431-2102

静岡県

浜松市北区都田町8110-3

053-428-4500

いそざきファミリークリニック

医科（診療所） 431-3121

静岡県

浜松市東区有玉北町1760-1

053-432-6111

サカイ脳神経外科

医科（診療所） 432-8002

静岡県

浜松市中区富塚町５５番地

053-412-6677
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養老押越薬局
蘇原店

はなぞの薬局
ひかり薬局

有限会社

エール調剤薬局
Ｖ・ｄｒｕｇ

ふじわらクリニック
医療法人社団

隆三会

手塚クリニック

あめみや内科
公益社団法人地域医療振興協会

医療法人社団厚紀会

戸田診療所

松尾クリニック

医療法人社団さそうクリニック

さそう内科・呼吸器科クリニック

一般財団法人福祉医療推進事業団

古庄わかばクリニック

静岡県庁診療所

畠山クリニック

ひろせクリニック
医療法人社団愛寿会

あいの街クリニック

医療法人社団京愛会

たく整形外科医院

医科（診療所） 432-8018

静岡県

浜松市中区蜆塚4丁目15‐３

053-453-1122

医療法人社団

ピュアレディースクリニック

医科（診療所） 432-8069

静岡県

浜松市西区志都呂2-12-7

053-440-4188

いで内科呼吸器内科クリニック

医科（診療所） 434-0014

静岡県

浜松市浜北区本沢合801-4

090-1690-4976

ことみレディースクリニック

医科（診療所） 434-0026

静岡県

浜松市浜北区東美薗678

053-589-5000

クリニック

ひでとし

医科（診療所） 434-0031

静岡県

浜松市浜北区小林59-22クリニックひでとし

053-584-1301

やまとだに耳鼻咽喉科

医科（診療所） 434-0033

静岡県

浜松市浜北区西美薗45-3やまとだに耳鼻咽喉科

053-581-1133

医療法人社団Y&Jクリニックさくら

医科（診療所） 436-0111

静岡県

掛川市本郷198-3

0537-26-2888

犬塚皮膚科クリニック

医科（診療所） 437-1101

静岡県

袋井市浅羽1626-4

0538-30-2211

うちやま呼吸器アレルギークリニック

医科（診療所） 438-0002

静岡県

磐田市大久保544-3

0538-38-6336

河合整形外科

医科（診療所） 438-0051

静岡県

磐田市上大之郷298

0538-32-0102

なごみクリニック

医科（診療所） 438-0071

静岡県

磐田市今之浦2丁目3番地14

0538-21-3000

桜井医院

医科（診療所） 439-0006

静岡県

菊川市堀之内１４５３桜井医院

0537-35-3993

沼津市立病院

医科（病院）

410-0302

静岡県

沼津市東椎路字春の木550

055-924-5100

医療法人社団健育会西伊豆健育会病院

医科（病院）

410-3514

静岡県

賀茂郡西伊豆町仁科138-2

0558-52-2366

静岡県立静岡がんセンター

医科（病院）

411-8777

静岡県

駿東郡長泉町下長窪１００７

055-989-5222

医療法人社団松愛会松田病院

医科（病院）

432-8061

静岡県

浜松市西区入野町753

053-448-5121

医科（病院）

436-8555

静岡県

掛川市菖蒲ヶ池１－１中東遠総合医療センター

0537-21-5555

医科（病院）

438-0043

静岡県

磐田市大原2042-4

0538-21-3511

磐田市立総合病院

医科（病院）

438-8550

静岡県

磐田市大久保５１２－３

0538-38-5000

パートナ歯科

歯科（診療所） 410-0022

静岡県

沼津市大岡1719-1-101

055-951-1150

山口歯科クリニック

歯科（診療所） 410-2124

静岡県

伊豆の国市原木123-10

055-949-8800

伊東中央歯科医院

歯科（診療所） 414-0003

静岡県

伊東市中央町9-1

0557-37-0569

歯科（診療所） 416-0901

静岡県

富士市岩本102-1

0545-64-2211

秋山歯科医院

歯科（診療所） 418-0022

静岡県

富士宮市小泉1933-8

0544-24-2045

永田歯科医院

歯科（診療所） 420-0061

静岡県

静岡市葵区新富町３丁目３４ー３

054-254-6730

良知歯科医院

歯科（診療所） 421-0301

静岡県

榛原郡吉田町住吉３５５－３

0548-32-7683

黒木歯科医院

歯科（診療所） 421-0422

静岡県

牧之原市静波1394-6

0548-22-0208

尾崎歯科医院

歯科（診療所） 421-3301

静岡県

富士市北松野1817-5

0545-85-2028

新庄歯科医院

歯科（診療所） 422-8076

静岡県

静岡市駿河区八幡５－４－８

054-282-3463

静岡市立清水病院

歯科（診療所） 424-8636

静岡県

静岡市清水区宮加三１２３１

054-336-1111

緑の森歯科

歯科（診療所） 426-0026

静岡県

藤枝市岡出山１－７－１９

054-646-2121

歯科村尾医院

歯科（診療所） 430-0946

静岡県

浜松市中区元城町116-17

053-452-5554

歯科（診療所） 431-0103

静岡県

浜松市西区雄踏一丁目26番28号

053-596-1182

歯科（診療所） 431-3124

静岡県

浜松市東区半田町１４７１

053-435-1884

みもりfamily歯科クリニック

歯科（診療所） 432-8051

静岡県

浜松市南区若林町326

053-424-5727

なおデンタルクリニック

歯科（診療所） 433-8122

静岡県

浜松市中区上島3-31-17

053-463-6480

寺田歯科医院

歯科（診療所） 433-8124

静岡県

浜松市中区泉一丁目５番５５号寺田歯科医院

053-473-8001

新生

掛川市・袋井市病院企業団立
医療法人弘遠会

中東遠総合医療センター

すずかけヘルスケアホスピタル

@医療法人社団元氣会

西村歯科医院@

医療法人社団

わくわく会

わくだ歯科

医療法人社団

いぬづか子供歯科クリニック

医療機関等名

医療機関区分

浜名歯科診療所

歯科（診療所） 434-0032

静岡県

浜松市浜北区道本278-2

053-586-5535

河合歯科医院

歯科（診療所） 435-0045

静岡県

浜松市中区細島町8-9

053-465-0018

横井歯科医院

歯科（診療所） 436-0086

静岡県

掛川市宮脇２－１１－１０

0537-24-8212

牧野歯科医院大東診療所

歯科（診療所） 437-1101

静岡県

袋井市浅羽114-3

0537-72-5554

あつみ歯科

歯科（診療所） 438-0077

静岡県

磐田市国府台25-1

0538-21-0888

とやま薬局大岡店

薬局

410-0022

静岡県

沼津市大岡2445-12

055-921-9923

大嶋薬局

薬局

410-0303

静岡県

沼津市西椎路

93-10

055-968-1600

メイプル薬局裾野店

薬局

410-1123

静岡県

裾野市伊豆島田810-8

055-993-6767

有限会社

小川薬局

薬局

410-2123

静岡県

伊豆の国市四日町873

055-949-1064

アサカ薬局中央町店

薬局

414-0011

静岡県

伊東市松川町3-10

0557-32-1000

アサカ薬局

薬局

414-0046

静岡県

伊東市大原3-15-17

0557-36-5405

薬局

416-0933

静岡県

富士市中丸130-1

0545-66-1311

薬局

418-0018

静岡県

富士宮市粟倉南町116-3

0544-66-8033

ときわ薬局

薬局

418-0077

静岡県

富士宮市東町13-1

0544-26-2255

フラワー薬局新伝馬店

薬局

420-0944

静岡県

静岡市葵区新伝馬1-11-22

054-204-8855
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駿河敷地薬局

薬局

422-8036

静岡県

静岡市駿河区敷地1-25-8

054-260-6950

有限会社シーガル薬局南町店

薬局

422-8067

静岡県

静岡市駿河区南町4-14グランドメゾン静岡ザ・タワー１０１－２

054-260-5310

オー・エス薬局

薬局

422-8076

静岡県

静岡市駿河区八幡2-3-15

054-285-8546

<すみれ薬局>

薬局

424-0038

静岡県

静岡市清水区西久保1－13－21

054-364-5229

東海道薬局

薬局

424-0206

静岡県

静岡市清水区興津清見寺町143-18

054-369-5537

天神みつる薬局

薬局

424-0809

静岡県

静岡市清水区天神1丁目11－6

054-371-1230

清水調剤薬局

薬局

424-0836

静岡県

静岡市清水区桜が丘町8-3

054-368-4775

(有)グリーン調剤薬局

薬局

424-0886

静岡県

静岡市清水区草薙１４０－２

054-348-4016

プラスエム薬局瀬古店

薬局

426-0082

静岡県

藤枝市瀬古2丁目6-17

054-647-7775

りぼん薬局東町店

薬局

427-0011

静岡県

島田市東町1121-2

0547-54-4445

ほうらい薬局

薬局

427-0111

静岡県

島田市阪本1501-1

0547-38-5700

たかはし薬局

薬局

430-0906

静岡県

浜松市中区住吉2-36-8

053-412-2121

ハロー薬局

東田町店

薬局

430-0929

静岡県

浜松市中区中央1-15-1

053-413-1288

ハロー薬局

下山梨店

薬局

431-0202

静岡県

浜松市西区坪井町4699

0538-49-3131

さんさん薬局三ケ日店

薬局

431-1414

静岡県

浜松市北区三ヶ日町三ヶ日６５４ー３

053-401-3380

アトム薬局

薬局

431-3121

静岡県

浜松市東区有玉北町1760-10

053-432-7755

ウエスト薬局

薬局

432-8001

静岡県

浜松市西区西山町2211-7

053-482-8114

えびつか薬局

薬局

432-8033

静岡県

浜松市中区海老塚２－１７－１７

053-450-5320

にんにん薬局

薬局

433-8112

静岡県

浜松市北区初生町1112-3

053-414-2121

四ッ池ファーマシー

薬局

433-8123

静岡県

浜松市中区幸3-5-30

053-488-4652

太田薬局

薬局

434-0037

静岡県

浜松市浜北区沼76-1太田薬局

053-586-3033

フラワー薬局下俣店

薬局

436-0025

静岡県

掛川市下俣1015-22

0537-22-0768

中東遠センター薬局

薬局

436-0040

静岡県

掛川市菖蒲ヶ池107

0537-28-8113
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薬局

437-0061

静岡県

袋井市久能1971-1

0538-30-6811

ききょう薬局浜岡店

薬局

437-1612

静岡県

御前崎市池新田2016-2

0537-85-7222

久井屋薬局加茂店

薬局

438-0804

静岡県

磐田市加茂1184-1

0538-21-0500

エール薬局

薬局

438-0807

静岡県

磐田市富里39-3

0538-86-3252

薬局

438-0823

静岡県

磐田市下本郷字村中226番地1

0538-24-7651

ききょう薬局菊川店

薬局

439-0019

静岡県

菊川市半済５３７－１

0537-37-0113

今泉産婦人科医院

医科（診療所） 440-0046

愛知県

豊橋市仲ノ町112-3

0532-62-7173

井澤医院

医科（診療所） 440-0812

愛知県

豊橋市東新町180-1

0532-55-8936

新城市作手診療所

医科（診療所） 441-1423

愛知県

新城市作手高里字縄手上10-1

0536-37-2133

設楽町つぐ診療所

医科（診療所） 441-2601

愛知県

北設楽郡設楽町津具字中林２６

0536-83-3001

塩之谷整形外科

医科（診療所） 441-8134

愛知県

豊橋市植田町字関取５４

0532-25-2115

医療法人はたのクリニック

医科（診療所） 443-0034

愛知県

蒲郡市港町20-14

0533-68-8899

中西整形外科

医科（診療所） 444-2137

愛知県

岡崎市薮田2丁目11-11

0564-22-1112

わたべクリニック

医科（診療所） 446-0007

愛知県

安城市東栄町2丁目

0566-98-0025

安城市休日夜間急病診療所

医科（診療所） 446-0045

愛知県

安城市横山町下毛賀知１０６番地１

0566-76-1133

東栄医療センター

医科（診療所） 449-0293

愛知県

北設楽郡東栄町大字三輪字上栗５番地

0536-79-3311

水谷眼科診療所

医科（診療所） 450-0003

愛知県

名古屋市中村区名駅南1-24-30名古屋三井ビル本館地下１階

052-582-8001

医科（診療所） 450-6305

愛知県

名古屋市中村区名駅ＪＰタワー名古屋５階ミッドタウンクリニック名駅

052-551-1569

米川医院

医科（診療所） 451-0062

愛知県

名古屋市西区花の木三丁目１２－２５

052-531-3050

川原皮フ科クリニック

医科（診療所） 452-0846

愛知県

名古屋市西区浮野町１６６番地ソフィア1階

052-509-4112

太田なごやかクリニック

医科（診療所） 453-0834

愛知県

名古屋市中村区豊国通2ｰ21ｰ1

052-413-8008

こうさか眼科

医科（診療所） 454-0972

愛知県

名古屋市中川区新家2-1709こうさか眼科

052-432-8880

あんどう皮フ科

医科（診療所） 454-0994

愛知県

名古屋市中川区長須賀3-704光曜圓1階

052-737-7781

みずほホームケアクリニック

医科（診療所） 456-0018

愛知県

名古屋市熱田区新尾頭3-1-18WIZ金山501

052-684-4621

とつか眼科

医科（診療所） 457-0808

愛知県

名古屋市南区松下町1-1

052-613-4001

医科（診療所） 458-0824

愛知県

名古屋市緑区鳴海町有松裏7-54五竜ビル

052-621-8318

木村クリニック

医科（診療所） 460-0012

愛知県

名古屋市中区千代田4-4-18

052-332-0011

小池ハートクリニック

医科（診療所） 461-0049

愛知県

名古屋市東区古出来１丁目１番１号

052-723-2277

医療法人

医科（診療所） 462-0819

愛知県

名古屋市北区平安二丁目５番４０号

052-981-5323

なるかわレディースクリニック

医科（診療所） 463-0042

愛知県

名古屋市守山区野萩町13-14プラザ野萩2Ｆ

052-796-2220

とみやす整形外科クリニック

医科（診療所） 463-0047

愛知県

名古屋市守山区小幡常燈１番３号

052-793-1161

しば内科クリニック

医科（診療所） 463-0048

愛知県

名古屋市守山区小幡南1-24-10アクロス小幡2階

052-793-8001

せこ内科クリニック

医科（診療所） 463-0068

愛知県

名古屋市守山区瀬古１－７２０

052-758-0150

すずこどもクリニック

医科（診療所） 464-0071

愛知県

名古屋市千種区若水3-27-15

052-723-4151

春岡通クリニック

医科（診療所） 464-0847

愛知県

名古屋市千種区春岡通5-15

052-888-8600

医療法人マルモブレスト

医科（診療所） 465-0024

愛知県

名古屋市名東区本郷2-124-1

052-771-6111

松永クリニック

医科（診療所） 465-0035

愛知県

名古屋市名東区豊が丘208

052-773-3312

メディカルケア内科

医科（診療所） 465-0093

愛知県

名古屋市名東区一社2-8オオタ一社ビル１F

052-701-1021

ながた内科クリニック

医科（診療所） 465-0094

愛知県

名古屋市名東区亀の井１丁目２１４－２

052-703-3773

関谷平針メンタルクリニック

医科（診療所） 468-0011

愛知県

名古屋市天白区平針二丁目1906番地KMビル3FB

052-806-7910

佐井泌尿器科・皮フ科クリニック

医科（診療所） 468-0011

愛知県

名古屋市天白区平針2-1906KMビル2F

052-847-5110

おばた産婦人科クリニック

医科（診療所） 468-0013

愛知県

名古屋市天白区荒池2-3306

052-875-7569

ファミリーメンタルクリニック

医科（診療所） 468-0015

愛知県

名古屋市天白区原1-120原コーネルビル1階

052-803-1515

みずたに眼科

医科（診療所） 468-0031

愛知県

名古屋市天白区高宮町1308みず眼科眼科

052-803-3030

かぐやま眼科

医科（診療所） 470-0134

愛知県

日進市香久山MIO香久山2階

052-807-5811

医療法人

医科（診療所） 470-0374

愛知県

豊田市伊保町下川原９７番２

0565-45-3020

医科（診療所） 471-0857

愛知県

豊田市小川町4丁目49-2

0565-37-3939

医科（診療所） 475-0837

愛知県

半田市有楽町4-154-4

0569-22-0571

平岡医院

医科（診療所） 475-0837

愛知県

半田市有楽町７－３７－２

0569-21-6417

かとう内科こどもクリニック

医科（診療所） 477-0032

愛知県

東海市加木屋町辻ヶ花173

0562-36-2805

しかつ眼科クリニック

医科（診療所） 481-0004

愛知県

北名古屋市鹿田南蒲屋敷685

0568-25-1775

師勝クリニック

医科（診療所） 481-0006

愛知県

北名古屋市熊之庄八幡117番地1

0568-22-4565

新居クリニック

医科（診療所） 481-0014

愛知県

北名古屋市井瀬木鴨７２番地

0568-23-2200

(株)ヤクシン
村松薬局

なかまる薬局

粟倉店

桜ケ丘店

袋井久能薬局

富里店

Ｖ・ｄｒｕｇ

磐田下本郷薬局

医療法人社団進興会

耳鼻咽喉科

ミッドタウンクリニック名駅

棚橋医院

正医会

近松医院

おかもとクリニック

あさひが丘クリニック
医療法人アイ・エス・ケイ

杉田医院

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

504-1

あんどう皮フ科

かぐやま眼科

医療機関等名

医療機関区分

こまき眼科

医科（診療所） 485-0029

愛知県

小牧市中央2丁目148番地小牧ステーションビル1階

0568-72-1118

医科（診療所） 486-0916

愛知県

春日井市八光町4-44-2

0568-31-6001

医療法人KFCG 勝川よろずクリニック

医科（診療所） 486-0932

愛知県

春日井市松河戸町２丁目６番

0568-35-5580

医療法人道雄会

医科（診療所） 487-0021

愛知県

春日井市東神明町1-5-3

0568-51-0668

緑ヶ丘ファミリークリニック

医科（診療所） 488-0822

愛知県

尾張旭市緑町緑ケ丘121-81

0561-54-2706

松尾医院

医科（診療所） 488-0823

愛知県

尾張旭市庄南町3-8-5

052-771-8017

長江内科小児科医院

医科（診療所） 489-0828

愛知県

瀬戸市前田町11番地

0561-82-6235

医療法人有竹眼科

医科（診療所） 489-0887

愛知県

瀬戸市菱野台４－７

0561-84-1121

野村胃腸科

医科（診療所） 490-1413

愛知県

弥富市子宝2-105-4

0567-52-2526

つだハートクリニック

医科（診療所） 491-0922

愛知県

一宮市大和町妙興寺字徳法寺浦29-2

0586-47-5600

藤クリニック

医科（診療所） 493-0001

愛知県

一宮市木曽川町黒田一ノ通25番1

0586-64-7556

医療法人 浅井外科

医科（診療所） 497-0001

愛知県

あま市七宝町沖之島九之坪44

052-441-8002

医療法人飯田ファミリークリニック

医科（診療所） 497-0058

愛知県

海部郡蟹江町富吉3-260

0567-94-4891

おおはしクリニック

医科（診療所） 498-0015

愛知県

弥富市海老江1-26

0567-64-1888

独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

医科（病院）

440-8510

愛知県

豊橋市飯村町字浜道上５０番地

0532-62-0301

蒲郡市民病院

医科（病院）

443-8501

愛知県

蒲郡市平田町向田１－１

0533-66-2200

藤田医科大学 岡崎医療センター

医科（病院）

444-0827

愛知県

岡崎市針崎町字五反田1番地

0564-64-8165

岡崎市民病院

医科（病院）

444-8553

愛知県

岡崎市高隆寺町字五所合３番地１

0564-21-8111

医科（病院）

446-8602

愛知県

安城市安城町東広畔２８

0566-75-2111

楠メンタルホスピタル

医科（病院）

462-0011

愛知県

名古屋市北区五反田町110番地

052-901-7581

JA愛知厚生連豊田厚生病院

医科（病院）

470-0396

愛知県

豊田市浄水町伊保原５００－１豊田厚生病院

0565-43-5000

国立研究開発法人

医科（病院）

474-8511

愛知県

大府市森岡町７－４３０

0562-46-2311

半田市立半田病院

医科（病院）

475-8599

愛知県

半田市東洋町２丁目２９

0569-22-9881

公立陶生病院

医科（病院）

489-8642

愛知県

瀬戸市西追分町１６０

0561-82-5101

清水歯科クリニック

歯科（診療所） 440-0034

愛知県

豊橋市豊岡町146番地

0532-64-8211

むらまつ歯科医院

歯科（診療所） 440-0073

愛知県

豊橋市湊町45

0532-56-0015

やまざき歯科クリニック

歯科（診療所） 440-0816

愛知県

豊橋市談合町１２３

0532-54-8635

ハエル歯科クリニック

歯科（診療所） 440-0837

愛知県

豊橋市三ノ輪町本興寺2-35

0532-21-5666

あだちファミリー歯科

歯科（診療所） 442-0842

愛知県

豊川市蔵子6-10-15

0533-80-3711

岡崎デンタルオフィス

歯科（診療所） 444-0834

愛知県

岡崎市柱町東荒子214

0564-64-7712

永井歯科室

歯科（診療所） 444-0874

愛知県

岡崎市竜美南1-6-1

0564-55-8871

柏木歯科

歯科（診療所） 444-0905

愛知県

岡崎市宇頭町字山ノ神40-1みはとビル2Ｆ

0564-31-5766

三浦歯科

歯科（診療所） 444-0938

愛知県

岡崎市昭和町字上川田９－７三浦歯科

0564-32-4833

かきつばた歯科

歯科（診療所） 448-0013

愛知県

刈谷市恩田町3-162-2かきつばた歯科

0566-21-2211

みやうら歯科

歯科（診療所） 453-0838

愛知県

名古屋市中村区向島町4-9

052-411-1554

おの歯科

歯科（診療所） 457-0847

愛知県

名古屋市南区道徳新町2-76

052-691-2604

ありまつ歯科

歯科（診療所） 458-0824

愛知県

名古屋市緑区鳴海町有松裏200イオンタウン有松２階

052-621-4182

亀井歯科

歯科（診療所） 460-0002

愛知県

名古屋市中区丸の内3-6-5亀井歯科

052-961-6001

なかやま歯科

歯科（診療所） 460-0008

愛知県

名古屋市中区栄4-16-24メーゾンオザワ4F

052-262-1881

てる おとなこども歯科

歯科（診療所） 460-0022

愛知県

名古屋市中区金山１丁目７－4ニッセイ・ディーセント金山102

052-332-0118

泉３丁目歯科

歯科（診療所） 461-0001

愛知県

名古屋市東区泉3-13-15ラフィーネ泉２階

052-935-8148

磯部歯科医院

歯科（診療所） 461-0049

愛知県

名古屋市東区古出来2-1-17

052-711-0812

山本歯科クリニック

歯科（診療所） 462-0819

愛知県

名古屋市北区平安2-23-50

052-913-4618

千代田橋歯科

歯科（診療所） 464-0011

愛知県

名古屋市千種区千代田橋2-2-2

052-722-1190

吉友歯科医院

歯科（診療所） 464-0074

愛知県

名古屋市千種区仲田2-3-20

052-751-5313

あさくら歯科クリニック

歯科（診療所） 464-0087

愛知県

名古屋市千種区清明山1-1-19

052-725-9919

日進通デンタルクリニック

歯科（診療所） 464-0844

愛知県

名古屋市千種区日進通3-13-2

052-753-1182

松岡歯科クリニック

歯科（診療所） 465-0085

愛知県

名古屋市名東区西山本通2-12エミナンス松岡１階

052-782-0158

高辻歯科クリニック

歯科（診療所） 466-0054

愛知県

名古屋市昭和区円上町25-21ラフェール高辻1階

052-889-0246

伊藤歯科医院

歯科（診療所） 466-0064

愛知県

名古屋市昭和区鶴舞２丁目２０－１４

052-881-0678

歯科横田医院

歯科（診療所） 466-0843

愛知県

名古屋市昭和区菊園町6-1

052-841-8148

陽明森田歯科クリニック

歯科（診療所） 467-0025

愛知県

名古屋市瑞穂区松栄町2-100

052-848-8211

飯野歯科

歯科（診療所） 468-0020

愛知県

名古屋市天白区平針南3-401

052-804-5270

歯科（診療所） 470-0151

愛知県

愛知郡東郷町諸輪むとう歯科医院

0561-38-2161

豊田杉山歯科医院

歯科（診療所） 470-0333

愛知県

豊田市荒井町寿田85-1

0565-44-2929

やまだ歯科

歯科（診療所） 470-0372

愛知県

豊田市井上町11丁目８－７

0565-45-5541

二村医院デンタルクリニック

歯科（診療所） 470-2104

愛知県

知多郡東浦町生路96-2フィロスビル2F

0562-82-1088

福岡歯科医院

歯科（診療所） 471-0803

愛知県

豊田市泉町3-6-9

0565-80-7757

つづき歯科

歯科（診療所） 471-0842

愛知県

豊田市土橋町7-8-4

0565-27-8080

神田歯科医院

歯科（診療所） 471-0868

愛知県

豊田市神田町２－４－６

0565-33-2111

あまのデンタルクリニック

歯科（診療所） 475-0805

愛知県

半田市浜田町1-64

0569-26-2800

あさひデンタルクリニック

歯科（診療所） 475-0925

愛知県

半田市宮本町5-303-1

0569-26-7550

阿知波歯科医院

歯科（診療所） 477-0034

愛知県

東海市養父町2-26

0562-33-0456

門井歯科医院

歯科（診療所） 478-0017

愛知県

知多市新知字脇島64-1

0562-55-4312

医療法人皆川歯科医院

歯科（診療所） 478-0023

愛知県

知多市南粕谷東坂1-227

0569-43-5280

#豊山歯科クリニック#

歯科（診療所） 480-0201

愛知県

西春日井郡豊山町青山東栄70

0568-28-6480

井上歯科医院

歯科（診療所） 481-0004

愛知県

北名古屋市鹿田花の木１番地

0568-23-2633

杉戸歯科

歯科（診療所） 483-8044

愛知県

江南市宮後町王塚121

0587-55-6635

こまつ歯科医院

歯科（診療所） 483-8257

愛知県

江南市上奈良町豊里9

0587-56-5527

ヨコイ歯科

歯科（診療所） 486-0956

愛知県

春日井市中新町1-6-16

0568-31-2123

おおぞら歯科・口腔外科

歯科（診療所） 488-0855

愛知県

尾張旭市旭前町５丁目７－３

0561-53-2637

にじいろ歯科

歯科（診療所） 491-0105

愛知県

一宮市浅井町大日比野如来堂1545

0586-51-0418

泰歯科

歯科（診療所） 491-0823

愛知県

一宮市丹陽町五日市場字屋敷174番地

0586-77-3941

服部歯科医院

歯科（診療所） 492-8212

愛知県

稲沢市小沢２－４－２５-101

0587-24-8855

竹中歯科医院

歯科（診療所） 494-0006

愛知県

一宮市起用水添80-5

0586-62-1048

井桁歯科

歯科（診療所） 496-0038

愛知県

津島市橘町2丁目７１－１

0567-25-7880

やまざき薬局新城店

薬局

441-1365

愛知県

新城市石名号4-7

0536-25-7220

みず穂調剤薬局

薬局

442-0012

愛知県

豊川市新豊町1-72

0533-83-8010

牛久保調剤薬局

薬局

442-0826

愛知県

豊川市牛久保町高原146-2

0533-83-8228

わかば薬局岡崎店

薬局

444-0002

愛知県

岡崎市高隆寺町茅原田18-1

0564-65-7680

とみ山薬局

薬局

444-0329

愛知県

西尾市富山一丁目９－１６とみ山薬局

0563-65-2521

薬局

444-0827

愛知県

岡崎市岡崎駅南土地区画整理事業52街区１ロット

0564-64-2870

かもだ本町薬局

薬局

444-2122

愛知県

岡崎市鴨田本町23-21

0564-26-4166

サルビア調剤薬局

薬局

446-0061

愛知県

安城市新田町新栄85-5

0566-77-5522

Ｖ・ｄｒｕｇ

薬局

448-0026

愛知県

刈谷市中山町2-29-1

0566-62-6400

新生ファーマシー

薬局

450-0002

愛知県

名古屋市中村区名駅４－４－１０名古屋クロスコートタワー２階

052-586-2828

新道ファミリー薬局

薬局

451-0043

愛知県

名古屋市西区新道1-9-30リンツネビル1階

052-581-0363

あおぞら薬局

薬局

451-0045

愛知県

名古屋市西区名駅2-8-22-1あおぞら薬局

052-526-7785

星の宮薬局

薬局

452-0933

愛知県

清須市西田中白山25

052-408-3355

トキワ調剤薬局

薬局

453-0047

愛知県

名古屋市中村区元中村町3-61階

052-414-7001

調剤薬局中川ドラッグ

薬局

456-0002

愛知県

名古屋市熱田区金山町1-10-17リビエール金山１階

052-671-8981

医療法人みのり会

みのりクリニック

小児科・アレルギー科

和田クリニック

愛知県厚生農業協同組合連合会

安城更生病院

医療法人幸創会

国立長寿医療研究センター

Ｖ・ｄｒｕｇ

むとう歯科医院

岡崎医療センター前薬局

刈谷中山薬局

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

てんま薬局

薬局

456-0034

愛知県

名古屋市熱田区伝馬2-7-10サンライフ伝馬101

052-211-7630

桜台薬局

薬局

457-0005

愛知県

名古屋市南区桜台2－17－231階

052-824-8832

第二どうとく薬局

薬局

457-0841

愛知県

名古屋市南区豊田1-27-20

052-694-2432

Ｖ・ｄｒｕｇ

薬局

458-0006

愛知県

名古屋市緑区細口2-110

052-848-9661

薬局

458-0044

愛知県

名古屋市緑区池上台1丁目196、197番地

052-838-5900

薬局

458-0817

愛知県

名古屋市緑区諸の木3-101-2

052-680-8080

上前津調剤薬局

薬局

460-0013

愛知県

名古屋市中区上前津1-14-19-1F

052-332-8880

ナツメ薬局

薬局

461-0002

愛知県

名古屋市東区代官町24-6

052-982-8888

ミントよしの薬局

薬局

461-0027

愛知県

名古屋市東区芳野三丁目６番４号ダイアパレス東白壁Ｄ棟００１

052-936-2615

合資会社マルヤス薬局

薬局

461-0040

愛知県

名古屋市東区矢田２－１１－３６

052-711-3471

いずみ薬局

薬局

462-0037

愛知県

名古屋市北区志賀町2-68志賀ビル１階

052-508-8886

ひまわり薬局大永寺店

薬局

463-0086

愛知県

名古屋市守山区永森町341

052-725-8108

もりくま薬局

薬局

463-0090

愛知県

名古屋市守山区瀬古東３－１２４６

052-794-3330

菊井の漢方薬局

薬局

464-0850

愛知県

名古屋市千種区今池4-14-11いのうビル1階

052-731-7119

野村薬局

薬局

466-0051

愛知県

名古屋市昭和区御器所2-3-1

052-881-9077

焼山調剤薬局

薬局

468-0002

愛知県

名古屋市天白区焼山1-502-2

052-809-5530

ルピナス調剤薬局

薬局

468-0065

愛知県

名古屋市天白区中砂町538

052-680-7117

マイ調剤薬局

薬局

470-0343

愛知県

豊田市浄水町南平55

0565-46-6260

きのはな調剤薬局

薬局

470-1148

愛知県

豊明市阿野町滑56-4

0562-98-5303

大学堂薬局河和店

薬局

470-2411

愛知県

知多郡美浜町新浦戸2-10-8

0569-82-2888

わかみや調剤薬局

薬局

471-0026

愛知県

豊田市若宮町3-12

0565-37-9060

みらい薬局

薬局

471-0064

愛知県

豊田市梅坪町6-2-1

0565-33-3605

プラスアルファ調剤薬局

薬局

475-0841

愛知県

半田市大和町1-312パルマス三愛ビル1F

0569-26-5531

山王調剤薬局

薬局

476-0003

愛知県

東海市荒尾町山王前138番地

052-689-0057

はなの木調剤薬局

薬局

478-0055

愛知県

知多市にしの台4-13-9

0562-54-1772

にじの丘薬局

薬局

479-0849

愛知県

常滑市虹の丘7-13

0569-47-5728

いろは調剤薬局

薬局

480-0102

愛知県

丹羽郡扶桑町高雄天道412

0587-91-0103

やまと調剤薬局小牧店

薬局

485-0047

愛知県

小牧市曙町50

0568-72-6188

株式会社仁華堂

薬局

486-0838

愛知県

春日井市弥生町2-38-1

0568-87-1850

なすび調剤薬局

薬局

486-0851

愛知県

春日井市篠木町2-4-1なすび調剤薬局

0568-85-1577

藤山台薬局

薬局

487-0035

愛知県

春日井市藤山台3-1-3 342-101

0568-91-3200

ツジ薬局

緑鳴丘薬局

名緑店

Ｖ・ｄｒｕｇ

鳴海南薬局

代官町店

志賀店

浄水店

常滑

じん薬局

Ｖ・ｄｒｕｇ

中松原薬局

薬局

488-0006

愛知県

尾張旭市大久手町中松原46

0561-55-5445

Ｖ・ｄｒｕｇ

一宮市民病院前薬局

薬局

491-0041

愛知県

一宮市文京2-2-2

0586-28-0631

Ｖ・ｄｒｕｇ

津島市民病院前薬局

薬局

496-0038

愛知県

津島市橘町3-42

0567-26-0023

薬局

496-0825

愛知県

津島市橋詰町2-17

0567-26-2672

今谷眼科

医科（診療所） 510-0016

三重県

四日市市羽津山町15-15

059-332-0981

小野医院

医科（診療所） 510-0033

三重県

四日市市川原町34-7

059-331-3322

うつべ中野整形外科

医科（診療所） 510-0956

三重県

四日市市貝家町306-1

059-320-1818

桑名市総合医療センター

医科（診療所） 511-0061

三重県

桑名市寿町三丁目１１番地

0594-22-1211

山室内科

医科（診療所） 511-0105

三重県

桑名市多度町小山1875

0594-48-2100

いなべこどもクリニック

医科（診療所） 511-0224

三重県

いなべ市員弁町大泉2512-1

0594-84-0123

ほしみ脳神経外科

医科（診療所） 511-0912

三重県

桑名市星見ケ丘7丁目305番地

0594-32-7500

今野眼科

医科（診療所） 514-0032

三重県

津市中央１１－３

059-228-3602

医科（診療所） 514-1101

三重県

津市久居明神町2090-1

059-259-0808

服部耳鼻咽喉科

医科（診療所） 515-0324

三重県

多気郡明和町金剛坂822-1

0596-53-0077

小林胃腸科内科

医科（診療所） 516-0002

三重県

伊勢市馬瀬町1007

0596-36-6500

医療法人

医科（診療所） 516-0009

三重県

伊勢市河崎1-12-2

0696-28-0101

医科（診療所） 516-0051

三重県

伊勢市上地町4825番地

0596-22-3900

医科（診療所） 517-0032

三重県

鳥羽市相差町1028-1

0599-33-6000

あきやま腎泌尿器科

医科（診療所） 518-0007

三重県

伊賀市服部町2-90-2

0595-44-6516

あずまクリニック

医科（診療所） 518-0007

三重県

伊賀市服部町３丁目１０１

0595-26-0333

医療法人

医科（診療所） 518-0701

三重県

名張市鴻之台１番町144

0595-64-7655

尾辻?内科クリニック

医科（診療所） 519-4324

三重県

熊野市井戸町903-7

0597-85-2021

社会福祉法人恩賜財団済生会明和病院

医科（病院）

515-0312

三重県

多気郡明和町大字上野435

0596-52-0131

社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪総合病院

医科（病院）

515-8557

三重県

松阪市朝日町一区１５番地６

0598-51-2626

市立伊勢総合病院

医科（病院）

516-0014

三重県

伊勢市楠部町3038

0596-23-5111

名張市立病院

医科（病院）

518-0481

三重県

名張市百合が丘西１番町178番地

0595-61-1100

尾鷲総合病院

医科（病院）

519-3693

三重県

尾鷲市上野町5番25号

0597-22-3111

四日市市歯科医療センター

歯科（診療所） 510-0093

三重県

四日市市本町9-12

059-354-5130

エンゼルシカ歯科クリニック

歯科（診療所） 510-0205

三重県

鈴鹿市稲生１－１６－１８

059-388-1600

はしもと歯科

歯科（診療所） 513-0019

三重県

鈴鹿市高岡台2-1-8

059-349-3918

歯科（診療所） 513-0801

三重県

鈴鹿市神戸５－１－２０

059-382-0140

やまゆり歯科

歯科（診療所） 515-0017

三重県

松阪市京町508-10

0598-25-1230

荒木田歯科

歯科（診療所） 515-0503

三重県

伊勢市樫原町1451

0596-37-2161

北浜歯科クリニック

歯科（診療所） 515-0507

三重県

伊勢市村松町天神前４４７０

0596-37-4870

林歯科医院

歯科（診療所） 515-2331

三重県

松阪市嬉野須賀領町507-1

0598-42-7272

医療法人松葉歯科医院

歯科（診療所） 516-0805

三重県

伊勢市御薗町高向669

0596-23-6489

鍋島デンタルオフィス

歯科（診療所） 517-0501

三重県

志摩市阿児町鵜方３００８－８

0599-46-0418

青山歯科診療所

歯科（診療所） 518-0226

三重県

伊賀市阿保42-1

0595-52-0059

歯科（診療所） 518-0825

三重県

伊賀市小田町79-1

0595-23-0750

塚田歯科医院

歯科（診療所） 519-0116

三重県

亀山市本町3-10-4

0595-83-5454

亀山歯科診療所

歯科（診療所） 519-0124

三重県

亀山市東御幸町96-1

0595-83-1118

アクア薬局

薬局

510-0016

三重県

四日市市羽津山町4-27

059-334-7227

あたご調剤薬局

薬局

510-0232

三重県

鈴鹿市北江島町1-12

059-380-0633

松本調剤薬局

薬局

510-0836

三重県

四日市市松本三丁目１３－３

059-355-4188

あたご調剤薬局ほしみが丘店

薬局

511-0912

三重県

桑名市星見ケ丘７丁目３０４－１

090-4084-7412

スズカ調剤薬局高岡店

薬局

513-0014

三重県

鈴鹿市高岡町632-1

059-381-0700

株式会社

薬局

514-0042

三重県

津市新町２－１１－１８

059-264-7882

つおき薬局

薬局

514-0812

三重県

津市津興2913-4

059-253-6870

コスモス薬局本店

薬局

514-0826

三重県

津市野田３３－５

059-237-5278

スズカ調剤薬局五反田店

薬局

515-0822

三重県

松阪市大足町671-4

0598-23-0515

健やか薬局中川店

薬局

515-2325

三重県

松阪市嬉野中川新町2-17

0598-20-9570

ひじり薬局

岡本店

薬局

516-0036

三重県

伊勢市岡本1丁目17-16

0596-63-6965

コスモス薬局上地店

薬局

516-0051

三重県

伊勢市上地町4210-4

0596-20-8777

ぱんだ薬局

薬局

518-0622

三重県

名張市桔梗が丘２番町5-75-2

0595-67-0710

いふな薬局

薬局

519-0323

三重県

鈴鹿市伊船町2943-2

059-371-6667

あおぞら薬局

薬局

519-3406

三重県

北牟婁郡紀北町相賀1937-9あおぞら薬局

0597-32-4055

西角三愛小児科

医科（診療所） 520-0861

滋賀県

大津市石山寺3-22-7

077-534-8889

医療法人レイクサイドクリニック

医科（診療所） 520-2141

滋賀県

大津市大江1-3-20

077-544-2995

医療法人社団

医科（診療所） 520-2153

滋賀県

大津市一里山3丁目1-5

077-545-3945

医科（診療所） 520-2561

滋賀県

蒲生郡竜王町須恵８１４番地９３

0748-58-2932

合名会社

医療法人

野田薬局

貴英会

英クリニック

森本内科・循環器科

たいしん堂医院
公益社団法人地域医療振興協会

鳥羽市立長岡診療所

医療法人

武田産婦人科

幹人会

医療法人友和会

鳴神歯科

竹沢内科歯科医院

羽津店

長谷部薬局

医療法人淳山会

にしぶち医院

瀬田クリニック

医療機関等名

医療機関区分

湖南広域休日急病診療所

医科（診療所） 520-3046

滋賀県

栗東市大橋二丁目７番３号

077-551-1300

医療法人社団布留クリニック

医科（診療所） 520-3301

滋賀県

甲賀市甲南町寺庄1098

0748-86-3135

水谷整形外科医院

医科（診療所） 521-1221

滋賀県

東近江市垣見町1598

0748-26-2811

医療法人社団

医科（診療所） 522-0047

滋賀県

彦根市日夏町３６６２

0749-28-0555

横野医院

医科（診療所） 522-0053

滋賀県

彦根市大藪町2035-4

0749-24-1515

医療法人徳林クリニック

医科（診療所） 524-0022

滋賀県

守山市守山６丁目８－３医療法人徳林クリニック

077-514-3811

ふくだ医院

医科（診療所） 524-0065

滋賀県

守山市山賀町字灰塚1018

077-585-6650

橋本内科医院

医科（診療所） 525-0022

滋賀県

草津市川原町

077-564-1566

白波瀬小児科

医科（診療所） 525-0027

滋賀県

草津市野村八丁目９－３７

077-561-0880

薬師川眼科

医科（診療所） 525-0045

滋賀県

草津市若草5-13-1若草医療ビル2階

077-566-8341

医療法人社団双秀会小山眼科クリニック

医科（診療所） 527-0011

滋賀県

東近江市八日市浜野町487-1近江鉄道八日市駅駅舎1階

0748-25-0065

にしあざい診療所

医科（診療所） 529-0721

滋賀県

長浜市西浅井町大浦2590

0749-89-0012

高島市民病院

医科（病院）

520-1121

滋賀県

高島市勝野１６６７高島市民病院

0740-36-0220

高島市民病院

医科（病院）

520-1121

滋賀県

高島市勝野１６６７高島市民病院

0740-36-0220

医療法人マキノ病院

医科（病院）

520-1822

滋賀県

高島市マキノ町新保1097番地医療法人

公益財団法人青樹会滋賀八幡病院

医科（病院）

523-8503

滋賀県

近江八幡市鷹飼町７４４

0748-33-7101

長浜赤十字病院

医科（病院）

526-8585

滋賀県

長浜市宮前町１４－７長浜赤十字病院

0749-63-2111

医療法人社団昴会日野記念病院

医科（病院）

529-1642

滋賀県

蒲生郡日野町上野田200-1

0748-53-1201

たかやま歯科医院

歯科（診療所） 520-0802

滋賀県

大津市馬場3丁目13-31

077-524-8241

秋田歯科クリニック

歯科（診療所） 520-0831

滋賀県

大津市松原町9-1-101

077-534-5348

おかだ歯科医院

歯科（診療所） 520-0854

滋賀県

大津市鳥居川町4-15

077-537-0117

野上歯科医院

歯科（診療所） 520-1501

滋賀県

高島市新旭町旭2-2-4

0740-25-7500

藤本歯科医院

歯科（診療所） 520-1522

滋賀県

高島市新旭町新庄625-1

0740-25-2232

医療法人八木歯科

歯科（診療所） 520-2132

滋賀県

大津市神領１丁目１２－１５

077-545-8855

夏見歯科医院

歯科（診療所） 520-3223

滋賀県

湖南市夏見1171-4

0748-72-8846

きたむら歯科

歯科（診療所） 521-0072

滋賀県

米原市顔戸615-4

0749-52-6666

たなか歯科クリニック

歯科（診療所） 522-0054

滋賀県

彦根市西今町1131-15

0749-27-3355

岡田歯科医院

歯科（診療所） 523-0058

滋賀県

近江八幡市加茂町3624-2

0748-32-2102

髙田歯科医院

歯科（診療所） 523-0061

滋賀県

近江八幡市江頭町421

0748-32-8846

サンロード黒岩歯科

歯科（診療所） 523-0891

滋賀県

近江八幡市鷹飼町1521

0748-31-2711

歯科（診療所） 525-0032

滋賀県

草津市大路2-1-7-101プレサンスロジェ草津

077-566-3462

こやま歯科医院

歯科（診療所） 525-0048

滋賀県

草津市追分南8-3-4こやま歯科

077-564-5877

オリーブ歯科

歯科（診療所） 526-0031

滋賀県

長浜市八629-3

0749-68-0390

笹口歯科医院

歯科（診療所） 526-0034

滋賀県

長浜市弥高町１００

0749-68-2711

西連寺歯科クリニック

歯科（診療所） 529-0343

滋賀県

長浜市湖北町小倉183

0749-50-6792

比良薬局

薬局

520-0242

滋賀県

大津市本堅田1丁目18-17

077-572-3252

わたなべ調剤薬局

薬局

520-2153

滋賀県

大津市一里山1-2-14

077-547-2930

後三条ハッピー薬局

薬局

522-0086

滋賀県

彦根市後三条町495-3

0749-24-3650

いずみ薬局

薬局

523-0891

滋賀県

近江八幡市鷹飼町450-12

0748-32-3522

薬局

524-0041

滋賀県

守山市勝部6-3-33

077-584-5601

大野養真堂薬局大林店

薬局

524-0054

滋賀県

守山市大林町214-1

077-581-2677

エリー薬局南草津店

薬局

525-0050

滋賀県

草津市南草津５－６－１

077-584-4620

わたなべ調剤薬局

薬局

527-0012

滋賀県

東近江市八日市本町2-7かわとらビル1F

0748-24-9008

薬局

527-0045

滋賀県

東近江市中小路町637-3

0748-43-1221

カギヤ薬局愛東

薬局

527-0162

滋賀県

東近江市妹町171-1

0749-46-0100

きしむら調剤薬局

薬局

529-1601

滋賀県

蒲生郡日野町松尾2-88-3

0748-52-8150

ひの整形外科医院

医科（診療所） 600-8032

京都府

京都市下京区中之町583-5辰々ビル１階

075-746-6286

よもぎ調剤薬局

医科（診療所） 600-8862

京都府

京都市下京区七条御所ノ内中町57-1

075-325-1550

井福ペインクリニック

医科（診療所） 602-8025

京都府

京都市上京区今薬屋町328番サンシティ御所西1階

075-256-1371

医療法人楽只診療所

医科（診療所） 603-8236

京都府

京都市北区紫野上御輿町23-1

075-491-0232

白波瀬医院

医科（診療所） 603-8827

京都府

京都市北区西賀茂水垣町３０番地３

075-494-3118

中村クリニック

医科（診療所） 605-0817

京都府

京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町48

075-525-4500

あかき整形外科・内科クリニック

医科（診療所） 606-8081

京都府

京都市左京区修学院大林町1-1壱番館白川1階

075-724-1115

医療法人社団 佐藤耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 606-8285

京都府

京都市左京区北白川東久保田町１番地

075-722-3387

医療法人

医科（診療所） 607-8132

京都府

京都市山科区大塚森町15-1

075-581-0862

沼眼科

医科（診療所） 610-0101

京都府

城陽市平川指月62-22

0774-53-1122

同志社大学京田辺校地保健センター

医科（診療所） 610-0332

京都府

京田辺市興戸川原谷61

0774-65-7390

医療法人

医科（診療所） 611-0042

京都府

宇治市小倉町西浦88-39

0774-21-4522

医療法人植田眼科診療所

医科（診療所） 612-8081

京都府

京都市伏見区新町５－５０５

075-601-2254

やまだ眼科

医科（診療所） 615-0035

京都府

京都市右京区西院追分町25-1イオンモール京都五条3階

075-312-0660

医科（診療所） 617-0003

京都府

向日市森本町下森本9-1

075-754-7555

医療法人メディカル．ウエルフェアーきゅうまウイメンズクリニック

医科（診療所） 619-0216

京都府

木津川市州見台7丁目1-28

0774-71-8163

中島整形外科

医科（診療所） 619-0221

京都府

木津川市吐師南中条5-1

0774-71-4343

医療法人なかむら整形外科クリニック

医科（診療所） 620-0940

京都府

福知山市駅南町１丁目２８４番地

0773-25-1919

医療法人久英会

医科（診療所） 624-0906

京都府

舞鶴市倉谷400-1

0773-77-2628

味見診療所

医科（診療所） 626-0044

京都府

宮津市吉原2596番地

0772-22-5120

京都府立医科大学附属病院

医科（病院）

602-8566

京都府

京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５番地

075-251-5246

宇治武田病院

医科（病院）

611-0021

京都府

宇治市宇治里尻36-2

0774-25-2500

医科（病院）

611-0042

京都府

宇治市小倉町老ノ木３１

0774-22-1335

京都市桃陽病院

医科（病院）

612-0833

京都府

京都市伏見区深草大亀谷岩山町48-1

075-641-8275

特定医療法人

医科（病院）

612-8026

京都府

京都市伏見区桃山町伊賀83番1

075-622-1991

花ノ木医療福祉センター

医科（病院）

621-0018

京都府

亀岡市大井町小金岐北浦37-1

0771-23-0701

宮津武田病院

医科（病院）

626-0041

京都府

宮津市鶴賀2059番地の1

0772-22-2157

京都回生病院

歯科（診療所） 600-8814

京都府

京都市下京区中堂寺庄ノ内町8-1

075-311-5121

嶋本歯科医院

歯科（診療所） 601-1365

京都府

京都市伏見区醍醐新開6-5

075-573-2331

竹原歯科医院

歯科（診療所） 601-8393

京都府

京都市南区吉祥院中河原里西町３４永野ビル３階

075-314-1801

そえだデンタルクリニック

歯科（診療所） 602-8264

京都府

京都市上京区須浜町571-2ヴィヴァーチェ智恵光院1F

075-411-9090

#大西歯科医院#

歯科（診療所） 603-8052

京都府

京都市北区上賀茂松本町13-2

075-722-0648

上賀茂前田歯科医院

歯科（診療所） 603-8054

京都府

京都市北区上賀茂桜井町3番地

075-722-3963

尾上歯科医院

歯科（診療所） 603-8061

京都府

京都市北区上賀茂荒草町53-1

075-706-8811

北山内田歯科医院

歯科（診療所） 603-8126

京都府

京都市北区小山上板倉町５０－１

075-493-8886

渡辺歯科医院

歯科（診療所） 604-8344

京都府

京都市中京区六角大宮町234

075-812-7828

藤田歯科医院

歯科（診療所） 606-0862

京都府

京都市左京区下鴨本町15

075-781-2077

医療法人社団 英友会 古原歯科医院

歯科（診療所） 607-8076

京都府

京都市山科区音羽役出町1-28

075-591-5253

竹中歯科診療所

歯科（診療所） 611-0031

京都府

宇治市広野町丸山８２竹中歯科診療所

0774-44-5188

安岡歯科医院

歯科（診療所） 612-0045

京都府

京都市伏見区深草石橋町9-3

075-641-0620

堀口歯科医院

歯科（診療所） 612-0889

京都府

京都市伏見区深草直違橋４丁目３５０ー１

075-641-1927

歯科（診療所） 615-0024

京都府

京都市右京区西院矢掛町27-1

075-315-0459

せきね歯科医院

歯科（診療所） 615-0885

京都府

京都市右京区西京極午塚町６０ハイツDSK１階

075-874-7232

医)嵯峨嵐山たかふじ歯科医院

歯科（診療所） 616-8414

京都府

京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町3-13

090-8672-9412

かみばやし歯科医院

歯科（診療所） 619-0216

京都府

木津川市州見台３丁目８－５

0774-75-2810

松本医院

医療法人社団武琉会

おひさま薬局

奥田歯科

Ｖ・ｄｒｕｇ

都賀山通り店

八日市店

東近江医療センター前薬局

大塚医院

医療法人

今林医院

集裕会

王子クリニック

片山産婦人科

医療法人仁心会

宇治川病院

#医療法人社団

桃仁会病院

平塚歯科診療所#

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

302-5橋本内科医院

103号

マキノ病院

0740-27-0099

医療機関等名

医療機関区分

本堀なかむら歯科医院

歯科（診療所） 620-0883

京都府

福知山市本堀１３２０

0773-22-1182

馬場歯科医院

歯科（診療所） 624-0816

京都府

舞鶴市伊佐津66-8

0773-78-4075

松井薬局

薬局

600-8146

京都府

京都市下京区七条通河原町西入材木町478

075-371-4193

アピス薬局鞍馬口店

薬局

603-8156

京都府

京都市北区小山中溝町15-11CotoGlance紫明通1階

075-415-9735

よつば薬局

薬局

606-8115

京都府

京都市左京区一乗寺里ノ西町11アミティエ一乗寺1階

075-724-5890

京まち薬局

薬局

607-8186

京都府

京都市山科区大宅早稲ノ内町１

075-582-0099

京寿薬局

寺田店

薬局

610-0121

京都府

城陽市寺田樋尻12-54

0774-58-2271

京寿薬局三山木店

薬局

610-0313

京都府

京田辺市三山木中央1-8-4ｻｻﾞﾝﾙﾈｽ三山木1F

0774-68-6677

京寿薬局興戸店

薬局

610-0332

京都府

京田辺市興戸北落延42-1

0774-46-9555

京寿薬局

田辺西店

薬局

610-0334

京都府

京田辺市田辺中央6-3-5

0774-68-1818

京寿薬局

本店

薬局

610-0334

京都府

京田辺市田辺中央6-3-2マジェスティ・セントラルビル1階

0774-64-2545

薬局

610-1106

京都府

京都市西京区大枝沓掛町１３番地６３

075-382-0555

薬局

611-0011

京都府

宇治市五ケ庄戸ノ内７－２３

0774-38-1722

もみじ薬局

薬局

611-0021

京都府

宇治市宇治里尻22-20

0774-21-8054

ヤマモト調剤薬局

薬局

612-8081

京都府

京都市伏見区新町5丁目507

075-604-4771

ながい薬局橋本本店

薬局

614-8336

京都府

八幡市橋本向山16-32今村ビル1階

075-981-2611

くるみ調剤薬局

薬局

615-0002

京都府

京都市右京区西院東今田町14

075-325-0965

ワキタ薬局

薬局

615-8227

京都府

京都市西京区上桂宮ノ後町98

075-392-3473

薬局

615-8236

京都府

京都市西京区山田大吉見町１１番地１３

075-382-0555

薬局

616-8042

京都府

京都市右京区花園伊町31番地の2

075-463-7486

薬局

621-0834

京都府

亀岡市篠町広田１丁目３２－１２

075-382-0555

のぞみ薬局

薬局

629-0141

京都府

南丹市八木町八木上野３２－１

0771-43-0881

小西薬局

薬局

629-2312

京都府

与謝郡与謝野町四辻４７

0772-42-3839

医療法人湖稲会

医科（診療所） 530-0001

大阪府

大阪市北区梅田1-3-1大阪駅前第1ビル

にしひら内科クリニック

医科（診療所） 530-0015

大阪府

大阪市北区中崎西１丁目４－２４

中津皮フ科クリニック

医科（診療所） 531-0072

大阪府

大阪市北区豊崎3-20-12 パールグレイビル

６F

06-6372-5640

もりたこどもクリニック

医科（診療所） 532-0004

大阪府

大阪市淀川区西宮原3-3-98宮原クリニックモール

06-6395-2525

医療法人

医科（診療所） 533-0001

大阪府

大阪市東淀川区井高野2-5-8 井高野中央ビル２階

06-6829-2468

医科（診療所） 535-0022

大阪府

大阪市旭区新森3-3-24

06-6958-7070

いわた脳神経外科クリニック

医科（診療所） 536-0007

大阪府

大阪市城東区成育2-13-27 1-B

06-6935-2335

医療法人みゆき会

医科（診療所） 537-0012

大阪府

大阪市東成区大今里3-14-23

06-6976-0048

医療法人川上クリニック

医科（診療所） 537-0023

大阪府

大阪市東成区玉津1-11-22

06-6977-2756

鶴橋メンタルクリニック

医科（診療所） 537-0024

大阪府

大阪市東成区3-14-31鶴橋ライフビル3F

06-6973-2684

腎泌尿器科だんのクリニック

医科（診療所） 538-0051

大阪府

大阪市鶴見区諸口3丁目1-21エクセルラヴェール1階腎泌尿器科だんのクリニック

06-6780-4114

大阪薬業健康保険組合

医科（診療所） 540-0037

大阪府

大阪市中央区内平野町3-2-5

06-6941-6352

よどやばしメディカルクリニック

医科（診療所） 541-0041

大阪府

大阪市中央区北浜3丁目5-20松栄ビル4F

06-6233-4976

わたなべクリニック

医科（診療所） 541-0043

大阪府

大阪市中央区高麗橋1-7-3北浜プラザ2階

06-6224-0511

医療法人

医科（診療所） 541-0052

大阪府

大阪市中央区安土町2丁目3－13大阪国際ビル16階

06-6266-0666

医科（診療所） 542-0082

大阪府

大阪市中央区島之内2-22-20島之内ビル２Ｆ

06-6213-6677

小畠クリニック

医科（診療所） 542-0083

大阪府

大阪市中央区東心斎橋2-5-27幸田ビル３Ｆ

06-6211-2119

医療法人富喜会おおさき内科クリニック

医科（診療所） 543-0001

大阪府

大阪市天王寺区上本町６丁目９番２１号フュージョンプラスビル１階

06-4303-5010

上本町画像診断クリニック

医科（診療所） 543-0027

大阪府

大阪市天王寺区筆ケ崎町5-52ウェルライフ106

06-6776-8821

吉田耳鼻咽喉科

医科（診療所） 543-0042

大阪府

大阪市天王寺区烏ケ辻1-1-1MIビル６階

06-6773-6565

金子耳鼻咽喉科

医科（診療所） 545-0021

大阪府

大阪市阿倍野区阪南町2-19-1

06-4399-4133

宮崎医院

医科（診療所） 546-0011

大阪府

大阪市東住吉区針中野3-10-20

06-4302-3588

医科（診療所） 546-0023

大阪府

大阪市東住吉区矢田２－１７－３

06-6698-8411

医療法人弘生会大塚眼科

医科（診療所） 546-0041

大阪府

大阪市東住吉区桑津5-4-23

06-6719-3874

竹村皮フ科クリニック

医科（診療所） 547-0046

大阪府

大阪市平野区平野宮町1-5-5-173

06-4303-1222

花谷心療内科クリニック

医科（診療所） 550-0002

大阪府

大阪市西区江戸堀1-13-2日本ライトハウスビル11階

06-6147-2003

こんだ歯科医院

医科（診療所） 552-0012

大阪府

大阪市港区市岡1-4-26-101

06-6573-1182

医療法人やながクリニック

医科（診療所） 552-0016

大阪府

大阪市港区三先２－１３－２９弥永ビル１階

06-6577-4650

もりかわ内科クリニック

医科（診療所） 553-0004

大阪府

大阪市福島区玉川4-14-11

06-6443-1522

江頭医院

医科（診療所） 553-0004

大阪府

大阪市福島区玉川三丁目６－１４グランドヴィラ玉川１Ｆ

06-6444-6734

黒川診療所

医科（診療所） 555-0025

大阪府

大阪市西淀川区姫里1-22-23

06-6471-9912

原田

医科（診療所） 556-0006

大阪府

大阪市浪速区日本橋東３－２－２２

06-6636-8007

株式会社ひまわり薬局
ハート調剤薬局

洛西店

五ケ庄戸ノ内店

株式会社ひまわり薬局

千代原店

イトウ薬局
株式会社ひまわり薬局

亀岡店

前田整形外科

医療法人清水会

森小路清水会クリニック
よつ葉クリニック

薬業大阪診療所

坂本整形外科

医療法人藤広育生会

医療法人

ふじたクリニック

ウマノ整形外科クリニック

外科・整形外科

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

1F

06-6343-2174
06-6377-1199

医療法人満領会

有田医院

医科（診療所） 556-0022

大阪府

大阪市浪速区桜川4-11-16アリタビル1階

06-6568-0701

医療法人晴琉会

神﨑クリニック

医科（診療所） 557-0031

大阪府

大阪市西成区鶴見橋1-6-15

06-6635-0870

医科（診療所） 558-0047

大阪府

大阪市住吉区千躰2-2-9

06-6674-8000

谷野医院

医科（診療所） 561-0801

大阪府

豊中市曽根西町3３－７－８

06-6852-1271

つじの骨粗鬆症・整形外科クリニック

医科（診療所） 563-0025

大阪府

池田市城南3-1-11レジデンスニシムラ1階

072-753-4152

医療法人

医科（診療所） 564-0001

大阪府

吹田市岸部北2-1-26

06-6310-8711

カワバタクリニック

医科（診療所） 564-0051

大阪府

吹田市豊津町１－２１江坂中央ビル５階

06-6387-0110

医療法人貴晶会

医科（診療所） 564-0051

大阪府

吹田市豊津町14-1ブレスビル5階

06-6387-4114

山田整形外科

医科（診療所） 564-0082

大阪府

吹田市片山町2-4-15

06-6330-7001

ともこ小児科

医科（診療所） 565-0824

大阪府

吹田市山田西2丁目1-13金陵メディカルビル2階

06-6816-2922

医療法人末嗣会あかし眼科

医科（診療所） 565-0841

大阪府

吹田市上山手町30-1

06-6192-4611

えもと心の健康クリニック

医科（診療所） 565-0855

大阪府

吹田市佐竹台1-4-1クリニックモール南千里

06-6836-6777

西村クリニック

医科（診療所） 565-0863

大阪府

吹田市竹見台4-2-6

06-6871-0231

いのうえ整形外科

医科（診療所） 567-0035

大阪府

茨木市見付山2-1-3

072-646-8805

医療法人

医科（診療所） 567-0810

大阪府

茨木市宮元町1-10池上ハイツ1階

072-627-8369

医療法人のせ皮ふ科

医科（診療所） 567-0829

大阪府

茨木市双葉町9-20コスモアネックス3階

072-635-8070

篠永医院

医科（診療所） 567-0851

大阪府

茨木市真砂一丁目2-36

072-633-3776

ゆうき耳鼻咽喉科

医科（診療所） 567-0885

大阪府

茨木市東中条町1-5西川ビル１F

072-657-8719

あたご耳鼻咽喉科

医科（診療所） 569-0007

大阪府

高槻市神内２丁目２８－５

医療法人

医科（診療所） 569-0815

大阪府

高槻市昭和台町2-28-17

0726-96-0307

医療法人 jMOG

医科（診療所） 569-1116

大阪府

高槻市白梅町4-13ジオ高槻ミューズEX４F

072-668-4651

ちはるクリニック

医科（診療所） 570-0008

大阪府

守口市八雲北町2-10-9 シャーメゾンステラ１F

06-6991-8335

くさば眼科クリニック

医科（診療所） 570-0012

大阪府

守口市大久保町5-68-9エクセレントコート101

06-6967-8809

医療法人

医科（診療所） 570-0017

大阪府

守口市佐太東町1-38-2

06-6905-8787

医療法人きただクリニック

医科（診療所） 570-0055

大阪府

守口市春日町３－４

06-6997-5693

医療法人

医科（診療所） 571-0002

大阪府

門真市岸和田3-1-26

072-885-2000

山下クリニック

医科（診療所） 572-0829

大阪府

寝屋川市萱島信和町18-12

072-821-6937

医療法人医生会木村内科

医科（診療所） 573-0064

大阪府

枚方市北中振3-18-17

072-831-2211

医療法人りんどう会

医科（診療所） 573-1114

大阪府

枚方市東山1-49-31

072-850-3707

内科・小児科河嶋医院

医科（診療所） 573-1127

大阪府

枚方市上島町1-7

072-857-3055

医療法人亀寿会

医科（診療所） 573-1192

大阪府

枚方市西禁野2-2-15

072-848-8866

北河内こども夜間救急センター

医科（診療所） 573-1197

大阪府

枚方市禁野本町2-14-16枚方市医師会館1階

072-841-1319

安川クリニック

医科（診療所） 574-0022

大阪府

大東市平野屋1-3-9

072-889-3209

医療法人行仁会水野クリニック

医科（診療所） 574-0033

大阪府

大東市扇町14-17

072-870-0101

大東医院

医科（診療所） 574-0044

大阪府

大東市諸福３－６－１０

072-872-0123

社会福祉法人京慈会いるかこどもクリニック

医科（診療所） 575-0003

大阪府

四條畷市岡山東2-3-28

072-862-1188

医療法人

慶秋会

あきやまクリニック

和永会

耳鼻咽喉科すながクリニック
戸田リウマチ科クリニック

百進会

小林診療所

ちぐさクリニック
祥輝会

冨樫クリニック

門林医院

亀岡内科

宮田ビル2階

あたご耳鼻咽喉科

072-682-4133

医療機関等名

医療機関区分

医療法人円美会すぎもと皮フ科

医科（診療所） 576-0041

大阪府

交野市私部西2-6-1メディカルテラスかたの201

072-810-8881

おくだ内科医院

医科（診療所） 577-0013

大阪府

東大阪市長田中1-5-19エリスハイム田中1F

06-6787-6055

はまだ内科クリニック

医科（診療所） 577-0034

大阪府

東大阪市御厨南2－1－1八戸ノ里ＨＩＲＯビル２階

06-6618-3387

かねこ整形外科クリニック

医科（診療所） 577-0801

大阪府

東大阪市小阪3-2-24 アーク八戸の里1F かねこ整形外科クリニック

06-6788-5500

医療法人酒井医院

医科（診療所） 577-0807

大阪府

東大阪市菱屋西2-7-16

06-6729-7715

医療法人

医科（診療所） 579-8013

大阪府

東大阪市西石切町１－１１－２０新石切出口正ビル２Ｆ

072-984-1118

青山メンタルクリニック

医科（診療所） 579-8013

大阪府

東大阪市西石切町1-11-30新石切駅前ビル2階

072-982-2250

菊池内科

医科（診療所） 581-0003

大阪府

八尾市本町7-11-18南加茂ビル２階

072-990-5820

萩原クリニック

医科（診療所） 581-0061

大阪府

八尾市春日町2-6-9

072-991-1452

小林医院

医科（診療所） 581-0087

大阪府

八尾市明美町1-4-26

072-922-2315

近藤診療所

医科（診療所） 582-0001

大阪府

柏原市本郷1-3-18

072-971-3301

医療法人

医科（診療所） 583-0856

大阪府

羽曳野市白鳥1-4-13DH白鳥ビル2階

072-950-0150

医療法人うえむらクリニック形成外科

医科（診療所） 589-0011

大阪府

大阪狭山市半田1-43-1エクセレンシーアイ１F

072-368-3111

医療法人田邉耳鼻咽喉科

医科（診療所） 590-0137

大阪府

堺市南区城山台3-3-1

072-299-1548

くまとり坂口クリニック

医科（診療所） 590-0451

大阪府

泉南郡熊取町野田3-353-4

072-493-8855

木村医院

医科（診療所） 590-0521

大阪府

泉南市樽井2-12-3

072-482-2220

医科（診療所） 591-8023

大阪府

堺市北区中百舌鳥町2丁23ポルト中百舌鳥ビル２・３階

072-240-7830

医療法人 吉村医院

医科（診療所） 592-0004

大阪府

高石市高師浜３－１８－２３

072-261-0253

医療法人協生会玉川診療所

医科（診療所） 592-0005

大阪府

高石市千代田５丁目１９－３

072-265-0115

?本内科クリニック

医科（診療所） 593-8326

大阪府

堺市西区鳳西町１丁９２－２マンションン池尻１Ｆ

072-262-5073

金澤クリニック

医科（診療所） 594-0073

大阪府

和泉市和気町２－３－７

0725-46-1026

東雲八木診療所

医科（診療所） 595-0026

大阪府

泉大津市東雲町2-13泉大津市東雲町２－１３

0725-32-7776

医療法人杉本医院

医科（診療所） 595-0063

大阪府

泉大津市本町4-17

0725-32-3251

にしだこどもアレルギークリニック

医科（診療所） 596-0003

大阪府

岸和田市中井町1-12-15

072-444-1053

ひよ子薬局

医科（診療所） 596-0045

大阪府

岸和田市別所町2-18-2

072-436-8842

医療法人出水クリニック

医科（診療所） 596-0046

大阪府

岸和田市藤井町1-12-5エアリーズ上野1階

072-437-5811

医療法人

医科（診療所） 596-0052

大阪府

岸和田市並松町4-8うらたクリニック

072-422-7052

医療法人喜和会島田診療所

医科（診療所） 598-0092

大阪府

泉南郡田尻町吉見665-4

072-465-3471

医療法人

医科（診療所） 599-8123

大阪府

堺市東区北野田1084番地ベルヒル北野田204-2 医療法人ともつ内科クリニック

072-230-1386

唐崎内科クリニック

医科（診療所） 599-8234

大阪府

堺市中区土塔町3325

072-289-2111

医療法人津田胃腸科医院

医科（診療所） 599-8242

大阪府

堺市中区陶器北1700-1

072-236-8200

医療法人樹友会つじもと内科クリニック

医科（診療所） 599-8253

大阪府

堺市中区深阪2-16-45

072-323-3300

社会福祉法人

医科（病院）

543-0052

大阪府

大阪市天王寺区大道１丁目４番４１号

06-6779-1401

医科（病院）

547-0044

大阪府

大阪市平野区平野本町4-15-6

06-6791-0928

大野記念病院

医科（病院）

550-0015

大阪府

大阪市西区南堀江1-26-10

06-6531-1815

独立行政法人地域医療機能推進機構大阪みなと中央病院

医科（病院）

552-0003

大阪府

大阪市港区磯路1-7-1大阪みなと中央病院

06-6572-5721

医療法人

医科（病院）

559-0006

大阪府

大阪市住之江区浜口西3-5-10

06-6672-3121

医科（病院）

559-0033

大阪府

大阪市住之江区南港中2丁目1番30号

06-6614-1111

医科（病院）

562-0014

大阪府

箕面市萱野5-7-1箕面市立病院

072-728-2001

医科（病院）

564-0036

大阪府

吹田市寿町2-7-24

06-6319-1191

医科（病院）

567-0035

大阪府

茨木市見付山二丁目1番45号

072-622-8651

医療法人清水会鶴見緑地病院

医科（病院）

570-0044

大阪府

守口市南寺方南通3-4-8

06-6997-0101

社会医療法人

医科（病院）

575-8511

大阪府

四條畷市中野本町２８－１

072-877-6639

富田林田中病院

医科（病院）

584-0006

大阪府

富田林市旭ケ丘町958

0721-25-5510

りんくう総合医療センター

医科（病院）

598-0048

大阪府

泉佐野市りんくう往来北2-23

072-469-3111

ささき歯科

歯科（診療所） 530-0033

大阪府

大阪市北区池田町ぷららてんま２F

06-6351-1005

やまもと歯科クリニック

歯科（診療所） 534-0016

大阪府

大阪市都島区友渕町2--23シャトー都島１階

06-6964-4885

小川歯科医院

歯科（診療所） 534-0023

大阪府

大阪市都島区都島南通1-1-4

06-6925-4188

もりた歯科医院

歯科（診療所） 534-0024

大阪府

大阪市都島区東野田町1-14-6イーストクレセント1階

06-6355-0888

小林直歯科クリニック

歯科（診療所） 534-0024

大阪府

大阪市都島区東野田町3-4-15

06-6351-6639

はじめ歯科クリニック

歯科（診療所） 536-0005

大阪府

大阪市城東区中央2-5-24ファミール野江1階

06-6933-4618

吉岡歯科医院

歯科（診療所） 536-0008

大阪府

大阪市城東区関目１－１２－６

06-6931-6781

木代歯科医院

歯科（診療所） 541-0046

大阪府

大阪市中央区平野町4-5-9タキノビル2階

06-6231-3602

医療法人愛環会大木歯科診療所

歯科（診療所） 543-0001

大阪府

大阪市天王寺区上本町6-3-31うえほんまちﾊｲﾊｲﾀｳﾝ401

06-6772-8460

おおくぼ歯科医院

歯科（診療所） 545-0004

大阪府

大阪市阿倍野区文の里1-8-28

06-6622-4567

歯科（診療所） 545-0021

大阪府

大阪市阿倍野区阪南町5-4-6

06-6115-8384

クシダ歯科

歯科（診療所） 545-0052

大阪府

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31アポロビル5階

06-6632-0088

やすこファミリーキッズ歯科

歯科（診療所） 546-0002

大阪府

大阪市東住吉区杭全1-9-11

06-6719-3155

やまね歯科医院

歯科（診療所） 546-0032

大阪府

大阪市東住吉区東田辺１－１９－１６

06-6622-8114

りぃ歯科医院

歯科（診療所） 547-0004

大阪府

大阪市平野区加美鞍作2-7-7

06-6792-8011

つるみ歯科クリニック

歯科（診療所） 547-0024

大阪府

大阪市平野区瓜破2-7-6大阪市平野区瓜破2-7-6

06-6709-3465

谷口歯科

歯科（診療所） 547-0043

大阪府

大阪市平野区平野東3-6-20

06-6791-8883

なかじま歯科医院

歯科（診療所） 555-0024

大阪府

大阪市西淀川区野里2-9-12野里マンション102号

06-6474-8239

西川歯科医院

歯科（診療所） 555-0025

大阪府

大阪市西淀川区姫里2-9-3

06-6471-5098

かなえ歯科

歯科（診療所） 556-0005

大阪府

大阪市浪速区日本橋4-15-9寿ビル２階

06-6630-1216

和田歯科医院

歯科（診療所） 556-0011

大阪府

大阪市浪速区難波中2-6-4ワダビル1F

06-6633-8148

うえむら歯科

歯科（診療所） 557-0014

大阪府

大阪市西成区天下茶屋2-7-12カインド天下茶屋1F

06-6170-5950

稲野歯科医院

歯科（診療所） 559-0001

大阪府

大阪市住之江区粉浜1-16-10

06-6671-0670

医療法人橘正会片山歯科医院

歯科（診療所） 559-0013

大阪府

大阪市住之江区御崎3-4-23大成マンション1階

06-6685-6010

よねだ歯科医院

歯科（診療所） 559-0022

大阪府

大阪市住之江区緑木1-1-2田中ビル２階

06-4702-4618

歯科（診療所） 560-0021

大阪府

豊中市本町2－2－10カサ・フェリーチェ２F

06-6854-4180

歯科（診療所） 561-0832

大阪府

豊中市庄内西町3-1-5 サンパティオ４階

06-6336-2777

歯科（診療所） 561-0872

大阪府

豊中市寺内2-3-15緑地サンプラザ104

06-6866-0855

ちかしげ歯科クリニック

歯科（診療所） 564-0002

大阪府

吹田市岸部中5-1-2アビテ東千里１F

06-6337-0418

医療法人Kデンタルクリニック

歯科（診療所） 564-0043

大阪府

吹田市南吹田5-1-30

06-6192-7799

つじい歯科医院

歯科（診療所） 565-0824

大阪府

吹田市山田西2-10-5

06-4864-8286

きたに歯科クリニック

歯科（診療所） 567-0012

大阪府

茨木市東太田2-2-23-17

072-623-1234

きし歯科医院

歯科（診療所） 567-0803

大阪府

茨木市中総持寺町4-19

072-632-1481

医療法人慶生会ひぐち歯科クリニック

歯科（診療所） 567-0817

大阪府

茨木市別院町3-34-2F

072-646-8443

（医）徳昭会

歯科（診療所） 567-0831

大阪府

茨木市鮎川3-1-8

072-634-0046

荒木歯科医院

歯科（診療所） 567-0888

大阪府

茨木市駅前4-1-23光徳ビル２階

072-623-6148

ふじた歯科医院

歯科（診療所） 569-0071

大阪府

高槻市城北町2丁目１４－２８関西城北ビル２０１

072-671-5005

歯科（診療所） 569-1044

大阪府

高槻市上土室5-33-1

072-694-3344

かに歯科

歯科（診療所） 571-0039

大阪府

門真市速見町１－１３

06-6901-4182

むらた歯科

歯科（診療所） 572-0001

大阪府

寝屋川市成田東町36-12

072-835-1182

大杉歯科医院

歯科（診療所） 572-0827

大阪府

寝屋川市萱島本町14-15

072-822-0328

平井歯科医院

歯科（診療所） 573-0048

大阪府

枚方市山之上西町32-11

072-846-8841

医療法人

歯科（診療所） 573-0075

大阪府

枚方市東香里2丁目1-21

072-845-2722

医療法人中田会よしたか歯科

歯科（診療所） 573-0082

大阪府

枚方市茄子作東町26-18

072-852-8128

山口歯科クリニック

歯科（診療所） 573-0093

大阪府

枚方市東中振2-11-12-107

072-834-2045

くにみ坂デンタルクリニック

歯科（診療所） 573-0127

大阪府

枚方市津田元町３－４３－４３

072-858-9231

大久保小児科医院

かわむら眼科

医療法人音花会

なかもずこころのクリニック

うらたクリニック
ともつ内科クリニック

四天王寺福祉事業団

医療法人高遼会

四天王寺病院

高遼会病院

讃和会

医療法人慈心会

友愛会病院
咲洲病院

箕面市立病院
医療法人菊秀会

皐月病院

社会福祉法人恩賜財団

医療法人

信愛会

大阪府済生会茨木病院

侑恵会

畷生会脳神経外科病院

医療法人健揚会

まつむら歯科クリニック

うおた歯科医院

ぬかた歯科医院
医療法人宝永会

医療法人

藤田歯科医院

岩井歯科医院

青歯会

あみの歯科医院

川野歯科医院

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

医療機関等名

医療機関区分

まつざき歯科クリニック

歯科（診療所） 573-0171

大阪府

枚方市北山1-68-6

072-836-0077

河口歯科

歯科（診療所） 574-0011

大阪府

大東市北条1―2―2

072-876-0929

医療法人のむら歯科

歯科（診療所） 575-0003

大阪府

四條畷市岡山東１－８－２忍ケ丘小南忍ケ丘ビル２F

072-862-1020

太田歯科医院

歯科（診療所） 577-0809

大阪府

東大阪市永和３－１３－１８

06-6721-0069

いわた歯科医院

歯科（診療所） 577-0818

大阪府

東大阪市小若江2-12-1

06-6721-6480

植田歯科医院

歯科（診療所） 578-0931

大阪府

東大阪市花園東町2-13-36

072-962-5437

医療法人

歯科（診療所） 578-0948

大阪府

東大阪市菱屋東2丁目4番21号相栄ロイヤルビル2Ｆ

072-964-7552

福住歯科医院

歯科（診療所） 578-0971

大阪府

東大阪市鴻池本町2－26

06-6744-1278

のざき歯科

歯科（診療所） 578-0982

大阪府

東大阪市吉田本町3-5-4

072-960-2611

古川歯科クリニック

歯科（診療所） 579-8046

大阪府

東大阪市昭和町1-3オクトステージビル2F

072-920-7272

堀内歯科医院

歯科（診療所） 580-0046

大阪府

松原市三宅中3-10-6

072-335-8824

新門歯科医院

歯科（診療所） 581-0016

大阪府

八尾市八尾木北4-7

072-992-8689

やまもと歯科

歯科（診療所） 581-0081

大阪府

八尾市南本町8-1-1ブラウンハウス2階

072-992-8815

松村デンタルクリニック

歯科（診療所） 581-0875

大阪府

八尾市高安町南1-125-1

072-990-4180

坂口歯科医院

歯科（診療所） 586-0002

大阪府

河内長野市市町764-１

0721-54-6328

医療法人真名会奥田歯科医院

歯科（診療所） 591-8023

大阪府

堺市北区中百舌鳥町5-729-2

072-257-5077

ウエノ歯科

歯科（診療所） 592-8344

大阪府

堺市西区浜寺南町3-2-1浜寺メディカルスクエア2F

072-266-6480

歯科（診療所） 593-8301

大阪府

堺市西区上野芝町2丁6-38

072-278-0565

小林歯科医院

歯科（診療所） 593-8308

大阪府

堺市西区神野町2-15-28小林歯科医院

072-275-0188

タケヤマ歯科

歯科（診療所） 595-0025

大阪府

泉大津市旭町16-4ブランミュールイマイ2F

0725-33-8049

関歯科医院

歯科（診療所） 599-0203

大阪府

阪南市黒田295-1

072-473-8610

医療法人慶歯会松下歯科医院

歯科（診療所） 599-8114

大阪府

堺市東区日置荘西町７－１２－１３

072-285-4182

医療法人円石会やまがみ歯科

歯科（診療所） 599-8265

大阪府

堺市中区八田西町2丁10-20

ヴィラージュ1F

072-281-1881

すばる薬局

薬局

530-0047

大阪府

大阪市北区西天満4-6-12第一住建裁判所前ビル

06-6311-5531

元気薬局中津店

薬局

531-0071

大阪府

大阪市北区中津1-11-8

06-6292-3385

メディセレ薬局

薬局

534-0013

大阪府

大阪市都島区内代町1-2-32サンシャイン88 1階

06-6951-5777

モリタ薬局

薬局

536-0004

大阪府

大阪市城東区今福西3-8-24

06-6931-4965

鈴木薬局

薬局

536-0005

大阪府

大阪市城東区中央3-1-13シリウス中央1階

06-6931-2725

イルカ薬局

薬局

537-0013

大阪府

大阪市東成区大今里南1-7-12やすらぎビル1階

06-6753-8481

薬局

537-0013

大阪府

大阪市東成区大今里南1-7-12やすらぎビル1階

06-6732-4525

徳庵調剤薬局

薬局

538-0034

大阪府

大阪市鶴見区徳庵1-1-58

06-6914-0221

ドウニン薬局

薬局

542-0082

大阪府

大阪市中央区島之内2-8-29ディアコート島之内１階

06-6211-2800

カワカミ薬局

薬局

543-0052

大阪府

大阪市天王寺区大道3-1-23EMA1F

06-6776-9070

あだち薬局

薬局

543-0072

大阪府

大阪市天王寺区生玉前町2-9

06-6770-5771

オレンジ薬局阿倍野店

薬局

545-0051

大阪府

大阪市阿倍野区旭町1-1-15KKアドバンスビル1F

06-4397-6665

マルイシ薬局

薬局

547-0024

大阪府

大阪市平野区瓜破1-3-15

06-6799-4040

薬局

550-0003

大阪府

大阪市西区京町堀2-12-16Plaisir京町堀101

06-6448-6640

薬局

550-0005

大阪府

大阪市西区西本町2-5-19東海建物西本町ビル１階

06-6538-0930

オレンジ薬局ドーム店

薬局

550-0025

大阪府

大阪市西区九条南1-12-20フォレオ大阪ドームシティ1階

06-6556-7622

オレンジ薬局九条店

薬局

550-0027

大阪府

大阪市西区九条1-28-14セントラルハイツ１階

06-6581-3991

バード薬局

薬局

552-0004

大阪府

大阪市港区夕凪2-17-5

06-6573-8080

ことり薬局

薬局

553-0005

大阪府

大阪市福島区野田5-11-24

06-6460-3151

青葉堂薬局

薬局

556-0016

大阪府

大阪市浪速区元町2-3-19ＴＣＡビル1Ｆ

06-6636-5300

三和薬局

薬局

557-0015

大阪府

大阪市西成区花園南2-7-2

06-4703-3981

オリーブ薬局

薬局

557-0031

大阪府

大阪市西成区鶴見橋２－７－１８

06-6562-3737

クスリのイトウ薬局

薬局

557-0042

大阪府

大阪市西成区岸里東2-13-13ハイムアサダ1階

06-6653-5543

福住薬局

薬局

557-0052

大阪府

大阪市西成区潮路2-1-33

06-6661-2916

ＳＵＮバード薬局

薬局

558-0011

大阪府

大阪市住吉区苅田5-15-13Sビル１F

06-6696-0999

乾薬局

薬局

558-0014

大阪府

大阪市住吉区我孫子3-11-25 新アビコビル１階

06-6697-3068

さとみ薬局

薬局

558-0041

大阪府

大阪市住吉区南住吉2-1-11

06-6569-9072

中央日本薬局

薬局

559-0017

大阪府

大阪市住之江区中加賀屋3-2-1 とくやビル

日本薬局

薬局

559-0017

大阪府

大阪市住之江区中加賀屋3-10-18

06-6686-4998

ジュラ薬局

薬局

561-0833

大阪府

豊中市庄内幸町2-13-6

06-6335-5335

大一薬局

薬局

561-0881

大阪府

豊中市中桜塚2-27-27

06-6852-3706

あい薬局

薬局

562-0004

大阪府

箕面市牧落3-5-17-101

072-721-7697

ひまわり薬局

薬局

562-0024

大阪府

箕面市粟生新家３－５－１９ー１０２

072-734-8551

船場西薬局

薬局

562-0036

大阪府

箕面市船場西1-6-7

072-727-5565

クシロ薬局

薬局

562-0046

大阪府

箕面市桜ケ丘4-19-29

072-721-1830

すまいる薬局

薬局

563-0023

大阪府

池田市井口堂3-2-3

072-761-2285

のぞみ薬局

薬局

563-0031

大阪府

池田市天神1-6-1 101号

072-737-5748

マスヤ薬局

薬局

563-0032

大阪府

池田市石橋2-2-14

072-761-8831

たつなみ薬局

薬局

564-0001

大阪府

吹田市岸部北1-24-20

06-6337-9817

薬局

564-0051

大阪府

吹田市豊津町１－２１江坂中央ビル１Ｆ

080-6199-2793

オレンジ薬局江坂店

薬局

564-0051

大阪府

吹田市豊津町2-9-101

06-6338-7140

光薬局

JR店

薬局

567-0032

大阪府

茨木市西駅前町5-30佐々木ビル1F

072-645-5454

サエラ薬局 茨木白川店

薬局

567-0832

大阪府

茨木市白川1-3-18

072-636-9366

ABC薬局

薬局

569-0824

大阪府

高槻市川添2-4-3

072-693-4970

アルフィ薬局

薬局

569-0825

大阪府

高槻市栄町2-19-7サカエ第５ビル

072-697-3311

イシダ薬局

薬局

569-1029

大阪府

高槻市安岡寺町2-18-1

072-688-4190

薬局

569-1141

大阪府

高槻市氷室町1-25-13ファミール５号館「１０５

072-694-0096

薬局

569-1144

大阪府

高槻市大畑町１３－１イオンフードスタイル摂津富田店２階

090-3353-1461

ウイル薬局

薬局

569-1145

大阪府

高槻市富田丘町3-12-108

072-697-3838

ファミリエ薬局

薬局

570-0017

大阪府

守口市佐太東町2-9-10ジャガーイーストビル3F

06-6900-3777

セイユー薬局門真店

薬局

571-0023

大阪府

門真市横地607-1

072-884-2735

オレンジ薬局枚方店

薬局

573-0022

大阪府

枚方市宮之阪2丁目24-20

072-805-0450

アピス薬局枚方店

薬局

573-1137

大阪府

枚方市西招提町2233-6

072-864-0351

シンバシ薬局

薬局

574-0001

大阪府

大東市学園町3-5

072-800-3787

ハロードラッグすみのどう薬局

薬局

574-0042

大阪府

大東市大野2丁目1-16アウローラビル1階

072-872-5097

交野ファミリー薬局

薬局

576-0041

大阪府

交野市私部西2-1-1サンメッセ１階

072-893-0587

大仏町

薬局

576-0051

大阪府

交野市倉治3-50-3

072-892-6501

薬局

577-0802

大阪府

東大阪市小阪本町1-2-8

090-3353-1461

サンテ薬局八戸ノ里店

薬局

577-0803

大阪府

東大阪市下小阪２－１４－９八戸ノ里駅前ビル２階

090-3353-1461

イソノ薬局

薬局

580-0016

大阪府

松原市上田1-10-9

072-331-0446

薬局

580-0032

大阪府

松原市天美東7-12-5朝日プラザターミナルシティS103号

072-330-8222

ヤマムラ薬局

薬局

581-0092

大阪府

八尾市老原

072-991-8054

なでしこ調剤薬局

薬局

583-0885

大阪府

羽曳野市南恵我之荘４丁目５－２

072-959-3348

グリーン薬局

薬局

586-0009

大阪府

河内長野市木戸西町3丁目１－１５

寺ヶ池薬局

薬局

586-0094

大阪府

河内長野市小山田町４５１－１５６

0721-56-7008

あかしあ薬局

薬局

586-0095

大阪府

河内長野市あかしあ台1-16-8

0721-53-3955

キリン薬局

薬局

590-0024

大阪府

堺市堺区向陵中町2-3-20

072-299-9877

キリン薬局西三国店

薬局

590-0024

大阪府

堺市堺区向陵中町2-3-20

06-6391-9214

中村歯科

医療法人

育歯会

イルカ薬局

三谷歯科

深江橋店

瓜破店

アカラ薬局
アカカベ薬局

阿波座店

天下茶屋店

えがおＤｅ薬局

江坂店

川添店

有限会社アステラ
サンテ薬局

さくら薬局

摂津富田店

四條畷店

さくら薬局

サンテ薬局

なぎさ薬局

河内小阪店

松原徳洲会病院前店

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

1F

山原ビル１F

06-6686-1598

0721-53-3045

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

キリン薬局大津店

薬局

590-0024

大阪府

堺市堺区向陵中町2-3-20

077-511-4190

チェルシー薬局

薬局

590-0951

大阪府

堺市堺区市之町西3-1-43

072-242-3086

オレンジ薬局なかもず店

薬局

591-8032

大阪府

堺市北区百舌鳥梅町3-1-3

072-247-9811

オレンジ薬局羽衣店

薬局

592-0003

大阪府

高石市東羽衣7-12-13

072-262-3070

サエラ薬局

薬局

593-8301

大阪府

堺市西区上野芝町2-13-181階

072-242-4712

薬局

593-8327

大阪府

堺市西区鳳中町3-62-29

072-266-1113

薬局

594-0023

大阪府

和泉市伯太町6丁目9-9

0725-41-0409

薬局

595-0025

大阪府

泉大津市旭町17-1エキフロントビル1F

0725-31-1200

エール薬局

薬局

596-0044

大阪府

岸和田市西之内町22-5

072-447-5061

オレンジ薬局貝塚店

薬局

597-0015

大阪府

貝塚市堀3-2-11

072-433-2717

Ｖ・ｄｒｕｇ

薬局

597-0072

大阪府

貝塚市畠中1丁目2ー1

072-436-4511

いるか薬局

薬局

599-8114

大阪府

堺市東区日置荘西町1-21-18

072-286-6622

なないろ薬局

薬局

599-8125

大阪府

堺市東区西野461-6松井ビル102

072-369-4026

関西調剤薬局福田店

薬局

599-8241

大阪府

堺市中区福田549-7

072-235-2070

さくら薬局

薬局

599-8247

大阪府

堺市中区東山486-1

072-230-0502

鹿嶋薬局

薬局

599-8265

大阪府

堺市中区八田西町3丁２－１

072-277-3773

アピス薬局堺店

薬局

599-8276

大阪府

堺市中区小阪359-7

072-276-7266

兵庫県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター

医科（診療所） 650-0047

兵庫県

神戸市中央区港島南町１丁目６番８号

078-335-8001

神戸こども初期急病センター

医科（診療所） 651-0073

兵庫県

神戸市中央区脇浜海岸通1-4-1

078-862-6075

かとうレディースクリニック

医科（診療所） 651-1302

兵庫県

神戸市北区藤原台中町1-2-1北神中央ビル307号

078-595-7258

フェニックス岩岡クリニック

医科（診療所） 651-2401

兵庫県

神戸市西区岩岡町岩岡917-12フェニックス岩岡クリニック

078-967-0303

<医療法人社団中西内科医院>

医科（診療所） 652-0801

兵庫県

神戸市兵庫区中道通7-1-13-102

078-575-5585

田渕クリニック

医科（診療所） 653-0038

兵庫県

神戸市長田区若松町4丁目2-9アスタピア新長田エスタガーデン2階

078-641-9877

早川整形外科クリニック

医科（診療所） 653-0843

兵庫県

神戸市長田区御屋敷通３－１－３４サンタウン・アコルデ

078-621-7607

医療法人社団高田クリニック

医科（診療所） 654-0022

兵庫県

神戸市須磨区大黒町3-3-17

078-733-3121

医療法人和高医院

医科（診療所） 654-0071

兵庫県

神戸市須磨区須磨寺町1-13-1山電須磨寺駅ビル2F

078-739-7577

たかだ内科クリニック

医科（診療所） 655-0047

兵庫県

神戸市垂水区東舞子町10-1ティオ舞子109

078-781-8188

さくら調剤薬局

医科（診療所） 655-0872

兵庫県

神戸市垂水区塩屋町４丁目１１－２読売センタービル102号

078-755-0337

かんの整形外科

医科（診療所） 655-0893

兵庫県

神戸市垂水区日向２丁目１ー４ー１０２

078-708-1232

たなか医院

医科（診療所） 656-0122

兵庫県

南あわじ市広田広田865-7

0799-45-1599

北淡診療所

医科（診療所） 656-1602

兵庫県

淡路市育波480-5北淡診療所

0799-84-0079

せいき医院

医科（診療所） 656-2131

兵庫県

淡路市志筑1628-1

0799-62-0700

井上クリニック

医科（診療所） 657-0035

兵庫県

神戸市灘区友田町3-212司メディカルビル2F

078-851-6465

医療法人社団

医科（診療所） 657-0831

兵庫県

神戸市灘区水道筋4丁目3－14

078-802-3311

阿部内科循環器科

医科（診療所） 658-0011

兵庫県

神戸市東灘区森南町２丁目１番１３号

078-431-2313

河合医院

医科（診療所） 658-0013

兵庫県

神戸市東灘区深江北町3-10-8

078-411-2892

児島医院

医科（診療所） 658-0013

兵庫県

神戸市東灘区深江北町2-8-26

078-431-0696

あずまがわ小児科クリニック

医科（診療所） 658-0014

兵庫県

神戸市東灘区北青木4丁目17-3セッツコーラルハイツ208

090-1593-3244

医療法人社団

医科（診療所） 658-0048

兵庫県

神戸市東灘区御影郡家2-16-10

078-223-5599

川北クリニック

医科（診療所） 658-0084

兵庫県

神戸市東灘区甲南町3-9-8

078-452-1361

藤崎整形外科

医科（診療所） 659-0093

兵庫県

芦屋市船戸町2-1-206

0797-38-0107

医療法人社団ささきクリニック

医科（診療所） 660-0827

兵庫県

尼崎市西大物町12-41アマゴッタ4階

06-4868-5550

医療法人新星会耳鼻咽喉科あらいクリニック

医科（診療所） 661-0001

兵庫県

尼崎市塚口本町3－29－25ディアコート塚新１F

06-6422-8733

伊藤産婦人科医院

医科（診療所） 661-0012

兵庫県

尼崎市南塚口町1－7－5

06-6426-6155

岡本医院

医科（診療所） 661-0035

兵庫県

尼崎市武庫之荘1-22-11

06-6436-5335

徳田こどもクリニック

医科（診療所） 661-0965

兵庫県

尼崎市次屋3-6-50

06-6495-2772

医療法人煌仁会

医科（診療所） 661-0979

兵庫県

尼崎市上坂部1ー4ー1ミリオンタウン塚口

06-6439-7337

ほんじょう整形外科クリニック

医科（診療所） 661-0981

兵庫県

尼崎市

06-6421-3000

たにぐち整形・外科・胃腸科クリニック

医科（診療所） 662-0872

兵庫県

西宮市高座町1-62

090-9717-1340

みぞじりクリニック

医科（診療所） 663-8178

兵庫県

西宮市甲子園八番町6-15

0798-40-5065

愛和レディースクリニック

医科（診療所） 664-0027

兵庫県

伊丹市池尻1丁目204-2

072-770-2000

医療法人社団

和田クリニック

医科（診療所） 664-0846

兵庫県

伊丹市伊丹1丁目10-14

072-771-8108

いけざわレディースクリニック

医科（診療所） 664-0858

兵庫県

伊丹市西台1-2-11C-3ビル1F

072-777-8184

山川医院

医科（診療所） 664-0863

兵庫県

伊丹市柏木町1丁目102

072-772-4679

原田整形外科

医科（診療所） 665-0034

兵庫県

宝塚市小林5丁目4番39号

0797-77-0231

仁川診療所

医科（診療所） 665-0075

兵庫県

宝塚市仁川宮西町2-32

0798-51-1127

たにぐち内科クリニック

医科（診療所） 666-0033

兵庫県

川西市栄町20-1ベルフローラかわにしWEST

イセキ内科クリニック

医科（診療所） 666-0116

兵庫県

川西市水明台１－１－１６１ＯＨビル２Ｆ

072-793-1077

つづみがたきTEIクリニック

医科（診療所） 666-0123

兵庫県

川西市鼓が滝

072-792-8321

医療法人社団武田外科

医科（診療所） 666-0124

兵庫県

川西市多田桜木2-1-20

072-793-5570

耳鼻いんこう科ふじおかクリニック

医科（診療所） 666-0142

兵庫県

川西市清和台東３－１－８－２Ｆ

072-799-8733

ちば内科・脳神経内科クリニック

医科（診療所） 668-0052

兵庫県

豊岡市九日市下町5-1

0796-22-7000

和田内科クリニック

医科（診療所） 668-0221

兵庫県

出石町町分131-3

0796-53-2788

ながやす皮フ科クリニック

医科（診療所） 669-1528

兵庫県

三田市駅前町1-38JR三田駅NKビル3F

079-559-8883

シオタニレディースクリニック

医科（診療所） 669-1529

兵庫県

三田市中央町10-10中央第一ビル3F

079-561-3500

澤外科

医科（診療所） 669-1532

兵庫県

三田市屋敷町17-4

079-563-2713

高岡耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 669-5268

兵庫県

朝来市和田山町立ノ原58-1

079-672-0808

みこ皮膚科クリニック

医科（診療所） 670-0054

兵庫県

姫路市南今宿2-39

079-298-1535

医療法人社団柴田耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 670-0086

兵庫県

姫路市田寺2丁目2番1号

079-293-1496

金澤小児科医院

医科（診療所） 670-0871

兵庫県

姫路市伊伝居29-11

079-223-1515

戸谷整形外科・外科

医科（診療所） 670-0882

兵庫県

姫路市広峰1-2-15

079-281-1535

いしなぎ形成外科リンパ浮腫クリニック

医科（診療所） 670-0912

兵庫県

姫路市南町11番地Capital.i姫路3階南

079-286-5556

医療法人社団

医科（診療所） 670-0923

兵庫県

姫路市呉服町６１番地

079-223-2118

小見山医院

医科（診療所） 670-0941

兵庫県

姫路市若菜町2丁目18

079-224-9201

整形外科ほそいクリニック

医科（診療所） 670-0961

兵庫県

姫路市南畝町２－３１浜屋ハートビル８階

079-224-2003

糖尿病内科

医科（診療所） 670-0996

兵庫県

姫路市土山5-5-35

079-292-0092

医科（診療所） 672-8013

兵庫県

姫路市白浜町宇佐崎北3-222-2西川耳鼻咽喉科

079-247-3322

三木眼科

医科（診療所） 672-8051

兵庫県

姫路市飾磨区清水72

079-234-5888

たかみやこころのクリニック

医科（診療所） 673-0016

兵庫県

明石市松の内2-5-2松の内ビル5階

078-925-3288

室谷整形外科クリニック

医科（診療所） 673-0044

兵庫県

明石市藤江１１０９

078-928-0233

山口整形外科

医科（診療所） 673-0404

兵庫県

三木市大村142-1

0794-82-2266

藤本クリニック

医科（診療所） 673-0531

兵庫県

三木市緑が丘町西2-2-5

0794-85-6262

医科（診療所） 673-1324

兵庫県

加東市新定707番地1

0745-40-8100

東条診療所

医科（診療所） 673-1324

兵庫県

加東市新定５５９－１

0795-46-0048

おにき皮フ科クリニック

医科（診療所） 674-0067

兵庫県

明石市大久保町大久保町1312

078-935-1212

サカエ薬局

医科（診療所） 674-0092

兵庫県

明石市二見町東二見750

078-942-3459

医療法人大迎整形外科

医科（診療所） 674-0092

兵庫県

明石市二見町東二見20-35

078-943-9901

医療法人社団栄宏会オリーブ皮フ科

医科（診療所） 675-1371

兵庫県

小野市黒川町1719

0794-64-2700

つくだ整形外科

医科（診療所） 676-0003

兵庫県

高砂市今市2丁目301-1

079-444-5544

田淵医院

医科（診療所） 678-0237

兵庫県

赤穂市上仮屋北14-1

0791-43-4114

竹村整形外科医院

医科（診療所） 679-2143

兵庫県

姫路市香寺町中仁野257-2

079-232-1059

上野芝店

鳳グリーン薬局
オレンジ薬局

信太山店

成メディカルサービス

アベリア薬局

貝塚畠中薬局

八田店

中林整形外科クリニック

御影ごきげんクリニック

森川内科クリニック

桃井整形外科

西詰医院

医療法人社団

医療法人財団

西川耳鼻咽喉科

德禮会

やすらぎの森診療所

猪名寺3丁目5-15 2F

1F

1-29-4つづみがたきクリニック

072-759-6000

医療機関等名

医療機関区分

森崎耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 679-4105

兵庫県

たつの市神岡町西鳥井95

0791-65-0018

医療法人社団

医科（診療所） 679-4167

兵庫県

たつの市龍野町富永２０８

0791-62-0201

兵庫県立こども病院

医科（病院）

650-0047

兵庫県

神戸市中央区港島南町１丁目６－７

078-945-7300

独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院

医科（病院）

651-0053

兵庫県

神戸市中央区籠池通4-1-23神戸労災病院

078-231-5901

兵庫県災害医療センター

医科（病院）

651-0073

兵庫県

神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1

078-241-3131

医療法人

医科（病院）

657-0011

兵庫県

神戸市灘区鶴甲3丁目13-19

078-881-5500

医科（病院）

658-0084

兵庫県

神戸市東灘区甲南町5-6-7

078-452-7111

医科（病院）

660-0862

兵庫県

尼崎市開明町3-29

06-6411-6081

医科（病院）

660-0881

兵庫県

尼崎市昭和通4-114近藤病院

06-6411-6181

医療法人緑清会樋口胃腸病院

医科（病院）

660-0881

兵庫県

尼崎市昭和通1丁目１７番６号

06-6482-0110

つかぐち病院

医科（病院）

661-0012

兵庫県

尼崎市南塚口町6-8-1

06-6429-1463

神崎病院

医科（病院）

661-0967

兵庫県

尼崎市浜3-1-10

06-6499-8466

社会医療法人中央会尼崎中央病院

医科（病院）

661-0976

兵庫県

尼崎市潮江1-12-1

06-6499-3045

西宮協立リハビリテーション病院

医科（病院）

662-0002

兵庫県

西宮市鷲林寺南町2-13西宮協立リハビリテーション病院

0798-75-3000

医療法人社団慎正会

医科（病院）

664-0007

兵庫県

伊丹市北野2-113-3

072-777-1351

医科（病院）

666-0236

兵庫県

川辺郡猪名川町北田原字屏風岳３番地

072-766-0030

医科（病院）

669-2202

兵庫県

丹波篠山市東吹1015-1

079-594-1616

公立宍粟総合病院

医科（病院）

671-2576

兵庫県

宍粟市山崎町鹿沢93番地

0790-62-2410

明石こころのホスピタル

医科（病院）

673-0044

兵庫県

明石市藤江１３１５番地明石こころのホスピタル

078-923-0877

医科（病院）

673-0881

兵庫県

明石市天文町1-5-11

079-918-1655

北播磨総合医療センター

医科（病院）

675-1392

兵庫県

小野市市場町９２６番地の２５０

0794-88-8800

医療法人社団

医科（病院）

678-0031

兵庫県

相生市旭3-2-18医療法人社団天馬会

ヨシロー薬局

医科（病院）

679-4167

兵庫県

たつの市龍野町富永590-5

0791-64-0431

くどう歯科医院

歯科（診療所） 650-0011

兵庫県

神戸市中央区下山手通3丁目10-1TRSXビル6階

078-599-7182

医療法人社団松村歯科医院

歯科（診療所） 650-0015

兵庫県

神戸市中央区多聞通３－３－７コウベセンタービル2F

078-361-1833

磯島歯科

歯科（診療所） 650-0031

兵庫県

神戸市中央区東町116-1シティライフ三宮ビル7階

078-334-2518

池端歯科医院

歯科（診療所） 651-0061

兵庫県

神戸市中央区上筒井通5-1-3神戸上筒井郵便局ビル2F

078-242-2116

にのみや歯科医院

歯科（診療所） 651-0093

兵庫県

神戸市中央区二宮町3-5-15アーバンライフ藤田一階

078-262-7705

佐本歯科医院

歯科（診療所） 651-0093

兵庫県

神戸市中央区二宮町4-11-13高嶋ビル1階

078-291-0867

歯科（診療所） 651-1302

兵庫県

神戸市北区藤原台中町1-2-1北神中央ビル3階

078-987-3003

#こがめ歯科#

歯科（診療所） 651-1313

兵庫県

神戸市北区有野中町1-8-24

078-987-5077

医療法人社団誠倫会室井歯科医院

歯科（診療所） 651-1313

兵庫県

神戸市北区有野中町4丁目3-14

078-982-6116

たちばな歯科／矯正歯科

歯科（診療所） 651-2144

兵庫県

神戸市西区小山３丁目７－３山幸ビル１F

078-921-0418

ひらの歯科口腔外科クリニック

歯科（診療所） 652-0015

兵庫県

神戸市兵庫区下祇園町30-12

078-362-1010

真境名歯科医院

歯科（診療所） 652-0032

兵庫県

神戸市兵庫区荒田町4-7-3

078-531-0700

山本歯科クリニック

歯科（診療所） 652-0897

兵庫県

神戸市兵庫区駅南通5-2-8-103キャナルタウンウエスト

078-652-6480

医療法人社団神戸歯科診療所

歯科（診療所） 653-0835

兵庫県

神戸市長田区細田町6-1-20

078-641-0118

田村歯科

歯科（診療所） 655-0005

兵庫県

神戸市垂水区潮見が丘2丁目1-28

078-707-0226

ひさい歯科医院

歯科（診療所） 660-0872

兵庫県

尼崎市玄番北之町26-1-105アーバンコンフォート105

06-6413-8887

管野歯科医院

歯科（診療所） 661-0012

兵庫県

尼崎市南塚口町1丁目６－８

06-6422-0697

菅原歯科クリニック

歯科（診療所） 661-0012

兵庫県

尼崎市南塚口町8-46-10

06-6428-7556

三好歯科医院

歯科（診療所） 661-0025

兵庫県

尼崎市立花町１－２８－１８

06-6422-1182

上神歯科医院

歯科（診療所） 662-0003

兵庫県

西宮市南越木岩町11-6-201エクセルビル201

0798-72-5069

グランパ薬局

歯科（診療所） 662-0084

兵庫県

西宮市樋之池町7-1-1

0798-75-2882

広本歯科クリニック

歯科（診療所） 662-0928

兵庫県

西宮市石在町16-19

0798-81-3813

西宮北口歯科口腔外科

歯科（診療所） 663-8035

兵庫県

西宮市北口町1-2アクタ西宮

菊池歯科医院

歯科（診療所） 663-8143

兵庫県

西宮市枝川町9-20

0798-49-1633

おざわ歯科

歯科（診療所） 665-0833

兵庫県

宝塚市鶴の荘4-12

0797-86-1680

北川歯科クリニック

歯科（診療所） 666-0016

兵庫県

川西市中央町5-5大海ビル3階

072-740-6480

松添歯科医院

歯科（診療所） 666-0124

兵庫県

川西市多田桜木2-1-21ディンプル多田

072-793-5857

関宮歯科診療所

歯科（診療所） 667-1105

兵庫県

養父市関宮584

079-667-2927

医療法人社団

歯科（診療所） 669-1337

兵庫県

三田市学園7丁目1-2

079-559-8888

荒木歯科医院

歯科（診療所） 669-2451

兵庫県

丹波篠山市北43-1

079-594-2855

テラッソデンタルクリニック

歯科（診療所） 670-0927

兵庫県

姫路市駅前町27テラッソ姫路1階

079-287-3533

鈴木歯科

歯科（診療所） 670-0952

兵庫県

姫路市南条２－４６

079-222-5877

#亀本歯科医院#

歯科（診療所） 671-1233

兵庫県

姫路市網干区大江島古川町５０

079-272-5858

玉岡歯科医院

歯科（診療所） 673-0431

兵庫県

三木市本町2-6-18

0794-82-9002

サンキュー薬局緑が丘店

歯科（診療所） 673-0533

兵庫県

三木市緑が丘町東2－1－1

0794-84-0002

たまき歯科クリニック

歯科（診療所） 673-0541

兵庫県

三木市志染町広野1丁目107-1-2F

0794-88-8320

磯貝歯科医院

歯科（診療所） 673-1461

兵庫県

加東市木梨1134-252

0795-42-1345

山脇歯科医院

歯科（診療所） 675-0001

兵庫県

加古川市西条山手1-1-8

079-438-7765

なかがわ歯科

歯科（診療所） 675-0022

兵庫県

加古川市尾上町口里547-8

079-454-1482

にじいろ薬局

歯科（診療所） 676-0017

兵庫県

高砂市荒井町東本町1-5-1

079-445-4455

佐野歯科医院

歯科（診療所） 676-0082

兵庫県

高砂市曽根町2386-3

079-448-3311

尾上歯科医院

歯科（診療所） 676-0815

兵庫県

高砂市阿弥陀1-7-4ハイツONOE

みどり薬局

薬局

651-1145

兵庫県

神戸市北区惣山町1-10-16

078-595-5039

つばさ調剤薬局

薬局

651-1303

兵庫県

神戸市北区藤原台南町４丁目１３番１０

078-984-3777

ベル薬局

薬局

651-2116

兵庫県

神戸市西区南別府4-368-4

078-977-0305

薬局

651-2243

兵庫県

神戸市西区井吹台西町4丁目4-4

078-996-7650

ひまわり薬局

薬局

652-0032

兵庫県

神戸市兵庫区荒田町3-2-16

078-891-8585

ミドリ調剤薬局

薬局

653-0004

兵庫県

神戸市長田区四番町７丁目６

１階

078-577-0512

マリーンオズ薬局

薬局

653-0022

兵庫県

神戸市長田区東尻池町３－１－３６

078-681-8210

中山薬局

薬局

654-0103

兵庫県

神戸市須磨区白川台6-23-1

078-793-1139

薬局センタードラッグ神田店

薬局

655-0027

兵庫県

神戸市垂水区神田町３－２３

078-709-7022

薬局センタードラッグ本店

薬局

655-0027

兵庫県

神戸市垂水区神田町2-35

078-707-8881

光和調剤薬局

薬局

655-0029

兵庫県

神戸市垂水区天ノ下町5-26光和調剤薬局

078-709-7882

調剤薬局ファーマシー星陵台

薬局

655-0038

兵庫県

神戸市垂水区星陵台1 丁目5-1

078-785-4545

たに調剤薬局かすみがおか店

薬局

655-0039

兵庫県

神戸市垂水区霞ケ丘1－2－7

078-707-3331

あおぞら薬局

薬局

659-0067

兵庫県

芦屋市茶屋之町３－３佳三マンション１０３

0797-26-6541

ヒノデ薬局

薬局

660-0802

兵庫県

尼崎市杭瀬南新町1-1-23

06-6482-0458

あすか薬局

薬局

661-0033

兵庫県

尼崎市南武庫之荘２丁目２４－２７

06-4962-6226

フルール薬局

薬局

661-0976

兵庫県

尼崎市潮江4-2-25

06-6423-7731

苦楽園ハーベスト薬局

薬局

662-0084

兵庫県

西宮市樋之池町6-53アンテリージェ苦楽園1F

0798-75-0277

西薬局

薬局

663-8131

兵庫県

西宮市武庫川町2-19P-1ビル

0798-43-3232

ホーム薬局

薬局

663-8176

兵庫県

西宮市甲子園六番町16-2

0798-41-0903

アソシエ薬局

薬局

663-8177

兵庫県

西宮市甲子園七番町19-13グランドパレス甲子園B1

0798-41-4193

ファーマシー甲子園薬局

薬局

663-8178

兵庫県

西宮市甲子園八番町6-15ラファエラ甲子園B1

0798-47-5412

薬局オリーヴファーマシー

薬局

664-0022

兵庫県

伊丹市中野東3丁目111番地薬局オリーヴファーマシー

072-778-4411

フェリス薬局

薬局

666-0105

兵庫県

川西市見野2-36-11YKビル102

072-794-3313

プラチナ薬局水明台店

薬局

666-0116

兵庫県

川西市水明台1-3-4

072-792-6360

すずらん薬局

薬局

666-0117

兵庫県

川西市東畦野6-2-25

072-791-6650

西田医院

昭生病院

医療法人社団五人会

住吉川病院

医療法人中馬医療財団

中馬病院

医療法人（社団）豊繁会

医療法人晴風園

近藤病院

みやそう病院

今井病院

医療法人社団紀洋会

医療法人社団

岡本病院

仁恵会
天馬会

石井病院

医療法人社団

半田中央病院

西尾歯科クリニック

松割歯科クリニック

惣山店

フタツカ薬局

井吹西店

芦屋店

武庫川店

川西店

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

半田中央病院

東館２F

1階

0791-22-0656

090-4768-4387

079-448-0045

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

すずらんもりもと薬局

薬局

668-0225

兵庫県

豊岡市出石町八木33

0796-52-2603

明治屋薬局

薬局

669-3461

兵庫県

丹波市氷上町市辺661

0795-80-4884

薬局

670-0028

兵庫県

姫路市岩端町80-25

079-294-6815

アイシン調剤薬局

薬局

670-0831

兵庫県

姫路市城見町75

079-226-9571

しろきた調剤薬局

薬局

670-0883

兵庫県

姫路市城北新町1-6-12

079-282-1125

たんぽぽ調剤薬局別所店

薬局

671-0224

兵庫県

姫路市別所町佐土2丁目61番地

079-251-7160

よつば薬局

薬局

671-1534

兵庫県

揖保郡太子町福地367-3

079-275-1050

薬局

671-1561

兵庫県

揖保郡太子町鵤1389-8

079-280-1143

薬局

673-0403

兵庫県

三木市末広1-5-8

0794-86-8770

サンキュー薬局自由が丘店

薬局

673-0552

兵庫県

三木市志染町中自由が丘1丁目560

0794-89-8500

大明石町すみれ薬局

薬局

673-0891

兵庫県

明石市大明石町2-3-43ソーシン大明石1F

078-917-1314

こもれびの森薬局

薬局

673-1324

兵庫県

加東市新定707番地3

0795-40-8500

フタツカ薬局大久保駅前店

薬局

674-0058

兵庫県

明石市大久保町駅前1-7-8岸本ビル1階

078-939-4080

有）大和薬局

薬局

674-0065

兵庫県

明石市大久保町西島２９８－９

078-948-2356

薬局

674-0068

兵庫県

明石市大久保町ゆりのき通2-2-4INUIゆりのき通ＢＬＤ1階

078-934-0044

たに調剤薬局野口店

薬局

675-0017

兵庫県

加古川市野口町良野785番地

079-454-1881

イダ調剤薬局

薬局

675-0026

兵庫県

加古川市尾上町旭3-54

079-420-8820

こはな薬局

薬局

675-0104

兵庫県

加古川市平岡町土山1221-27

078-943-8628

大門調剤薬局

薬局

675-1352

兵庫県

小野市復井町916-1

0794-66-6788

ミクチ調剤薬局古坂店

薬局

675-2303

兵庫県

加西市北条町古坂1253-1

0790-42-5622

有限会社トップ調剤薬局

薬局

675-2303

兵庫県

加西市北条町古坂6-14

0790-42-5935

ゆうき薬局

薬局

676-0015

兵庫県

高砂市荒井町紙町１－２５

079-444-5505

有限会社かねと薬局

薬局

678-0221

兵庫県

赤穂市尾崎3143-55

0791-46-2456

たかセンター薬局

薬局

679-1114

兵庫県

多可郡多可町中区岸上280-34

0795-38-7778

医療法人

好川婦人科クリニック

医科（診療所） 630-0258

奈良県

生駒市東新町４－２０

0743-75-8600

医療法人

向陽会

医科（診療所） 631-0003

奈良県

奈良市中登美ケ丘2-1981-105

0742-44-1795

医療法人

中島クリニック

医科（診療所） 631-0021

奈良県

奈良市鶴舞東町２番１１号松下興産ビル１階

0742-47-3344

ひかりクリニック

医科（診療所） 631-0036

奈良県

奈良市学園北1-8-8サンライトビル5F

0742-51-0051

医療法人仁礼会こばやし耳鼻咽喉科

医科（診療所） 631-0036

奈良県

奈良市学園北１－９－１パラディ南館

島田医院

医科（診療所） 631-0076

奈良県

奈良市富雄北1－2－23

0742-44-0004

医療法人 とりい眼科

医科（診療所） 633-0063

奈良県

桜井市川合256-2

0744-46-1713

医療法人社団誠医会安東内科医院

医科（診療所） 634-0071

奈良県

橿原市山之坊町69番地の1

0744-24-8628

医療法人

医科（診療所） 637-0004

奈良県

五條市今井町4-3-1

0747-26-1233

阪口眼科

医科（診療所） 637-0014

奈良県

五條市住川町204

0747-24-0888

西本内科

医科（診療所） 639-0266

奈良県

香芝市旭ケ丘４丁目２-１西本内科

0745-71-2122

生駒市立病院

医科（病院）

630-0213

奈良県

生駒市東生駒1-6-2

0743-72-1111

バルツァ・ゴーデル

医科（病院）

630-8425

奈良県

奈良市鹿野園町1000-1

0742-21-7111

平成記念病院

医科（病院）

634-0813

奈良県

橿原市四条町827

0744-29-3300

国保中央病院

医科（病院）

636-0302

奈良県

磯城郡田原本町宮古404-1

0744-32-8800

医療法人弘仁会南和病院

医科（病院）

638-0833

奈良県

吉野郡大淀町福神1-181

0747-54-5800

松中歯科医院

歯科（診療所） 630-0201

奈良県

生駒市小明町

0743-75-5233

芝原歯科

歯科（診療所） 630-8115

奈良県

奈良市大宮町４丁目２６９－４

0742-32-3399

楠原デンタルクリニック

歯科（診療所） 630-8224

奈良県

奈良市角振町13

0742-22-4168

ひがしうら歯科

歯科（診療所） 630-8233

奈良県

奈良市小川町5

0742-22-2664

杉山歯科医院

歯科（診療所） 631-0824

奈良県

奈良市西大寺南町5-16

0742-41-1552

堀川歯科医院

歯科（診療所） 632-0004

奈良県

天理市櫟本町2434

0743-65-3800

せいじ歯科医院

歯科（診療所） 634-0821

奈良県

橿原市西池尻町340-3

0744-28-5817

羽山歯科医院

歯科（診療所） 635-0052

奈良県

大和高田市奥田18-1

0745-23-1526

片岡歯科医院

歯科（診療所） 636-0341

奈良県

磯城郡田原本町薬王寺145-4

0744-33-3777

いのうえ歯科クリニック

歯科（診療所） 639-0225

奈良県

香芝市瓦口2155-1エレガンテアネシス101

0745-78-2181

平越歯科医院

歯科（診療所） 639-0231

奈良県

香芝市下田西４丁目１５３－１

0745-76-6480

正司歯科医院

歯科（診療所） 639-2204

奈良県

御所市南十三120ー5

0745-62-3478

野阪歯科医院

歯科（診療所） 639-2223

奈良県

御所市本町1378

0745-62-2001

エムズドラッグ学園大和薬局

薬局

631-0041

奈良県

奈良市学園大和町6丁目1542-44

0742-52-6660

木下

薬局

薬局

633-0074

奈良県

桜井市芝1360

0744-42-6433

アオイ薬局

薬局

634-0051

奈良県

橿原市白橿町2-29-8

0744-27-0838

あおば薬局

薬局

635-0022

奈良県

大和高田市日之出町11-10一般社団法人奈良保健共同企画

0745-22-2484

うちの薬局

薬局

637-0042

奈良県

五條市五條2-371-1

0747-26-2677

薬局

638-0821

奈良県

吉野郡大淀町下渕81-4

0747-54-5122

ヘルシーストック薬局

薬局

639-1007

奈良県

大和郡山市南郡山町520-1マインドビル１階

0743-52-9809

紀美野町国民健康保険国吉診療所

医科（診療所） 640-1192

和歌山県

海草郡紀美野町動木２８７番地

073-489-5903

はぜはら整形外科クリニック

医科（診療所） 640-8304

和歌山県

和歌山市松島1161

073-475-0055

じょうはたクリニック

医科（診療所） 640-8314

和歌山県

和歌山市神前322-6

073-475-8050

なかむら消化器科・内科

医科（診療所） 640-8323

和歌山県

和歌山市太田７０－１３

073-475-5385

田村眼科

医科（診療所） 640-8341

和歌山県

和歌山市黒田120アソートクロダ3F

073-471-5305

医科（診療所） 640-8401

和歌山県

和歌山市福島269-8

073-457-1130

医療法人オレンジクリニック木村耳鼻咽喉科

医科（診療所） 640-8431

和歌山県

和歌山市向151-4

073-457-1133

ホーム薬局

医科（診療所） 640-8451

和歌山県

和歌山市野崎20-11

073-480-5774

与田病院附属ふじと台クリニック

医科（診療所） 640-8451

和歌山県

和歌山市中573-19ふじと台ステーションビル４階

073-499-8801

クリニックジョイ耳鼻咽喉科アレルギー科

医科（診療所） 640-8463

和歌山県

和歌山市楠見中169-1ワッセナー21（101号）

073-480-1717

吉川内科循環器科

医科（診療所） 642-0028

和歌山県

海南市幡川185-1

073-484-2525

山西内科

医科（診療所） 642-0034

和歌山県

海南市藤白１６６－９

073-483-2200

平山内科皮膚泌尿科

医科（診療所） 643-0004

和歌山県

有田郡湯浅町湯浅459

0737-63-1103

笠松医院

医科（診療所） 643-0366

和歌山県

有田郡有田川町粟生５４７

0737-22-0304

しめざき眼科クリニック

医科（診療所） 644-0012

和歌山県

御坊市湯川町小松原５３１－２

0738-32-7800

中島医院

医科（診療所） 644-0012

和歌山県

御坊市湯川町小松原３８０－１１

0738-22-0168

医科（診療所） 646-0003

和歌山県

田辺市中万呂133-11

0739-25-3377

おおはぎ眼科

医科（診療所） 648-0094

和歌山県

橋本市三石台3-23-7

0736-38-2575

保脇整形外科医院

医科（診療所） 648-0101

和歌山県

伊都郡九度山町九度山567-1

0736-54-2017

医科（診療所） 649-1534

和歌山県

日高郡印南町印南２２７５－１６

0738-20-9009

みずこしこどもクリニック

医科（診療所） 649-6339

和歌山県

和歌山市弘西790-1

073-462-2121

髙木内科

医科（診療所） 649-6531

和歌山県

紀の川市粉河418-2

0736-73-8008

医科（病院）

641-0054

和歌山県

和歌山市塩屋3-6-2

074-445-9881

海南医療センター

医科（病院）

642-0002

和歌山県

海南市日方1522番地1

073-482-4521

北出病院

医科（病院）

644-0011

和歌山県

御坊市湯川町財部728-4

0738-22-2188

けやき薬局

医科（病院）

648-0054

和歌山県

橋本市城山台2-45-69

0736-37-5508

有田市立病院

医科（病院）

649-0316

和歌山県

有田市宮崎町6番地

0737-82-2151

湯川歯科医院

歯科（診療所） 640-0112

和歌山県

和歌山市西庄２５９－７

073-454-6066

平歯科医院

歯科（診療所） 640-8113

和歌山県

和歌山市広瀬通丁3-40

073-422-3012

研司歯科クリニック

歯科（診療所） 640-8323

和歌山県

和歌山市太田65-11

073-471-0114

アリマ歯科医院

歯科（診療所） 641-0051

和歌山県

和歌山市西高松2丁目１５－７

073-445-2888

市辺店

大洋調剤薬局

岩端店

中尾調剤薬局

いかるが店

株式会社セプタ

フタツカ薬局

あおぞら調剤薬局

三木店

ゆりのき店

河原医院

中垣整形外科

うちの薬局

医療法人

大淀店

医療法人

弘仁会

仁成会

ゆうゆうクリニック

医療法人たちばな会

辻内科医院

医療法人

藤民病院

西岡クリニック

５階

544-1

0742-40-1133

医療機関等名

医療機関区分

田中歯科医院

歯科（診療所） 646-1421

和歌山県

田辺市中辺路町栗栖川142-5

0739-64-0040

小柳歯科クリニック

歯科（診療所） 648-0085

和歌山県

橋本市岸上563-1

0736-33-0866

守内歯科医院

歯科（診療所） 649-7205

和歌山県

橋本市高野口町名倉6

0736-42-2214

サン調剤薬局

薬局

640-8107

和歌山県

和歌山市三木町堀詰41番地スカイハイツ三木町1F

073-436-9125

アニマ薬局

薬局

640-8150

和歌山県

和歌山市十三番丁5番地

073-435-3536

関西薬局和歌山店

薬局

640-8342

和歌山県

和歌山市友田町4-130Aタワー

黒江調剤薬局

薬局

642-0001

和歌山県

海南市船尾215-3

073-499-6857

ごんべえドリ薬局紀見店

薬局

648-0052

和歌山県

橋本市紀見椿原591-1

0736-38-3880

アーク薬局

薬局

649-0317

和歌山県

有田市古江見180-4

0737-22-6000

有限会社出嶋調剤薬局

薬局

649-2105

和歌山県

西牟婁郡上富田町朝来７９５－５

0739-47-4109

さんばし薬局

薬局

649-2211

和歌山県

西牟婁郡白浜町1063-15

0739-42-2875

ゆうあい薬局

薬局

649-6231

和歌山県

岩出市川尻54-1

0736-69-0234

薬局

薬局

649-6414

和歌山県

紀の川市打田１９ー１１

0736-67-8874

紀?

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

１階

073-423-1600

クリニック陽まり

医科（診療所） 680-0843

鳥取県

鳥取市南吉方３丁目５２２番地

0857-30-1525

すおうメンタルクリニック

医科（診療所） 682-0812

鳥取県

倉吉市下田中町９０７番

0858-47-6006

野田外科医院

医科（診療所） 682-0885

鳥取県

倉吉市堺町3-73-1

0858-22-4734

医療法人

医科（診療所） 683-0001

鳥取県

米子市皆生温泉1-4-1

0859-32-1878

加藤クリニック

医科（診療所） 683-0003

鳥取県

米子市皆生3丁目6-32

0859-35-7000

ひろかね内科?循環器内科クリニック

医科（診療所） 683-0322

鳥取県

西伯郡南部町阿賀202-2

0859-39-6115

やまもと整形外科クリニック

医科（診療所） 683-0804

鳥取県

米子市米原6丁目6-4

0859-21-7000

二部診療所

医科（診療所） 689-4233

鳥取県

西伯郡伯耆町二部652-1

0859-62-0351

鳥取県立中央病院

医科（病院）

680-0901

鳥取県

鳥取市江津730

0857-26-2271

日野病院

医科（病院）

689-4504

鳥取県

日野郡日野町野田332

0859-72-0351

医療法人恵聡会中尾歯科医院

歯科（診療所） 680-0802

鳥取県

鳥取市青葉町2丁目105番地

0857-29-7676

スマイル歯科・矯正歯科クリニック

歯科（診療所） 680-0814

鳥取県

鳥取市南町1丁目７

0857-51-1558

こはま歯科医院

歯科（診療所） 680-0872

鳥取県

鳥取市宮長3-3

0857-53-1956

いながき歯科医院

歯科（診療所） 680-0912

鳥取県

鳥取市商栄町398-8

0857-21-1277

社会医療法人

歯科（診療所） 682-0023

鳥取県

倉吉市山根43-1

0858-26-4276

歯科（診療所） 682-0806

鳥取県

倉吉市昭和町1-174

0858-22-1217

TAKAデンタルクリニック

歯科（診療所） 683-0064

鳥取県

米子市道笑町4丁目87-1

0859-39-0606

隅田歯科医院

歯科（診療所） 683-0811

鳥取県

米子市錦町2-2-2

0859-33-3426

国谷歯科医院

歯科（診療所） 689-3211

鳥取県

西伯郡大山町御来屋164

0859-54-3581

吉田一陽堂駅前薬局

薬局

680-0831

鳥取県

鳥取市栄町708

0857-26-5581

おおたにこども・ファミリークリニック

薬局

680-8066

鳥取県

鳥取市国府町進通り３丁目301-1

0857-51-1221

小鴨薬局

薬局

682-0852

鳥取県

倉吉市丸山町477-2

0858-28-3755

ケイ・アイ堂薬局

薬局

683-0002

鳥取県

米子市皆生新田2-2-15ケイ・アイ堂薬局

0859-22-7396

アイプラス薬局ほんどおり店

薬局

683-0062

鳥取県

米子市紺屋町58-2

0859-23-6614

家森薬局

薬局

689-2501

鳥取県

東伯郡琴浦町赤碕1144-4

0858-55-0482

黒坂診療所

薬局

689-5131

鳥取県

日野郡日野町黒坂1243-1

0859-74-0351

西ノ島町国民健康保険浦郷診療所

医科（診療所） 684-0211

島根県

隠岐郡西ノ島町浦郷544-15

08514-6-1211

くれこどもクリニック

医科（診療所） 690-0015

島根県

松江市上乃木4丁目10-27

0852-61-0903

つだ胃腸科・内科クリニック

医科（診療所） 690-0017

島根県

松江市西津田3-5-21

0852-40-9101

メディカルハーブクリニック・ひらいわ

医科（診療所） 690-0876

島根県

松江市黒田町483-5

0852-21-8288

きたほんまちクリニック

医科（診療所） 693-0002

島根県

出雲市今市町北本町5丁目3-6

0853-25-7582

大田呼吸循環クリニック

医科（診療所） 694-0064

島根県

大田市大田町大田ハ151

0854-82-0036

本田皮膚科医院

医科（診療所） 694-0064

島根県

大田市大田町大田ロ1031-6

0854-83-7788

おかだファミリークリニック

医科（診療所） 695-0021

島根県

江津市都野津町2379-3おかだファミリークリニック

0855-52-7899

飯南町立飯南病院

医科（病院）

690-3207

島根県

飯石郡飯南町頓原2060

0854-72-0221

飯南町立志々出張診療所

医科（病院）

690-3312

島根県

飯石郡飯南町八神117-1

0854-72-0221

飯南町立来島診療所

医科（病院）

690-3401

島根県

飯石郡飯南町野萱1826-2

0854-72-0221

飯南町立谷出張診療所

医科（病院）

690-3514

島根県

飯石郡飯南町井戸谷482-7

0854-72-0221

島根県立中央病院

医科（病院）

693-8555

島根県

出雲市姫原４丁目１－１

0853-22-5111

清水歯科

歯科（診療所） 690-0047

島根県

松江市嫁島町15-20

0852-33-7833

吉田歯科医院

歯科（診療所） 692-0011

島根県

安来市安来町1901-1

0854-22-2126

多田歯科医院

歯科（診療所） 695-0021

島根県

江津市都野津町２２８３－４

0855-53-0736

かずあきデンタルクリニック

歯科（診療所） 697-0023

島根県

浜田市長沢町118-8

0855-22-2719

みゆき歯科

歯科（診療所） 698-0011

島根県

益田市染羽町４－３５

0856-31-2272

ことぶき歯科医院

歯科（診療所） 698-0021

島根県

益田市幸町4-71ことぶき歯科医院

0856-24-0770

もりわき歯科

歯科（診療所） 699-1332

島根県

雲南市木次町木次780-26

0854-42-5838

奥出雲歯科

歯科（診療所） 699-1511

島根県

仁多郡奥出雲町三成1622番地１

0854-54-1218

前田歯科医院

歯科（診療所） 699-2511

島根県

大田市温泉津町小浜イ10-9

0855-65-1502

山根歯科医院

歯科（診療所） 699-3211

島根県

浜田市三隅町三隅1325-1

0855-32-0145

歯科（診療所） 699-5513

島根県

鹿足郡吉賀町六日市４１１番地3

0856-77-3052

タカサゴ薬局

薬局

690-0033

島根県

松江市大庭町1802-3

0852-61-2022

有限会社いちご調剤薬局神西支店

薬局

699-0822

島根県

出雲市神西沖町2210-1

0853-43-2602

ヒルズ薬局

薬局

699-3211

島根県

浜田市三隅町三隅1339

0855-32-3611

三隅さんさん薬局

薬局

699-3211

島根県

浜田市三隅町三隅387-5

0855-32-4501

くにとみ薬局

医科（診療所） 700-0901

岡山県

岡山市北区本町6-36第一セントラルビル6階

086-238-2498

たけだ皮膚科

医科（診療所） 700-0927

岡山県

岡山市北区西古松２５２－１１７

086-244-7333

ムネトモクリニック

医科（診療所） 700-0975

岡山県

岡山市北区今7-6-25

086-245-7070

にしがわ診療所

医科（診療所） 701-0163

岡山県

岡山市北区中撫川448-1

086-239-2450

医療法人森友会ももたろうクリニック

医科（診療所） 701-0205

岡山県

岡山市南区妹尾3387-1

086-238-1010

医療法人もろおかクリニック

医科（診療所） 701-4232

岡山県

瀬戸内市邑久町北島492-1

086-943-1222

さとう内科

医科（診療所） 703-8205

岡山県

岡山市中区中井2-11-23

086-275-7711

氏平医院

医科（診療所） 703-8278

岡山県

岡山市中区古京町1-5-10

086-272-1372

中村歯科医院

医科（診療所） 706-0027

岡山県

玉野市日比1-1-11

0863-81-8241

西村眼科医院

医科（診療所） 708-0333

岡山県

苫田郡鏡野町古川150

0868-54-0240

きたの内科クリニック

医科（診療所） 710-0016

岡山県

倉敷市中庄11-1

086-423-1114

医療法人

嘉山会

医科（診療所） 710-0052

岡山県

倉敷市美和2-13-9

086-422-2323

医療法人

ミナモト医院

医科（診療所） 710-1306

岡山県

倉敷市真備町有井205-1

086-698-5050

医療法人なんば小児科医院

医科（診療所） 711-0907

岡山県

倉敷市児島上の町２－２－１７

086-473-6011

医療法人藤田医院

医科（診療所） 713-8122

岡山県

倉敷市玉島中央町1-18-20

086-522-2009

村上脳神経外科内科

医科（診療所） 714-0013

岡山県

笠岡市大井南28-4

0865-69-2345

上田内科クリニック

医科（診療所） 719-0243

岡山県

浅口市鴨方町鴨方1081－1

0865-44-3147

総社みみ・はな・のどクリニック

医科（診療所） 719-1126

岡山県

総社市総社2－20－10

0866-90-3387

医科（病院）

701-0205

岡山県

岡山市南区妹尾850

086-282-1211

医科（病院）

701-0211

岡山県

岡山市南区東畦767-3

086-282-0555

医科（病院）

703-8265

岡山県

岡山市中区倉田567-1

086-276-3231

医科（病院）

714-1202

岡山県

小田郡矢掛町小林395-1

0866-82-0308

医科（病院）

719-3197

岡山県

真庭市上市瀬３４１

0867-52-1133

歯科（診療所） 701-0221

岡山県

岡山市南区藤田676-116

086-296-3998

医療法人

川田内科医院

藤井政雄記念病院附属歯科クリニック

医療法人

木本歯科医院

如水会

おがさわら歯科

三隅店

稲垣医院

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター
岡山光南病院
公益財団法人操風会

岡山旭東病院

鳥越病院
医療法人社団井口会
小野田昌司

総合病院落合病院

岡山市立せのお病院

医療機関等名

医療機関区分

久門田歯科医院

歯科（診療所） 701-1334

岡山県

岡山市北区高松原古才680

086-287-2050

#医療法人社団角南歯科医院#

歯科（診療所） 702-8006

岡山県

岡山市中区藤崎563-7

086-276-5210

医療法人みどり会

歯科（診療所） 702-8034

岡山県

岡山市南区福浜西町3番13号

086-265-6481

井奥歯科医院

歯科（診療所） 702-8057

岡山県

岡山市南区あけぼの町15-13

086-262-0757

鳥取歯科医院

歯科（診療所） 708-0067

岡山県

津山市新職人町24

0868-22-2439

小林歯科医院

歯科（診療所） 708-1224

岡山県

津山市上村１０３番地の１３

0868-29-3381

医療法人優心会山陽大塚歯科医院

歯科（診療所） 709-0862

岡山県

岡山市東区瀬戸町笹岡1284

086-952-3888

三愛歯科クリニック

歯科（診療所） 710-0811

岡山県

倉敷市川入686-1

086-434-8118

<中塚歯科医院>

歯科（診療所） 711-0912

岡山県

倉敷市児島小川町3677-1

086-472-2642

小見山歯科医院

歯科（診療所） 714-0041

岡山県

笠岡市入江81-4

0865-67-2771

西尾歯科医院

歯科（診療所） 717-0501

岡山県

真庭市蒜山中福田205

0867-66-7177

みやお歯科クリニック

歯科（診療所） 719-1134

岡山県

総社市真壁156-1

0866-92-0181

秋山第２歯科

歯科（診療所） 719-1144

岡山県

総社市富原344-7

0866-94-4777

#哲西町歯科診療所#

歯科（診療所） 719-3701

岡山県

新見市哲西町矢田3604

0867-94-9225

ひなた薬局

薬局

700-0821

岡山県

岡山市北区中山下1-9-50

086-224-2227

エンゼル薬局西長瀬店

薬局

700-0964

岡山県

岡山市北区中仙道2-28-21

086-246-6088

マスカット薬局

薬局

701-0153

岡山県

岡山市北区庭瀬812-6

086-292-0020

ひまわり薬局 津高西店

薬局

701-1152

岡山県

岡山市北区津高712-6

086-251-0100

ひまわり薬局

薬局

701-1152

岡山県

岡山市北区津高708-4

086-251-3005

エル薬局

薬局

701-1334

岡山県

岡山市北区高松原古才２５６－６

086-287-7119

きびじ薬局

薬局

701-1334

岡山県

岡山市北区高松原古才478-21

086-287-7022

こやま薬局・並木町店

薬局

702-8058

岡山県

岡山市南区並木町2-13-11

086-902-0781

ザグザグ薬局

薬局

703-8205

岡山県

岡山市中区中井1-17-20

086-275-9009

なかい薬局

薬局

703-8205

岡山県

岡山市中区中井443-5

086-230-4100

新富薬局

薬局

703-8236

岡山県

岡山市中区国富782-5

086-270-1311

コスモス薬局八浜店

薬局

706-0221

岡山県

玉野市八浜町八浜1484-7

0863-53-9888

アサヒ薬局小原店

薬局

708-0001

岡山県

津山市小原107-2

0868-22-1322

笹岡皮膚科クリニック

薬局

708-0001

岡山県

津山市小原148-3

0868-31-3000

有限会社ドレミ薬局

薬局

708-0001

岡山県

津山市小原154-20

0868-24-6922

中尾内科クリニック

薬局

708-0824

岡山県

津山市沼854-6

0868-24-4488

のぞみ薬局中島店

薬局

708-0871

岡山県

津山市中島426-1

0868-28-7117

薬局

709-0861

岡山県

岡山市東区瀬戸町瀬戸190-4

086-952-9988

キシ薬局弓削店

薬局

709-3614

岡山県

久米郡久米南町下弓削389-2

086-728-9077

日の出薬局

薬局

710-0014

岡山県

倉敷市黒崎568-15

086-464-0077

くすの木薬局

薬局

710-0026

岡山県

倉敷市加須山254-12

086-441-2703

スマイル薬局笹沖店

薬局

710-0038

岡山県

倉敷市新田2750-7

086-454-8680

日の出薬局

薬局

710-0253

岡山県

倉敷市新倉敷駅前3-73-1

086-525-0127

アイビー薬局水江

薬局

710-0802

岡山県

倉敷市水江1038-1

086-460-3411

ささおき薬局

薬局

710-0834

岡山県

倉敷市笹沖1329-1

086-454-5010

きび薬局真備店

薬局

710-1306

岡山県

倉敷市真備町有井６２－１

086-697-0405

児島ひかり薬局

薬局

711-0903

岡山県

倉敷市児島田の口2-3-18

086-477-5822

藤原薬局

薬局

712-8031

岡山県

倉敷市福田町浦田2391

086-455-1211

薬局

712-8063

岡山県

倉敷市水島南幸町1-5

086-447-8033

アルファー薬局

薬局

714-0081

岡山県

笠岡市笠岡5101-4

0865-63-0023

のぞみ薬局

薬局

714-0081

岡山県

笠岡市笠岡2265-1

0865-69-1225

落合薬局

薬局

716-0061

岡山県

高梁市落合町阿部1676-5

0866-22-8055

ファミリー薬局鴨方店

薬局

719-0243

岡山県

浅口市鴨方町鴨方1639-5

0865-45-9208

医療法人節和会

三好眼科

医科（診療所） 720-0053

広島県

福山市大黒町2-39

084-927-2222

医療法人

三德会

医科（診療所） 720-1132

広島県

福山市駅家町倉光306-4

084-976-2211

医科（診療所） 722-1112

広島県

世羅郡世羅町本郷825-1

0847-22-1148

医科（診療所） 723-0015

広島県

三原市円一町1-1-7フジグラン三原

0848-61-0321

府中みのりクリニック

医科（診療所） 726-0003

広島県

府中市元町43-1

0847-45-4572

板阪整形外科クリニック

医科（診療所） 729-0141

広島県

尾道市高須町4756-31

0804-56-0506

大和診療所

医科（診療所） 729-1321

広島県

三原市大和町和木1538番地1

0847-34-0034

中央通り乳腺検診クリニック

医科（診療所） 730-0029

広島県

広島市中区三川町1-20 ピンクリボン39ビル5F

082-541-1504

よしだハートクリニック

医科（診療所） 730-0051

広島県

広島市中区大手町3丁目13-8本逕寺ビル2F

082-246-4188

医療法人

医科（診療所） 731-0122

広島県

広島市安佐南区中筋2-5-20

082-870-7700

池田内科クリニック

医科（診療所） 731-0144

広島県

広島市安佐南区高取北1-4-25-1

082-832-8600

医）みつだ循環器科内科

医科（診療所） 731-0223

広島県

広島市安佐北区可部4丁目9-41ビーフリー中本

村上産婦人科クリニック

医科（診療所） 731-0231

広島県

広島市安佐北区亀山2-6-20

082-819-1333

北広島町豊平診療所

医科（診療所） 731-1222

広島県

山県郡北広島町阿坂4705

0826-84-1155

安佐南内科リウマチ科クリニック

医科（診療所） 731-3164

広島県

広島市安佐南区伴東5丁目21－35

082-849-6200

川岡内科クリニック

医科（診療所） 731-5135

広島県

広島市佐伯区海老園２－３－８

082-922-0022

松村循環器・外科医院

医科（診療所） 731-5136

広島県

広島市佐伯区楽々園２丁目２番１９号

082-921-0434

医療法人宮本形成外科

医科（診療所） 732-0814

広島県

広島市南区段原南2-3-22

082-264-8800

たなか皮ふ科アレルギー科

医科（診療所） 733-0821

広島県

広島市西区庚午北2-22-4高須サンフラワービル３階

082-507-1800

大瀬戸リハビリ整形外科

医科（診療所） 734-0015

広島県

広島市南区宇品御幸1-17-1

082-256-5000

なんば内科

医科（診療所） 735-0006

広島県

安芸郡府中町本町2-5-13

082-282-4511

廣本クリニック

医科（診療所） 736-0086

広島県

広島市安芸区矢野南３－１－２

082-888-5077

大本整形外科

医科（診療所） 737-0051

広島県

呉市中央6-5-2サンシティ中央

ひろしまこどもクリニック

医科（診療所） 738-0034

広島県

廿日市市宮内4478-1

0829-37-1230

医療法人かとう小児科アレルギー科

医科（診療所） 739-0007

広島県

東広島市西条土与丸5-9-6医療法人かとう小児科アレルギー科

082-421-5522

医療法人

医科（診療所） 739-0025

広島県

東広島市西条中央7-1-17

082-422-3518

医療法人社団高陽耳鼻咽喉科

医科（診療所） 739-1742

広島県

広島市安佐北区亀崎1-2-4タウンセンタービル1階

082-841-6687

特定医療法人社団宏仁会寺岡整形外科病院

医科（病院）

720-0077

広島県

福山市南本庄3-1-52

084-923-0516

国家公務員共済組合連合会

医科（病院）

729-2316

広島県

竹原市忠海中町2-2-45

0846-26-0250

医科（病院）

729-3423

広島県

府中市上下町矢野100

0847-62-2238

庭瀬店
津高店

高島東店

株式会社ハートフルメディエイト

プラス薬局

中庄店

玉島店

イヨウ薬局

水島店

社団

もんぜんクリニック

瀬尾医院
医療法人リーベリー

木原こどもクリニック

矢村皮ふ科クリニック

川口内科クリニック

呉共済病院忠海分院

府中市立湯が丘病院

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

1F

大本整形外科

082-819-1201

0823-24-3331

国家公務員共済組合連合会

広島記念病院

医科（病院）

730-0802

広島県

広島市中区本川町1-4-3

082-292-1271

国家公務員共済組合連合会

吉島病院

医科（病院）

730-0822

広島県

広島市中区吉島東3-2-33

082-241-2167

大朝ふるさと病院

医科（病院）

731-2103

広島県

山県郡北広島町新庄2147-1

0826-82-3900

南海田病院

医科（病院）

736-0043

広島県

安芸郡海田町栄町２－４２

082-823-8855

県立安芸津病院

医科（病院）

739-2402

広島県

東広島市安芸津町三津4388

0846-45-0055

ひらち歯科医院

歯科（診療所） 720-0082

広島県

福山市木之庄町1-12-38

084-924-3718

佐藤歯科医院

歯科（診療所） 720-0815

広島県

福山市野上町2-15-1

084-922-8148

うまこし歯科医院

歯科（診療所） 720-2124

広島県

福山市神辺町川南1726-1

084-966-3022

もりかわ歯科医院

歯科（診療所） 721-0955

広島県

福山市新涯町2-6-31もりかわビル2F

084-954-0838

ふみのデンタルクリニック

歯科（診療所） 722-0051

広島県

尾道市東尾道10-2

0848-36-6165

岡本歯科医院

歯科（診療所） 729-0104

広島県

福山市松永町３５２－１３

084-930-4730

まつだ歯科医院

歯科（診療所） 729-0417

広島県

三原市本郷南6-24-14

0848-86-4844

森野歯科医院

歯科（診療所） 730-0001

広島県

広島市中区白島北町14-23

082-223-8558

梶谷歯科医院

歯科（診療所） 730-0004

広島県

広島市中区東白島町17-28

082-221-6243

医療機関等名

医療機関区分

医療法人社団

小町歯科クリニック

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

歯科（診療所） 730-0041

広島県

広島市中区小町2-20小町メールビル2F

082-545-1900

みどりファミリー歯科

歯科（診療所） 731-0612

広島県

安芸高田市美土里町本郷1781-10

0826-54-0843

平野歯科医院

歯科（診療所） 731-5127

広島県

広島市佐伯区五日市7-4-31

082-921-4798

甲野歯科医院

歯科（診療所） 731-5155

広島県

広島市佐伯区城山1-15-8

082-921-2652

もうり歯科

歯科（診療所） 732-0029

広島県

広島市東区福田７丁目３－１４ー１０１

082-899-5890

平尾歯科医院

歯科（診療所） 733-0035

広島県

広島市西区南観音7-5-14ロイヤルシャトー中田102

082-234-1180

スマイル歯科医院

歯科（診療所） 734-0036

広島県

広島市南区旭3丁目1-8 コーポ山本2F

082-256-1122

小島歯科医院

歯科（診療所） 734-0044

広島県

広島市南区西霞町7-13

082-251-7018

さんたんだ歯科医院

歯科（診療所） 735-0006

広島県

安芸郡府中町本町２－５－１１グランドピア府中

082-282-4180

宇根本歯科医院

歯科（診療所） 737-0003

広島県

呉市阿賀中央8-3-13

0823-73-7714

岡田歯科医院

歯科（診療所） 737-0046

広島県

呉市中通2-1-21

0823-23-1353

西田歯科医院

歯科（診療所） 737-0125

広島県

呉市広本町3-3-9

090-4612-8435

中国労災病院

歯科（診療所） 737-0193

広島県

呉市広多賀谷１丁目５－１

0823-72-7171

中国労災病院

歯科（診療所） 737-0193

広島県

呉市広多賀谷１丁目５－１

0823-72-7171

平山歯科医院

歯科（診療所） 737-0875

広島県

呉市天応大浜2-4-3

0823-30-0203

やまさき歯科医院

歯科（診療所） 737-2302

広島県

江田島市能美町鹿川3230-2

0823-45-4511

グリーン歯科

歯科（診療所） 738-0036

広島県

廿日市市四季が丘6-15-203

0829-39-0648

ほんだ歯科医院

歯科（診療所） 739-0047

広島県

東広島市西条下見6-10-3

082-421-3200

山村歯科医院

歯科（診療所） 739-1751

広島県

広島市安佐北区深川3-25-19

082-841-3741

アリス歯科クリニック

歯科（診療所） 739-2504

広島県

東広島市黒瀬町宗近柳国932-1

0823-82-0321

(株)

薬局

720-0053

広島県

福山市大黒町1-1

084-923-2325

葦陽紅葉町薬局

薬局

720-0811

広島県

福山市紅葉町3-23

084-926-4512

葦陽ローズ薬局

薬局

720-0812

広島県

福山市霞町2-2-2

084-932-0044

葦陽ミナミ薬局

薬局

720-0814

広島県

福山市光南町2-4-4

084-925-0646

有限会社エコー薬局野上店

薬局

720-0815

広島県

福山市野上町２－１０－２２

084-927-0550

今岡薬局

薬局

720-0825

広島県

福山市沖野上町4-21-33

084-922-1985

薬局

721-0926

広島県

福山市大門町1-39-18

084-946-4044

薬局

721-0952

広島県

福山市曙町5-18-20

084-954-0508

かえで薬局

薬局

721-0973

広島県

福山市南蔵王町4-12-27

084-959-4002

新尾道薬局

薬局

722-0022

広島県

尾道市栗原町5901-1

0848-24-2417

麻生中央薬局

薬局

722-0034

広島県

尾道市十四日元町6-12

0848-37-3451

市薬局

薬局

722-0311

広島県

尾道市御調町市100番地

0848-76-3490

のぞみ薬局

薬局

722-2102

広島県

尾道市因島重井町5243-5

0845-23-7211

病院前薬局

薬局

722-2323

広島県

尾道市因島土生町2100-11

0845-26-0333

大和薬局

薬局

729-1406

広島県

三原市大和町下徳良1895-4

0847-33-1717

(株)タワーメディカルあやめ薬局矢野店

薬局

729-3421

広島県

府中市上下町深江476-2

0847-62-5755

めいぷる薬局

薬局

730-0001

広島県

広島市中区白島北町17-1原田フラット1F

082-221-7120

センター薬局9

薬局

730-0011

広島県

広島市中区基町6-27アクアセンター街9F

082-225-3385

アレス薬局可部店

薬局

731-0221

広島県

広島市安佐北区可部6丁目3-24

082-819-1133

のぞみ薬局可部西店

薬局

731-0221

広島県

広島市安佐北区可部4-6-2 YNビル102

082-819-2277

のぞみ薬局本店

薬局

731-0221

広島県

広島市安佐北区可部5-14-19

082-810-0270

のぞみ薬局可部南店

薬局

731-0223

広島県

広島市安佐北区可部南2-14-15

082-819-3325

貴船薬局

薬局

731-4227

広島県

安芸郡熊野町貴船18-15

082-854-7127

五日市豊見薬局

薬局

731-5127

広島県

広島市佐伯区五日市4-4-31唯山ビル1Ｆ

082-924-3838

薬局

731-5128

広島県

広島市佐伯区五日市中央7-16-26

080-3355-8103

薬局ドラッグスソウ

薬局

731-5133

広島県

広島市佐伯区旭園4-29

080-3355-8103

南海老園豊見薬局

薬局

731-5135

広島県

広島市佐伯区海老園1-8-25

090-1683-2645

なのはな薬局

薬局

732-0029

広島県

広島市東区福田5丁目1168-3

082-899-6005

薬局アップルファーマシー

薬局

732-0814

広島県

広島市南区段原南2-12-28

082-263-8156

みらい薬局

薬局

733-0035

広島県

広島市西区南観音２丁目３－３７

082-503-3070

観音みなみ薬局

薬局

733-0035

広島県

広島市西区南観音7-14-20藤島第2ビル

すばる薬局

薬局

733-0861

広島県

広島市西区草津東1-8-1

082-272-3304

アイ薬局

薬局

734-0024

広島県

広島市南区仁保新町1-9-14

082-286-5101

ニコニコ薬局

薬局

735-0015

広島県

安芸郡府中町青崎東20-2

082-284-4300

有限会社

薬局

736-0082

広島県

安芸区船越南２丁目１７－１

082-824-3044

あすなろ薬局

薬局

737-0112

広島県

呉市広古新開７－４０－１

0823-74-3996

にじむら薬局

薬局

737-0134

広島県

呉市広多賀谷1-3-40

0823-27-7892

焼山貴船薬局

薬局

737-0935

広島県

呉市焼山中央2-6-37

0823-30-1288

平良しみず薬局

薬局

738-0025

広島県

廿日市市平良2丁目10-36

0829-34-1193

しみず薬局

薬局

738-0033

広島県

廿日市市串戸3-21-2

0829-32-4141

アクア薬局

薬局

738-0054

広島県

廿日市市阿品3丁目5-20

0829-36-6633

セリア薬局

薬局

739-0007

広島県

東広島市西条土与丸6丁目1-3

082-423-7100

八本松ココ薬局

薬局

739-0146

広島県

東広島市八本松飯田6丁目１５－２９

082-497-0810

こうだ薬局

薬局

739-1101

広島県

安芸高田市甲田町高田原1474-1

0826-45-7050

のぞみ薬局高陽店

薬局

739-1731

広島県

広島市安佐北区落合5-25-1

082-841-6330

あすか薬局

薬局

739-2102

広島県

東広島市高屋町杵原1347-9

082-420-4051

にしたかや薬局

薬局

739-2125

広島県

東広島市高屋町中島31-1

082-434-7933

中村クリニック

医科（診療所） 740-0061

山口県

玖珂郡和木町和木2-9-11

0827-53-8100

柳井市立平郡診療所

医科（診療所） 742-0041

山口県

柳井市平郡1824番地11

0820-47-2032

医療法人

医科（診療所） 745-0801

山口県

周南市

0834-25-3550

医科（診療所） 746-0018

山口県

周南市大神三丁目１２番１号

0834-61-2300

医科（診療所） 747-0812

山口県

防府市鋳物師町１１－８

0835-27-3387

医科（診療所） 751-0815

山口県

下関市本町1-1-20

083-228-1024

医科（診療所） 753-0821

山口県

山口市葵1-4-73

083-922-7527

医科（診療所） 755-0047

山口県

宇部市島2-1-3

0836-33-1103

医）猪熊耳鼻咽喉科

医科（診療所） 755-0072

山口県

宇部市中村3丁目5-22

0836-35-8787

医療法人ささいささい放射線科

医科（診療所） 755-0082

山口県

宇部市東小羽山町4-1-2

0836-22-0331

わたなべ泌尿器科

医科（診療所） 756-0806

山口県

山陽小野田市中川4-6-13

0836-81-4777

周防大島町立大島病院

医科（病院）

742-2106

山口県

大島郡周防大島町小松1415番地1

0820-74-2580

光市立大和総合病院

医科（病院）

743-0192

山口県

光市大字岩田９７４

0820-48-2111

医科（病院）

745-0811

山口県

周南市五月町13-1

0834-31-1734

医科（病院）

750-8520

山口県

下関市向洋町１丁目１３－１

083-231-4111

独立行政法人国立病院機構関門医療センター

医科（病院）

752-8510

山口県

下関市長府外浦町1-1

083-241-1199

医療法人社団水生会柴田病院

医科（病院）

753-0221

山口県

山口市大内矢田北5丁目11番21号

083-927-2800

医療法人

仁保病院

医科（病院）

753-0303

山口県

山口市仁保下郷１９１５－１医療法人

済生会山口総合病院

医科（病院）

753-8517

山口県

山口市緑町２番１１号

083-901-6111

医療法人社団豊美会田代台病院

医科（病院）

754-0122

山口県

美祢市美東町真名2941番地

08396-5-0301

阿知須共立病院

医科（病院）

754-1277

山口県

山口市阿知須４８４１番地１

0836-65-2200

たにもと歯科医院

歯科（診療所） 740-0724

山口県

岩国市錦町広瀬6707-7

0827-72-2090

佃歯科医院

歯科（診療所） 743-0011

山口県

光市光井９丁目１０－１０

0833-72-5337

下村歯科

歯科（診療所） 744-0028

山口県

下松市藤光町1-10-31

0833-43-0403

サン・メディカル薬局大黒店

医療センター前店

イヨウ薬局
有限会社

大門店
三宅調剤薬局

薬局ドラッグスソウ

フレスタ波出石店

ハート薬局

幸里会

桜木クリニック

おのクリニック
医療法人すみれ会
医療法人

ひよしクリニック

あやめ内科

田村医院
医療法人社団

医療法人社団

しま産婦人科

共愛会

地方独立行政法人

徳山静養院

下関市立市民病院

久米

１階

2919-1桜木クリニック

仁保病院

082-233-7510

083-941-5555

医療機関等名

医療機関区分

医療法人AKSまさる歯科医院

歯科（診療所） 745-0026

山口県

周南市住崎町６－１７

0834-27-6480

藤井歯科医院

歯科（診療所） 753-0088

山口県

山口市中河原町2-30

083-925-6640

寺岡歯科診療所

歯科（診療所） 754-0002

山口県

山口市小郡下郷９３５伴地

083-973-1057

アイベックスデンタルクリニック

歯科（診療所） 754-0891

山口県

山口市小郡黄金町14-8

083-973-0648

やすもと歯科医院

歯科（診療所） 754-0897

山口県

山口市嘉川3598-2やすもと歯科医院

083-989-5888

医療法人久栄会山内歯科

歯科（診療所） 755-0096

山口県

宇部市開1-3-1

0836-21-2415

つしみ薬局

薬局

740-0018

山口県

岩国市麻里布町6-7-24

0827-23-6300

ワキ薬局

薬局

740-0061

山口県

玖珂郡和木町和木３－１－８

0827-53-3392

平田壱丁目薬局

薬局

741-0072

山口県

岩国市平田1-28-25

0827-34-0121

めぐみ薬局

薬局

744-0013

山口県

下松市栄町3-4-2

0833-44-1567

ニコニコ薬局

薬局

745-0643

山口県

周南市新清光台2-10-20

0833-91-4787

トマト薬局

薬局

745-0824

山口県

周南市大内町10-10

0834-28-5993

家本薬局

薬局

747-0834

山口県

防府市田島1032番地

0835-26-3000

ワイズ薬局

薬局

752-0977

山口県

下関市長府東侍町5-6

083-246-1235

佐村松山町薬局

薬局

755-0026

山口県

宇部市松山町4-8-3

0836-34-2322

ひばり薬局

薬局

755-0034

山口県

宇部市東琴芝１丁目４番１７－１号

0836-32-5347

小串薬局

薬局

755-0068

山口県

宇部市東小串1-1-64

0836-43-9792

しんせい薬局

薬局

755-0154

山口県

宇部市今村南１丁目１番２３号

0836-38-8866

サン薬局

薬局

755-0155

山口県

宇部市今村北5丁目12番1号

0836-54-4570

はな薬局市民病院前店

薬局

756-0088

山口県

山陽小野田市東高泊1614-3

0836-81-2066

日の出調剤薬局

薬局

756-0091

山口県

山陽小野田市日の出3-7-5

0836-84-5285

めぐみ薬局

薬局

757-0001

山口県

山陽小野田市厚狭1444-9

0836-71-2117

医科（診療所） 770-0022

徳島県

徳島市佐古二番町５－２０おおしま内科皮フ科クリニック

088-622-1230

盛眼科医院

医科（診療所） 770-0831

徳島県

徳島市寺島本町西2-12

088-652-8350

末広ひなたクリニック

医科（診療所） 770-0866

徳島県

徳島市末広2丁目-110-1

088-624-6821

医療法人慈光会

医科（診療所） 770-0937

徳島県

徳島市富田橋１丁目３０番地

088-624-1001

佐川皮膚科

医科（診療所） 770-0937

徳島県

徳島市富田橋1丁目22-2

088-625-6410

ふじおか小児クリニック

医科（診療所） 770-0942

徳島県

徳島市昭和町8丁目70-3

088-622-0012

医療法人

医科（診療所） 771-0204

徳島県

板野郡北島町鯛浜字原５１－１

088-698-3111

医科（診療所） 771-5410

徳島県

那賀郡那賀町大久保字大西３番地2

0884-62-0137

医科（診療所） 774-0009

徳島県

阿南市西路見町元村２８ー１

0884-22-1484

医科（診療所） 779-3244

徳島県

名西郡石井町浦庄字下浦689番地の１

088-674-6181

医科（病院）

770-0941

徳島県

徳島市万代町4丁目２－２

088-622-7788

医科（病院）

770-8008

徳島県

徳島市西新浜町１丁目6番２５号

088-663-0020

医科（病院）

771-2304

徳島県

三好市三野町芝生1270番地30

0883-77-2323

島歯科医院

歯科（診療所） 770-0863

徳島県

徳島市安宅1丁目10-28安宅ハイツ103号

088-623-6909

堺歯科医院

歯科（診療所） 771-0203

徳島県

板野郡北島町中村寺裏16-22

088-698-0222

須原歯科医院

歯科（診療所） 773-0005

徳島県

小松島市南小松島町１－３２

0885-33-1331

飛梅歯科医院

歯科（診療所） 776-0010

徳島県

吉野川市鴨島町鴨島526-10

0883-24-0517

石本歯科医院

歯科（診療所） 779-3122

徳島県

徳島市国府町府中713-6

088-642-8850

ファルコ薬局徳島駅前店

薬局

770-0833

徳島県

徳島市一番町2丁目12番地

088-677-4088

かもじま調剤薬局上下島店

薬局

776-0013

徳島県

吉野川市鴨島町上下島440-1

0883-26-1343

塩見内科医院

医科（診療所） 760-0075

香川県

高松市楠上町一丁目９番３６号

087-862-0403

医科（診療所） 760-0076

香川県

高松市観光町649-8

087-839-9626

医療法人社団空会大西内科クリニック

医科（診療所） 761-0113

香川県

高松市屋島西町2490-18

087-818-0765

医療法人社団 瀧川整形外科医院

医科（診療所） 761-0301

香川県

高松市林町1583-1

087-867-2288

高松e眼科

医科（診療所） 761-8073

香川県

高松市太田下町2457-1

087-868-8855

医療法人社団仁泉会西岡医院

医科（診療所） 761-8085

香川県

高松市寺井町１３８５番地１０

087-885-2021

医療法人社団石田医院

医科（診療所） 763-0012

香川県

丸亀市土居町2-8-8

0877-22-4867

医療法人社団

カサイゲカイチョウカイイン

医科（診療所） 763-0055

香川県

丸亀市新田町19番地1

0877-23-4666

医療法人社団丸亀博愛会ふたご山クリニック

医科（診療所） 763-0091

香川県

丸亀市川西町北1360-1

0877-24-8000

医療法人社団

医科（診療所） 765-0003

香川県

善通寺市善通寺町1-7-18

0877-63-1500

医科（診療所） 766-0004

香川県

仲多度郡琴平町榎井873-3

0877-73-3322

医科（診療所） 768-0012

香川県

観音寺市植田町１０１０番地シ－クレストクリニカルモ－ル２階

0875-23-2022

医療法人社団米沢整形外科医院

医科（診療所） 769-2101

香川県

さぬき市志度1939-3

087-894-1266

医療法人社団豊南会香川井下病院

医科（病院）

769-1613

香川県

観音寺市大野原町花稲818-1

0875-52-2215

伊東歯科矯正歯科医院

歯科（診療所） 760-0011

香川県

高松市浜ノ町９－９

087-826-2118

まつした歯科医院

歯科（診療所） 760-0077

香川県

高松市上福岡町916‐4

087-863-6755

#あおぞら歯科クリニック#

歯科（診療所） 760-0080

香川県

高松市木太町5095-1

087-866-6480

木村歯科医院

歯科（診療所） 760-0080

香川県

高松市木太町４６６－６

087-865-7788

高橋歯科医院

歯科（診療所） 761-4101

香川県

小豆郡土庄町甲5165-50

0879-62-3197

石丸歯科医院

歯科（診療所） 761-8071

香川県

高松市伏石町２０１８番地１２

087-815-2747

藤澤歯科医院

歯科（診療所） 762-0032

香川県

坂出市駒止町1-5-5

0877-45-8415

みいけ歯科医院

歯科（診療所） 762-0035

香川県

坂出市池園町６－７みいけ歯科医院

0877-46-1213

#篠原歯科医院#

歯科（診療所） 763-0033

香川県

丸亀市中府町1-2-15

0877-24-2456

#いまい歯科クリニック#

歯科（診療所） 763-0073

香川県

丸亀市柞原町682-4

0877-58-1212

医療法人社団

歯科（診療所） 766-0017

香川県

仲多度郡まんのう町炭所西771

0877-79-2113

眞室歯科医院

歯科（診療所） 766-0023

香川県

仲多度郡まんのう町吉野2668-3

0877-79-1418

#漆川歯科医院#

歯科（診療所） 769-1611

香川県

観音寺市大野原町大野原3816-1

0875-54-2077

アリーデンタルクリニック

歯科（診療所） 769-1611

香川県

観音寺市大野原町大野原2071-2

0875-23-7330

加地歯科医院

歯科（診療所） 769-2101

香川県

さぬき市志度1904-16ミツワビル2階

087-894-8211

おがわ歯科医院

歯科（診療所） 769-2102

香川県

さぬき市鴨庄2640-1

087-895-1122

ダイヤ薬局

薬局

761-2305

香川県

綾歌郡綾川町滝宮556－６

087-870-8101

薬局

761-8074

香川県

高松市太田上町420-1

087-869-7420

薬局

761-8076

香川県

高松市多肥上町1468-1

090-7623-8696

しろくま薬局

薬局

761-8077

香川県

高松市出作町281-1

087-888-4690

有限会社

薬局

761-8084

香川県

高松市一宮町450-1

087-886-7274

林田調剤薬局

薬局

762-0012

香川県

坂出市林田町3331-3

0877-47-4432

あおば薬局

薬局

762-0046

香川県

坂出市富士見町1-10-10

0877-85-3154

城東調剤薬局

薬局

763-0013

香川県

丸亀市城東町3-10-8

0877-25-2228

かわにし南調剤薬局

薬局

763-0092

香川県

丸亀市川西町南1540-6

0877-28-1015

有限会社

薬局

769-2101

香川県

さぬき市志度花池尻2493-2

087-894-6171

ベテル三番町クリニック

医科（診療所） 790-0003

愛媛県

松山市三番町3丁目4-12

089-941-1610

あらたま内科・糖尿病内科

医科（診療所） 790-0011

愛媛県

松山市千舟町8丁目66-5

089-909-3533

ほこいし医院

医科（診療所） 790-0014

愛媛県

松山市柳井町1丁目14-8

089-931-5811

松山市医師会診療所

医科（診療所） 790-0035

愛媛県

松山市藤原2丁目4-70

089-915-7701

おおしろ外科こもれび診療所

医科（診療所） 790-0046

愛媛県

松山市余戸西1-1-6

089-968-8788

みねおい内科・循環器内科医院

医科（診療所） 790-0051

愛媛県

松山市生石町

089-932-1202

おおの整形外科内科医院

医科（診療所） 790-0056

愛媛県

松山市土居田町424-1

089-973-0112

医療法人

医科（診療所） 790-0065

愛媛県

松山市宮西１丁目3-29

089-911-0106

医科（診療所） 790-0921

愛媛県

松山市福音寺町25-1

089-970-6100

医療法人大島内科医院

おおしま内科皮フ科クリニック

橋口内科クリニック

越智内科胃腸科

那賀町国民健康保険

日野谷診療所

阿南いしばし医院
医療法人徳治会
医療法人

田中医院

倚山会

田岡病院

近藤内科病院
三好市国民健康保険

市立三野病院

医療法人社団如水会

森

オリーブ高松メディカルクリニック

医院

浜田眼科医院
医療法人社団啓真会

渡辺ハートクリニック内科

平田歯科医院

滝宮店

ラポー薬局
<にこ調剤薬局

大島眼科

多肥>

橋本薬局

松村薬局しど調剤薬局

とりかい眼科クリニック

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

医療機関等名

医療機関区分

医療法人丸石整形外科医院

医科（診療所） 790-0932

愛媛県

松山市東石井３丁目７番１号

089-956-6108

窪田クリニック消化器科外科肛門科

医科（診療所） 790-0941

愛媛県

松山市和泉南4丁目２－３

089-958-2516

みゆき眼科

医科（診療所） 790-0944

愛媛県

松山市古川西2-3-18みゆき眼科

089-957-1555

おのクリニック

医科（診療所） 791-0242

愛媛県

松山市北梅本町757

089-975-0091

木谷耳鼻咽喉科

医科（診療所） 791-2114

愛媛県

伊予郡砥部町麻生1-3

089-958-8741

さなだ眼科

医科（診療所） 791-8005

愛媛県

松山市東長戸1丁目8-6

089-926-3377

こんどう心療内科

医科（診療所） 792-0812

愛媛県

新居浜市坂井町2丁目5-14

0897-37-3888

西原耳鼻咽喉科

医科（診療所） 795-0064

愛媛県

大洲市東大洲140-1

0893-23-3366

鬼北町国民健康保険日吉診療所

医科（診療所） 798-1502

愛媛県

北宇和郡鬼北町下鍵山299

0895-44-2250

大西内科医院

医科（診療所） 799-0111

愛媛県

四国中央市金生町下分1423

0896-56-2018

松田循環器科内科

医科（診療所） 799-1353

愛媛県

西条市三津屋南13-50

0898-76-1117

永井クリニック

医科（診療所） 799-3114

愛媛県

伊予市灘町６６番地

089-982-0009

松山ベテル病院

医科（病院）

790-0833

愛媛県

松山市祝谷1229番地

089-925-5000

医科（病院）

790-0951

愛媛県

松山市天山二丁目3番30号

0589-946-1555

たけもと整形外科クリニック

医科（病院）

791-0216

愛媛県

東温市野田2丁目100-2

089-955-5888

医療法人同仁会

医科（病院）

791-8555

愛媛県

松山市六軒家町4-20

089-989-6620

住友別子病院

医科（病院）

792-8543

愛媛県

新居浜市王子町３－１

0897-37-7111

独立行政法人労働者健康安全機構愛媛労災病院

医科（病院）

792-8550

愛媛県

新居浜市南小松原町１３－２７

0897-33-6191

社会福祉法人

医科（病院）

793-0027

愛媛県

西条市朔日市269-1

0897-55-5100

医科（病院）

794-0862

愛媛県

今治市四村103番地1

0898-22-7300

西予市国民健康保険土居診療所

医科（病院）

797-1701

愛媛県

西予市城川町土居５７８番地

0894-83-0031

愛媛県立南宇和病院

医科（病院）

798-4131

愛媛県

南宇和郡愛南町城辺甲2433-1

0895-72-1231

宇和島市立吉田病院

医科（病院）

799-3701

愛媛県

宇和島市吉田町北小路甲217番地

0895-52-0611

<佐々木歯科>

歯科（診療所） 790-0925

愛媛県

松山市鷹子町243-8

089-970-1234

松本歯科医院

歯科（診療所） 790-0925

愛媛県

松山市鷹子町836

089-976-8011

たにもと歯科

歯科（診療所） 790-0941

愛媛県

松山市和泉南1-16-23

089-957-0002

武西歯科医院

歯科（診療所） 791-3164

愛媛県

伊予郡松前町中川原109-1

089-984-6480

医療法人純歯会にいぼり歯科

歯科（診療所） 793-0053

愛媛県

西条市洲之内甲303-4

0897-53-8510

野間歯科医院

歯科（診療所） 794-0006

愛媛県

今治市石井町1-1-71

0898-32-8750

ときわ歯科医院

歯科（診療所） 794-0015

愛媛県

今治市常盤町６丁目５ー２８

0898-32-8848

広小路歯科医院

歯科（診療所） 794-0024

愛媛県

今治市共栄町1-3-6

0898-24-1212

小泉歯科医院

歯科（診療所） 794-0064

愛媛県

今治市小泉4-5-10

0898-22-8148

有馬歯科医院

歯科（診療所） 795-0061

愛媛県

大洲市徳森2413-5

0893-25-6071

ほほえみ歯科クリニック

歯科（診療所） 799-0113

愛媛県

四国中央市妻鳥町字山口屋1274番地１

0896-57-1374

医療法人

歯科（診療所） 799-0121

愛媛県

四国中央市上分町525-1

0896-58-3023

さくら歯科クリニック

歯科（診療所） 799-0431

愛媛県

四国中央市寒川町1334-21さくら歯科クリニック

0896-28-1293

藤田歯科医院

歯科（診療所） 799-0724

愛媛県

四国中央市土居町蕪崎２３３－１

0896-74-7750

まゆみ歯科クリニック

歯科（診療所） 799-1302

愛媛県

西条市楠甲148－4

0898-66-0880

アイリス薬局

薬局

790-0062

愛媛県

松山市南江戸2丁目3番36号メゾンハイツ西山1階

089-909-3450

フラワー薬局

薬局

791-2101

愛媛県

伊予郡砥部町高尾田２９５

089-958-8007

そがめ薬局大町店

薬局

793-0030

愛媛県

西条市大町772-2

0897-52-0130

ならの木薬局ﾋﾞｷﾞﾝ

薬局

794-0054

愛媛県

今治市北日吉町1-8-17

0898-33-7570

有限会社大西薬局

薬局

799-0422

愛媛県

四国中央市中之庄町1593

0896-24-2019

文化堂薬局高市店

薬局

799-1512

愛媛県

今治市高市甲21-2

0898-47-0207

医療法人ケイエムにしの内科クリニック循環器・心臓内科

医科（診療所） 780-8015

高知県

高知市百石町2丁目29番16号にしの内科クリニック循環器・心臓内科

088-855-5524

うぐるす内科クリニック

医科（診療所） 780-8083

高知県

高知市鵜来巣11-38-10

088-840-4976

秋沢内科

医科（診療所） 781-0805

高知県

高知市東雲町8-47

088-882-3770

芸西オルソクリニック

医科（診療所） 781-5701

高知県

安芸郡芸西村和食甲１４９５－１

0887-33-3503

信貴耳鼻咽喉科

医科（診療所） 783-0004

高知県

南国市大そね甲1770-6

088-863-0555

高見眼科

医科（診療所） 788-0000

高知県

宿毛市宿毛5495-15

0880-62-0880

佐川町立高北国民健康保険病院

医科（病院）

789-1201

高知県

高岡郡佐川町甲1687番地

0889-22-1166

森本歯科

歯科（診療所） 781-0303

高知県

高知市春野町弘岡下3993-9

088-828-6222

医療法人臼歯会安岡診療所

歯科（診療所） 781-2105

高知県

吾川郡いの町新町35

088-893-0100

いちかわ歯科

歯科（診療所） 781-5105

高知県

高知市介良甲1090-1

088-878-4182

高須歯科医院

歯科（診療所） 781-8122

高知県

高知市高須新町２丁目１６－５

088-884-4181

医療法人

歯科（診療所） 783-0004

高知県

南国市大そね甲765-1

088-878-2677

宮定歯科医院

歯科（診療所） 787-0012

高知県

四万十市右山五月町3-20

0880-34-4664

#医）紀親会朝日歯科#

歯科（診療所） 787-0024

高知県

四万十市中村於東町26

0880-34-1108

#岡林歯科医院#

歯科（診療所） 789-1202

高知県

高岡郡佐川町乙１８３９－１

0889-22-5680

アザレ薬局

薬局

780-0056

高知県

高知市北本町1-1-2

088-855-7600

くろしお薬局インター店

薬局

780-0072

高知県

高知市杉井流6-28

088-861-5080

ユーミン薬局

薬局

780-0901

高知県

高知市上町１丁目４－２０渡辺ビル１階

088-875-9251

薬局

780-0964

高知県

高知市横内454

088-844-7117

病院通薬局さくら店

薬局

781-0832

高知県

高知市九反田3-9

088-856-6500

フォレスト調剤薬局南国日章店

薬局

783-0092

高知県

南国市田村乙2040-3

088-821-7611

医療法人祥星会

薬局

788-0051

高知県

宿毛市押ノ川1196番地

0880-63-2146

福井医院

医科（診療所） 800-0006

福岡県

北九州市門司区矢筈町福井医院

093-381-1219

杉本クリニック

医科（診療所） 800-0222

福岡県

北九州市小倉南区中曽根1丁目13－6エクセレントパレス

医療法人まつおか内科クリニック

医科（診療所） 802-0016

福岡県

北九州市小倉北区宇佐町1-7-34

093-521-3952

医療法人村田クリニック

医科（診療所） 802-0075

福岡県

北九州市小倉北区昭和町13-23

093-941-0606

医科（診療所） 802-0084

福岡県

北九州市小倉北区香春口1丁目13-1ﾒﾃﾞｨｯｸｽ美萩野2F

093-921-4133

西田クリニック

医科（診療所） 803-0817

福岡県

北九州市小倉北区田町12-19

093-561-0768

ひまりクリニック

医科（診療所） 803-0846

福岡県

北九州市小倉北区下到津1-4-11ひまりクリニック

093-563-2111

しばた循環器内科クリニック

医科（診療所） 804-0082

福岡県

北九州市戸畑区新池1-7-1

093-873-5058

こまむらクリニック

医科（診療所） 805-0019

福岡県

北九州市八幡東区中央２丁目１０－４－２Ｆ

093-671-0304

医療法人かじわらクリニック

医科（診療所） 805-0019

福岡県

北九州市八幡東区中央2-10-4 ３階アタカビル

093-663-3280

香西洋クリニック

医科（診療所） 806-0021

福岡県

北九州市八幡西区黒崎4-1-5南大門ビル4階

093-645-3355

医療法人俊英会

医科（診療所） 806-0027

福岡県

北九州市八幡西区菅原町2-13

093-616-0888

医療法人末吉脳神経外科医院

医科（診療所） 808-0144

福岡県

北九州市若松区高須東４－３－３４

093-742-3221

医療法人爽風会

医科（診療所） 809-0018

福岡県

中間市通谷2-24-1

093-245-8100

医科（診療所） 809-0036

福岡県

中間市長津1-15-31

093-245-1650

渡辺通り田上内科クリニック

医科（診療所） 810-0004

福岡県

福岡市中央区渡辺通4-1-36Ｂｉｖｉ福岡1階

092-751-7680

まえだ平和内科クリニック

医科（診療所） 810-0016

福岡県

福岡市中央区平和5-6-18レインボービル平和１F

092-522-6577

桜坂皮ふ科クリニック

医科（診療所） 810-0024

福岡県

福岡市中央区桜坂1丁目2-8桜坂皮ふ科クリニック

092-737-4112

テレサ福岡天神ウィメンズクリニック

医科（診療所） 810-0041

福岡県

福岡市中央区大名１－２－５

092-718-7888

川﨑内科医院

医科（診療所） 811-0121

福岡県

糟屋郡新宮町美咲２丁目８番７号川﨑内科医院

092-962-1931

にしおか皮ふ科

医科（診療所） 811-0201

福岡県

福岡市東区三苫3-2-50

092-410-1686

奈多こどもファミリークリニック

医科（診療所） 811-0204

福岡県

福岡市東区奈多3-6-20奈多こどもファミリークリニック

092-605-7719

しばた内科クリニック

医科（診療所） 811-1356

福岡県

福岡市南区花畑2-32-18しばた内科クリニック

092-565-3148

医療法人満安内科医院

医科（診療所） 811-2205

福岡県

糟屋郡志免町別府３－１０－５

092-936-7200

医療法人耕真会

医科（診療所） 811-2244

福岡県

糟屋郡志免町志免中央4丁目7-30

092-935-2366

医療法人順風会

天山病院
おおぞら病院

恩賜財団

医療法人大樹会

医療法人

済生会西条病院

今治南病院

石川歯科

南江戸店

かにたに歯科

只管

松岡クリニック

聖ヶ丘病院

医療法人眠りとこころのＹＯＵクリニック

医療法人

有吉祐睡眠クリニック

有吉サテライトクリニック
豊川内科・循環器内科クリニック

萩本医院

えとう眼科クリニック

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

イルカセットビル6階

２F 杉本クリニック

093-473-0300

医療機関等名

医療機関区分

ばばクリニック

医科（診療所） 811-2304

福岡県

糟屋郡粕屋町仲原2924-2

092-612-1234

医療法人ＫＫＣ

医科（診療所） 811-3209

福岡県

福津市日蒔野5丁目14－1メディカルプレイス福津2Ｆ

0940-34-9077

たなかメンタルクリニック

医科（診療所） 812-0011

福岡県

福岡市博多区博多駅前2-3-7シティ21ビル3F

092-474-1456

医療法人森クリニック

医科（診療所） 812-0027

福岡県

福岡市博多区下川端町8-16

092-291-2270

さわさき眼科

医科（診療所） 812-0858

福岡県

福岡市博多区月隈2-3-8

092-503-8888

医療法人ふかざわ医院

医科（診療所） 813-0036

福岡県

福岡市東区若宮３－２－３３

092-661-8111

メンタルクリニック百道浜

医科（診療所） 814-0001

福岡県

福岡市早良区百道浜3-3-1-2F

092-833-2121

うめい内科医院

医科（診療所） 814-0012

福岡県

福岡市早良区昭代3-5-15

092-822-7555

医療法人 しぶえ皮ふ科クリニック

医科（診療所） 814-0111

福岡県

福岡市城南区茶山2丁目13-21

092-841-4112

医療法人こつこつありた整形外科

医科（診療所） 815-0071

福岡県

福岡市南区平和1-2-24メディカルビル・ルミナンス平尾３F

092-534-8060

医療法人南昌江内科クリニック

医科（診療所） 815-0071

福岡県

福岡市南区平和1-4-6

092-534-1000

医療法人まことクリニック

医科（診療所） 816-0801

福岡県

春日市春日原東町3-20MCビル２F

092-584-1470

医療法人透光会

医科（診療所） 816-0924

福岡県

大野城市栄町2-5-15

092-575-0031

姪の浜脳神経外科クリニック

医科（診療所） 819-0006

福岡県

福岡市西区姪浜駅南2丁目23-5ﾙﾐｴｰﾙ大河１F

092-884-0122

伊都まつもと循環器内科・内科

医科（診療所） 819-1128

福岡県

糸島市篠原東2丁目19-7

092-329-1383

医療法人夢結

医科（診療所） 820-0001

福岡県

飯塚市鯰田２２１９番地２０

0948-43-3151

小川内科・循環器内科

医科（診療所） 820-0040

福岡県

飯塚市吉原町6-1あいタウン3階

0948-22-2010

青見胃腸・内視鏡内科クリニック

医科（診療所） 822-0033

福岡県

直方市上新入2490－7

0949-22-2600

木村医院

医科（診療所） 824-0005

福岡県

行橋市中央２－８－２５

0930-22-2435

医科（診療所） 830-0022

福岡県

久留米市城南町12番地45

0942-32-4807

医療法人すわの会山下脳神経外科医院

医科（診療所） 830-0037

福岡県

久留米市諏訪野町１６２１

0942-21-9626

<医療法人俣野内科医院>

医科（診療所） 830-0048

福岡県

久留米市梅満町1296

0942-32-5710

社会医療法人

医科（診療所） 830-0058

福岡県

久留米市野伏間1-9-3

0942-26-0066

いちのせファミリークリニック

医科（診療所） 831-0013

福岡県

大川市中八院1247

0944-86-2366

医療法人

医科（診療所） 832-0003

福岡県

柳川市立石890番地

0944-72-1636

ちくご糖尿病・内分泌クリニック

医科（診療所） 833-0002

福岡県

筑後市前津4-1

0942-42-1100

あさかわ整形外科クリニック

医科（診療所） 833-0031

福岡県

筑後市山ノ井218-1

0942-51-7339

植田医院

医科（診療所） 837-0906

福岡県

大牟田市倉永76

0944-58-0314

西山醫院

医科（診療所） 837-0923

福岡県

大牟田市新町６８番地２

0944-56-1655

医療法人恵愛会西村クリニック

医科（診療所） 837-0925

福岡県

大牟田市大字白川18-35

0944-54-5457

医療法人

医科（診療所） 838-0023

福岡県

朝倉市三奈木3111-2

0946-22-3116

医療法人ひやま会 ひやまクリニック呼吸器内科

医科（診療所） 838-0127

福岡県

小郡市大崎1020-2

0942-23-8510

かわち内科循環器科医院

医科（診療所） 838-0141

福岡県

小郡市小郡1504-1かわち内科循環器科医院

0942-41-2244

ながた内科・循環器クリニック

医科（診療所） 838-0215

福岡県

朝倉郡筑前町篠隈139-1

0946-42-8600

医療法人ぜんどうじ整形外科

医科（診療所） 839-0824

福岡県

久留米市善導寺町飯田908-2

0942-41-5770

医療法人

医科（診療所） 839-1321

福岡県

うきは市吉井町612-1

0943-76-2100

喜之道クリニック

医科（診療所） 871-0811

福岡県

築上郡吉富町広津291-1喜之道クリニック

0979-22-2411

小倉セントラル病院

医科（病院）

800-0241

福岡県

北九州市小倉南区長野本町４－６－１

093-473-0246

独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院

医科（病院）

800-0296

福岡県

北九州市小倉南区曽根北町１番１号

093-471-1121

くらて病院

医科（病院）

807-1311

福岡県

鞍手郡鞍手町小牧2226番地2

0949-42-1231

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院

医科（病院）

810-8539

福岡県

福岡市中央区長浜３丁目３－１

092-721-0831

医療法人社団愛和会

医科（病院）

811-3101

福岡県

古賀市天神-9-1

092-943-3288

宗像水光会総合病院

医科（病院）

811-3298

福岡県

福津市日蒔野5丁目7番地の1

0940-34-3111

医療法人春成会樋口病院

医科（病院）

816-0833

福岡県

春日市紅葉ケ丘東1-86

092-572-0343

医科（病院）

816-0956

福岡県

大野城市南大利2丁目7-2誠愛リハビリテーション病院

092-595-1151

福岡県立精神医療センター太宰府病院

医科（病院）

818-0125

福岡県

太宰府市五条3丁目8番1号

092-922-3137

医療法人西福岡病院

医科（病院）

819-8555

福岡県

福岡市西区生の松原３丁目１８－８

092-881-1331

久留米大学病院

医科（病院）

830-0011

福岡県

久留米市旭町67

0942-31-7607

医療法人けんこう兼行病院

医科（病院）

837-0924

福岡県

大牟田市歴木977-4

0944-54-0055

聖和記念病院

医科（病院）

838-0102

福岡県

小郡市津古1470-1

0942-75-1230

くめ歯科クリニック

歯科（診療所） 800-0226

福岡県

北九州市小倉南区田原新町3-10-10

093-475-8216

まつした歯科医院

歯科（診療所） 800-0233

福岡県

北九州市小倉南区朽網西1-7-8

093-473-8738

#やまじ歯科医院#

歯科（診療所） 803-0864

福岡県

北九州市小倉北区熊谷38090

093-581-1029

戸畑なかしま歯科

歯科（診療所） 804-0081

福岡県

北九州市戸畑区千防2丁目10-6

093-616-0418

ひめだ歯科医院

歯科（診療所） 807-0075

福岡県

北九州市八幡西区下上津役3-5-19

093-612-8117

たなか歯科医院

歯科（診療所） 807-0828

福岡県

北九州市八幡西区友田1-1-1アーバンライフ折尾１F

093-695-2626

絹子歯科クリニック．

歯科（診療所） 810-0022

福岡県

福岡市中央区薬院2-12-33エステートモア薬院倶楽部102

092-737-8828

藤本歯科医院

歯科（診療所） 810-0033

福岡県

福岡市中央区小笹4-15-9

092-791-1948

アラキデンタルクリニック

歯科（診療所） 810-0041

福岡県

福岡市中央区大名２丁目４－19福岡赤坂ビル2F

092-724-6480

なごみ歯科クリニック

歯科（診療所） 810-0053

福岡県

福岡市中央区鳥飼3-1-32グリーンコート大濠1F

092-771-1283

新宮湊歯科クリニック

歯科（診療所） 811-0112

福岡県

糟屋郡新宮町下府5-11-23

092-962-3139

医療法人あすなろ会 さかぐち小児・矯正歯科医院

歯科（診療所） 811-1302

福岡県

福岡市南区井尻5-4-6

092-592-1232

牧野歯科医院

歯科（診療所） 811-1302

福岡県

福岡市南区井尻4-1-37

092-591-5126

きど歯科医院

歯科（診療所） 811-2202

福岡県

糟屋郡志免町志免1665-3 きど歯科医院

092-935-3618

原歯科クリニック

歯科（診療所） 811-2244

福岡県

糟屋郡志免町志免中央4-12-5

092-936-6800

なかの歯科クリニック

歯科（診療所） 811-3106

福岡県

古賀市日吉２丁目１５－５

092-944-4182

ひきた歯科医院

歯科（診療所） 811-3205

福岡県

福津市内殿1016-16ひきた歯科医院

0940-43-5574

須ノ内歯科医院

歯科（診療所） 811-3216

福岡県

福津市花見が浜１－１－１

0940-42-0621

かわしま歯科医院

歯科（診療所） 811-3304

福岡県

福津市津屋崎1-4-1

0940-52-5590

C.A デンタルクリニック

歯科（診療所） 812-0012

福岡県

福岡市博多区博多駅中央街５丁目１５番ホテルセンチュリーアート２階

092-292-6830

あい歯科キャナルシティ博多

歯科（診療所） 812-0018

福岡県

福岡市博多区住吉1-2-25-B1F

092-283-6650

中洲デンタルクリニック

歯科（診療所） 812-0026

福岡県

福岡市博多区上川端町６－１４２

092-291-2200

花田歯科医院

歯科（診療所） 812-0054

福岡県

福岡市東区馬出２－４－２２

092-641-2610

布施歯科クリニック

歯科（診療所） 812-0863

福岡県

福岡市博多区金の隈３丁目１３番８号

092-503-8818

香椎あいあい歯科医院

歯科（診療所） 813-0013

福岡県

福岡市東区香椎駅前１丁目13-24アイノビル２階

092-688-4562

よしかわ歯科医院

歯科（診療所） 813-0044

福岡県

福岡市東区千早5-4-25ルネッサンス21千早101

092-683-2101

いえもと歯科クリニック

歯科（診療所） 814-0032

福岡県

福岡市早良区小田部7-6-13

092-846-1226

福田歯科医院

歯科（診療所） 815-0032

福岡県

福岡市南区塩原4丁目11-21-1Fネオポリス大橋1F

092-541-0117

西田歯科医院

歯科（診療所） 816-0823

福岡県

春日市若葉台西2-5

092-558-2224

すぐ南歯科

歯科（診療所） 816-0863

福岡県

春日市須玖南１丁目１３５

092-573-0275

むらさき歯科

歯科（診療所） 818-0072

福岡県

筑紫野市二日市中央2ー10ー18

092-555-7387

医療法人正行会（藤村医院）

歯科（診療所） 818-0104

福岡県

太宰府市通古賀2-3-15藤村医院歯科

092-929-4618

おおた歯科クリニック

歯科（診療所） 818-0134

福岡県

太宰府市大佐野3-1-52

092-920-5333

原田歯科医院

歯科（診療所） 819-0054

福岡県

福岡市西区上山門3-6-45

092-881-3473

歯科（診療所） 819-0374

福岡県

福岡市西区千里418-1ハローパーク内

092-407-0736

やまだ歯科医院

歯科（診療所） 819-0383

福岡県

福岡市西区田尻1-7-1

092-807-5557

医療法人社団小笹歯科医院

歯科（診療所） 819-1116

福岡県

糸島市前原中央2-3-45

092-322-2378

医療法人英亨会かのう歯科医院

歯科（診療所） 819-1121

福岡県

糸島市荻浦4丁目1－11

092-321-1611

医療法人誠心

歯科（診療所） 819-1148

福岡県

糸島市神在西1-3-1

092-324-8118

アイ歯科

歯科（診療所） 820-0081

福岡県

飯塚市枝国字水洗４９５－１５

09496-2-0805

川﨑歯科口腔医院

歯科（診療所） 822-0002

福岡県

直方市頓野3802番地1

0949-28-1818

井上眼科医院

らそうむ内科・リハビリテーションクリニック

医療法人孝友会

医療法人

槇眼科医院

天神会

野伏間クリニック

わたなべ内科クリニック

福嶋医院

しのざき整形外科クリニック

産科・婦人科愛和病院

特定医療法人社団三光会

医療法人翔優会

誠愛リハビリテーション病院

ワハハ総合デンタル福岡西クリニック

ほりデンタルクリニック

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

MIZUHOデンタルクリニック

歯科（診療所） 822-0005

福岡県

直方市永満寺２５３６番地２

0949-29-9077

藤田歯科医院

歯科（診療所） 822-0015

福岡県

直方市新町2-6-36

0949-22-1123

上鶴歯科医院

歯科（診療所） 822-0101

福岡県

宮若市福丸250

0949-52-0176

医療法人康和会 アイ歯科田川

歯科（診療所） 826-0042

福岡県

田川市川宮1711-7

09496-2-0805

いしだまきこ小児歯科

歯科（診療所） 830-0032

福岡県

久留米市東町491-5

0942-46-8800

佐野公成歯科

歯科（診療所） 830-0045

福岡県

久留米市小頭町12-3

0942-33-0561

つやま歯科・口腔外科医院

歯科（診療所） 830-0053

福岡県

久留米市藤山町745-4

0942-65-9082

木村博歯科医院

歯科（診療所） 832-0058

福岡県

柳川市上宮永町35-3

0944-73-7588

しまず歯科医院

歯科（診療所） 832-0059

福岡県

柳川市下宮永町656-2

0944-72-0363

えり歯科医院

歯科（診療所） 832-0815

福岡県

柳川市三橋町白鳥484-2

0944-72-6777

山村歯科医院

歯科（診療所） 833-0054

福岡県

筑後市蔵数５２１－５５

0942-53-3106

永井歯科クリニック

歯科（診療所） 836-0073

福岡県

大牟田市船津町2丁目３－２２

0944-43-3595

医療法人社団貴望会古閑歯科医院

歯科（診療所） 836-0844

福岡県

大牟田市浄真町92

0944-56-3378

さとう歯科医院

歯科（診療所） 838-0068

福岡県

朝倉市甘木2020-2

0946-22-3098

しらき歯科医院

歯科（診療所） 838-0141

福岡県

小郡市小郡998-2

0942-73-3711

竹上歯科医院

歯科（診療所） 839-1221

福岡県

久留米市田主丸町上原619-3

0943-74-1181

タカラ薬局

香春口

薬局

802-0083

福岡県

北九州市小倉北区江南町2-29

093-922-3038

有限会社あそう薬局

薬局

802-0816

福岡県

北九州市小倉南区若園1-17-34

093-941-1922

ゆう薬局

薬局

802-0985

福岡県

北九州市小倉南区志井1710-1

093-981-8336

有限会社

春の町調剤薬局

薬局

805-0050

福岡県

北九州市八幡東区春の町1-2-34

093-661-0633

有限会社

立町調剤薬局

薬局

805-0050

福岡県

北九州市八幡東区春の町2-3-24

093-661-4858

薬局

806-0026

福岡県

北九州市八幡西区西神原町1-27

093-643-5720

ひまわり薬局水巻店

薬局

807-0025

福岡県

遠賀郡水巻町頃末南1-33-7

093-701-9247

ガリバー調剤薬局

薬局

807-0111

福岡県

遠賀郡芦屋町白浜町2-8

093-222-0005

キクヤ薬局

薬局

808-0025

福岡県

北九州市若松区中川町2-30

093-761-2358

コハラ薬局

薬局

808-0025

福岡県

北九州市若松区中川町３－５

093-751-2304

藤津薬局

薬局

809-0022

福岡県

中間市鍋山町１５－８

093-246-0894

薬局

810-0001

福岡県

福岡市中央区天神5丁目7-7 ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾃｨ天神ﾋﾞﾙ1F

092-791-4000

株式会社モリ薬局 天神店

薬局

810-0001

福岡県

福岡市中央区天神2-14-13 天神三井ビル2階

092-714-3777

タカラ薬局

薬院

薬局

810-0022

福岡県

福岡市中央区薬院2丁目6-8プラム薬院101

092-739-0072

タカラ薬局

小笹

薬局

810-0033

福岡県

福岡市中央区小笹2丁目1-15

092-406-3265

タカラインターナショナル

薬局

810-0064

福岡県

福岡市中央区地行1丁目4-6

092-752-1021

タカラ薬局

浜の町病院前

薬局

810-0072

福岡県

福岡市中央区長浜1丁目2-24

092-406-2966

タカラ薬局

舞鶴

薬局

810-0073

福岡県

福岡市中央区舞鶴1丁目6番1号1階

092-406-3547

タカラ薬局

新宮駅前

薬局

811-0112

福岡県

糟屋郡新宮町美咲2丁目11-6

092-941-7722

タカラ薬局

野多目

薬局

811-1347

福岡県

福岡市南区野多目1丁目2-26

092-557-8030

タカラ薬局

野多目本店

薬局

811-1347

福岡県

福岡市南区野多目1丁目3-1

092-555-3013

ひがし薬局四王寺坂店

薬局

811-2103

福岡県

糟屋郡宇美町四王寺坂1-29-3

092-404-7117

博多の森おひさま薬局

薬局

811-2232

福岡県

糟屋郡志免町別府西3-13-7

092-410-1810

タカラ薬局

仲原

薬局

811-2233

福岡県

糟屋郡志免町別府北1丁目14-26

092-621-7573

タカラ薬局

志免

薬局

811-2244

福岡県

糟屋郡志免町志免中央3丁目6-21

092-936-2260

タカラ薬局

内橋

薬局

811-2300

福岡県

糟屋郡粕屋町大字内橋字横枕300-1

092-938-7788

サカタ薬局花見店

薬局

811-3112

福岡県

古賀市花見東１－３－３

092-942-7448

有限会社オレンジ薬局東病院前店

薬局

811-3113

福岡県

古賀市千鳥２－３－１オレンジ薬局東病院前店

092-941-9140

タカラ薬局

薬局

811-3114

福岡県

古賀市舞の里3丁目15-6

092-941-1701

健生堂薬局

薬局

811-3217

福岡県

福津市中央6-6-16

0940-42-3566

有限会社宗像調剤薬局南店

薬局

811-4163

福岡県

宗像市自由ケ丘9-1-2

0940-39-8383

アコー調剤薬局

薬局

812-0003

福岡県

福岡市博多区下臼井778-1福岡空港国内線ターミナルビル2階

092-624-8632

タカラ薬局博多駅前

薬局

812-0011

福岡県

福岡市博多区博多駅前3丁目25-21-1F

092-451-4355

そよかぜ薬局

薬局

812-0044

福岡県

福岡市博多区千代2-14-5

092-643-2744

タカラ薬局

千代

薬局

812-0044

福岡県

福岡市博多区千代3丁目3-11

092-641-0070

タカラ薬局

箱崎九大前

薬局

812-0053

福岡県

福岡市東区箱崎6丁目13-3-1F

092-260-3740

タカラ薬局

箱崎南

薬局

812-0053

福岡県

福岡市東区箱崎1-3-8アシストレジデンス桜離宮101

092-631-2515

野間薬局麦野店

薬局

812-0882

福岡県

福岡市博多区麦野6-22-8

092-558-2611

双葉薬局

薬局

812-0884

福岡県

福岡市博多区寿町3-5-9

092-573-5553

薬局

812-0893

福岡県

福岡市博多区那珂1丁目17-1

092-292-3990

諸岡きりん薬局

薬局

812-0894

福岡県

福岡市博多区諸岡4-27-21

092-572-9771

タカラ薬局

香椎

薬局

813-0005

福岡県

福岡市東区御島崎2丁目2-41

092-661-1631

タカラ薬局

香椎宮前

薬局

813-0011

福岡県

福岡市東区香椎4-1-31

092-692-2265

薬局

813-0013

福岡県

東区香椎駅前2-15-10-1Ｆ

092-692-8488

タカラ薬局

黒崎

タカラ薬局

天神

舞の里

タカラ薬局

那珂

ドリーム薬局
タカラ薬局

ネクサス

薬局

813-0016

福岡県

福岡市東区香椎浜4丁目2-1

092-683-3900

タカラ薬局

八田

薬局

813-0031

福岡県

福岡市東区八田1丁目14-9

092-691-3758

エイシン調剤薬局

薬局

813-0034

福岡県

福岡市東区多の津5-27-13

092-292-8382

サクラ調剤薬局千早店

薬局

813-0041

福岡県

福岡市東区水谷2-1-23

092-663-5155

グリン薬局名島

薬局

813-0043

福岡県

福岡市東区名島2-22-12ビハーラセゾン102号

092-692-1250

タカラ薬局

薬局

813-0044

福岡県

福岡市東区千早2丁目1-36

092-674-3188

みどり調剤薬局

薬局

813-0044

福岡県

福岡市東区千早5-20-1

092-683-1316

オレンジ通り薬局

薬局

814-0002

福岡県

福岡市早良区西新1-8-19-105ファミール西新

092-841-5797

タカラ薬局

薬局

814-0002

福岡県

福岡市早良区西新2丁目10-1西新パレス1F

092-846-0029

薬局

814-0013

福岡県

福岡市早良区藤崎１－２４－１９－1階藤崎メディカルビル

092-285-1736

千早

西新

福神調剤薬局

藤崎店

タカラ薬局

荒江

薬局

814-0021

福岡県

福岡市早良区荒江2丁目9-8-101

092-847-2900

タカラ薬局

原

薬局

814-0022

福岡県

福岡市早良区原1丁目30-35

092-832-4688

タカラ薬局

原中央

薬局

814-0022

福岡県

福岡市早良区原6-29-40

092-407-8089

タカラ薬局

南庄

薬局

814-0031

福岡県

福岡市早良区南庄1丁目2-24

092-847-1177

タカラ薬局

別府

薬局

814-0104

福岡県

福岡市城南区別府3丁目1-6

092-847-7397

タカラ薬局

茶山

薬局

814-0111

福岡県

福岡市城南区茶山1丁目1-11-1

092-851-1711

タカラ薬局

金山

薬局

814-0114

福岡県

福岡市城南区金山団地50-1

092-872-5255

薬局

814-0121

福岡県

福岡市城南区神松寺1-14-10

092-865-3378

あんぱく薬局
タカラ薬局

七隈

薬局

814-0133

福岡県

福岡市城南区七隈4丁目11-5-1Ｆ

092-865-3366

タカラ薬局

福大病院前

薬局

814-0133

福岡県

福岡市城南区七隈7丁目42-12

092-836-5454

タカラ薬局

飯倉

薬局

814-0161

福岡県

福岡市早良区飯倉7丁目3-6

092-865-7176

薬局

814-0162

福岡県

福岡市早良区星の原団地32-103

092-862-7569

有限会社

星の原薬局

タカラ薬局

次郎丸

薬局

814-0165

福岡県

福岡市早良区次郎丸4丁目9-8

092-402-0309

よつば薬局

田村店

薬局

814-0175

福岡県

福岡市早良区田村5丁目16-38

092-874-0028

あけぼの薬局大橋店

薬局

815-0035

福岡県

福岡市南区向野２－５－７メディカルパーク大橋１F

092-408-1015

タカラ薬局

大楠

薬局

815-0082

福岡県

福岡市南区大楠3丁目17-21

092-406-8907

タカラ薬局

平尾

薬局

815-0082

福岡県

福岡市南区大楠2丁目8-29-1F

092-406-7145

タカラ薬局

春日原北

薬局

816-0802

福岡県

春日市春日原北町4丁目11-1F

092-592-0117

タカラ薬局

山田

薬局

816-0922

福岡県

大野城市山田2丁目2-26

092-572-6678

薬局

816-0943

福岡県

大野城市白木原3－8－11

092-501-0835

薬局

816-0952

福岡県

大野城市下大利1-16-16寿ビル1階

092-592-8112

有限会社
大利薬局

日々草調剤薬局

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

タカラ薬局

薬局

816-0955

福岡県

大野城市上大利5丁目2-13

092-595-8787

ドリーム調剤薬局

薬局

818-0035

福岡県

筑紫野市美しが丘北3-11-6

092-926-0606

ハートフル薬局紫店

薬局

818-0061

福岡県

筑紫野市紫3-6-42

092-408-9946

タカラ薬局

薬局

818-0067

福岡県

筑紫野市俗明院1丁目1-7

092-555-5603

筑紫薬剤師会薬局二日市店

薬局

818-0071

福岡県

筑紫野市二日市西1-4-1

092-924-3707

かなおか薬局駅前店

薬局

818-0072

福岡県

筑紫野市二日市中央2-11-16

092-920-5133

美しま薬局政庁前店

薬局

818-0101

福岡県

太宰府市観世音寺1-29-10

092-406-1102

いちご薬局

薬局

819-0002

福岡県

福岡市西区姪の浜2-13-2

092-883-1030

上大利

福大筑紫病院前

タカラ薬局

姪浜駅前

薬局

819-0006

福岡県

福岡市西区姪浜駅南1丁目4-18-1F

092-883-1021

タカラ薬局

豊浜

薬局

819-0014

福岡県

福岡市西区豊浜2丁目1-1-1F

092-892-3737

タカラ薬局

福重

薬局

819-0022

福岡県

福岡市西区福重4丁目7-4

092-881-3931

タカラ薬局

橋本

薬局

819-0031

福岡県

福岡市西区橋本2丁目33-33

092-834-5555

タカラ薬局

伊都

薬局

819-0367

福岡県

福岡市西区西都1丁目7番37号

092-805-7866

タカラ薬局

伊都東

薬局

819-0367

福岡県

福岡市西区西都1丁目4番8号

092-405-0959

ほぬ薬局

薬局

822-0001

福岡県

直方市感田3478-8

0949-29-0660

一本松調剤薬局

薬局

822-1405

福岡県

田川郡香春町中津原1250-1

0947-44-3556

八景山はな薬局

薬局

824-0036

福岡県

行橋市南泉2-13-3

0930-25-2961

大蔵薬局宮尾店

薬局

826-0027

福岡県

田川市宮尾町10-13

0947-46-2252

薬局

828-0028

福岡県

豊前市青豊19-11

0979-82-5511

久留米中央調剤薬局

薬局

830-0017

福岡県

久留米市日吉町17-14山下ビル1階

0942-38-1684

サンプラス薬局

薬局

830-0061

福岡県

久留米市津福今町460-1

0942-46-7788

健康堂薬局

薬局

830-1113

福岡県

久留米市北野町中3318-1

0942-23-1677

平成堂薬局鬼童町店

薬局

832-0067

福岡県

柳川市鬼童町４９－１３

0944-32-9583

ハート薬局

薬局

832-0827

福岡県

柳川市三橋町蒲船津390-9

0944-73-0941

ハート薬局

薬局

834-0023

福岡県

八女市馬場24-2

0943-25-5005

千寿薬局

薬局

834-0023

福岡県

八女市馬場455-1

0943-23-7749

はるかぜ薬局

薬局

834-0024

福岡県

八女市津江531-2-2

0943-24-8400

上町調剤薬局

薬局

838-0144

福岡県

小郡市祇園2丁目2-9

0942-73-3571

いこいの薬局

薬局

839-0814

福岡県

久留米市山川追分1-7-14いこいの薬局

0942-65-6520

田主丸調剤薬局

薬局

839-1233

福岡県

久留米市田主丸町田主丸517-6

0943-72-2617

ひがし薬局吉井店

薬局

839-1321

福岡県

うきは市吉井町729－12

0943-76-9300

医療法人周継会佐賀駅南クリニック

医科（診療所） 840-0801

佐賀県

佐賀市駅前中央１－９－３８ソニックビル6階

0952-27-7328

医療法人さかい胃腸・内視鏡内科クリニック

医科（診療所） 841-0201

佐賀県

三養基郡基山町小倉1059-2

0942-92-1121

ひらまつふれあいクリニック

医科（診療所） 842-0031

佐賀県

神埼郡吉野ヶ里町吉田2925-1

0952-51-1110

みねこ皮ふ科クリニック

医科（診療所） 842-0031

佐賀県

神埼郡吉野ヶ里町吉田2154-3

0952-51-1655

うれしのふくだクリニック

医科（診療所） 843-0301

佐賀県

嬉野市嬉野町下宿甲4715-5

0954-42-1211

医療法人りゅう整形外科

医科（診療所） 846-0012

佐賀県

多久市東多久町別府4156-7

0952-76-2101

医療法人栄江会たなか耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 849-0501

佐賀県

杵島郡江北町山口1204-1

0952-74-6033

医療法人

医科（診療所） 849-1322

佐賀県

鹿島市浜町１２８０番地１

0954-63-5281

医科（病院）

840-2201

佐賀県

佐賀市川副町福富827

0952-45-1331

新武雄病院

医科（病院）

843-0024

佐賀県

武雄市武雄町富岡12628番地

0954-23-3111

西田病院

医科（病院）

849-4251

佐賀県

伊万里市山代町楠久890番地2

0955-28-1111

独立行政法人国立病院機構佐賀病院

医科（病院）

849-8577

佐賀県

佐賀市日の出１丁目２０－１

0952-30-7141

フジセデンタルクリニック

歯科（診療所） 840-0016

佐賀県

佐賀市南佐賀1-21-30

0952-27-7011

イターナル歯科クリニック

歯科（診療所） 840-0826

佐賀県

佐賀市白山1-7-1

0952-27-5055

みらい歯科こども矯正歯科

歯科（診療所） 841-0005

佐賀県

鳥栖市弥生が丘2-194

0942-87-3100

元町歯科診療所

歯科（診療所） 841-0051

佐賀県

鳥栖市元町1300-1

0942-82-4141

大浦歯科医院

歯科（診療所） 847-0002

佐賀県

佐賀県唐津市山本484-3大浦歯科医院

0955-58-8676

麻生歯科医院

歯科（診療所） 848-0041

佐賀県

伊万里市新天町633

0955-23-2221

まじま歯科医院

歯科（診療所） 849-1112

佐賀県

杵島郡白石町福田1280-1

0952-97-6487

#きはら歯科医院#

歯科（診療所） 849-1311

佐賀県

鹿島市高津原4241-5

0954-63-3383

田代歯科医院

歯科（診療所） 849-3201

佐賀県

唐津市相知町相知1940

0955-62-2217

有限会社

薬局

840-0825

佐賀県

佐賀市中央本町1-24

0952-26-6523

ふくしま薬局通小路店

薬局

840-0831

佐賀県

佐賀市松原4-3-20

0952-20-2180

川副ひまわり薬局

薬局

840-2213

佐賀県

佐賀市川副町鹿江628-3

0952-37-7222

あおば薬局

薬局

841-0056

佐賀県

鳥栖市蔵上4-324

0942-81-5517

薬局

843-0022

佐賀県

武雄市武雄町武雄3669-1

0954-27-8260

坂本健康堂薬局

薬局

849-1112

佐賀県

杵島郡白石町福田1950-3

0952-84-3079

めぐり薬局

薬局

849-1201

佐賀県

杵島郡白石町牛屋3246番地めぐり薬局

0954-65-2293

有限会社江頭薬局

薬局

849-1203

佐賀県

杵島郡白石町戸ケ里2343-9

0954-65-5109

江上耳鼻咽喉科医院

医科（診療所） 850-0841

長崎県

長崎市銅座町２－１５ＮＫイリスビル３Ｆ

095-820-3300

糸柳ブレストクリニック

医科（診療所） 850-0842

長崎県

長崎市新地町1-5MMCビル5階

095-832-7000

医療法人恵愛会ヨゼフクリニック

医科（診療所） 852-8102

長崎県

長崎市坂本１丁目６－１中崎ビル１階

095-814-0212

清水皮膚クリニック

医科（診療所） 852-8125

長崎県

長崎市小峰町3-24

095-843-5525

はらだ内科医院

医科（診療所） 852-8156

長崎県

長崎市赤迫1丁目2-12

095-801-3333

松本耳鼻咽喉科

医科（診療所） 853-0018

長崎県

五島市池田町

0959-72-2838

きたじまクリニック

医科（診療所） 854-0016

長崎県

諫早市高城町9-2TKメディカルビル

犬塚泌尿器科クリニック

医科（診療所） 854-0016

長崎県

諫早市高城町9-2ＴＫメディカルビル２Ｆ

0957-46-5607

社会医療法人三佼会宮崎診療所

医科（診療所） 854-0067

長崎県

諫早市久山台9-10

0957-25-2050

にしむらクリニック

医科（診療所） 854-0072

長崎県

諫早市永昌町43-22

0957-46-8118

医療法人助村眼科医院

医科（診療所） 854-0074

長崎県

諌早市山川町2-9医療法人助村眼科医院

0957-26-7181

医療法人英恵会

医科（診療所） 856-0025

長崎県

大村市小路口町249-1川田整形外科

0957-46-3145

医療法人みね内科クリニック

医科（診療所） 856-0806

長崎県

大村市富の原1丁目１１０１－３

0957-55-5070

むたクリニック

医科（診療所） 856-0822

長崎県

大村市古町２丁目５３３－６

0957-52-4501

野口内科

医科（診療所） 857-0055

長崎県

佐世保市湊町

たかさきクリニック耳鼻いんこう科・アレルギー科

医科（診療所） 857-0136

長崎県

佐世保市田原町17-10

0956-76-7379

上条泌尿器科

医科（診療所） 857-0136

長崎県

佐世保市田原町12-24

0956-49-4847

医療法人社団博友会徳田医院

医科（診療所） 857-0311

長崎県

北松浦郡佐々町本田原免228番地

0956-62-2025

千住 博

医科（診療所） 857-0862

長崎県

佐世保市白南風町6番2号

0956-22-8632

医科（診療所） 857-0875

長崎県

佐世保市下京町9-19

0956-22-8733

医科（診療所） 859-1302

長崎県

雲仙市国見町神代乙214-2

0957-78-2768

医科（診療所） 859-1503

長崎県

南島原市深江町丙540-1

0957-72-5000

社会福祉法人恩賜財団済生会支部済生会長崎病院

医科（病院）

850-0003

長崎県

長崎市片淵2丁目5番1号

095-826-9236

医療法人

医科（病院）

852-8055

長崎県

長崎市虹が丘町１－１

095-856-1112

日本赤十字社長崎原爆病院

医科（病院）

852-8104

長崎県

長崎市茂里町3-15

095-847-1511

聖フランシスコ病院

医科（病院）

852-8125

長崎県

長崎市小峰町9-20

095-846-1888

医科（病院）

854-0066

長崎県

諫早市久山町1575-1

0957-25-4800

医療法人光武歯科医院

歯科（診療所） 811-5135

長崎県

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦13

0920-47-3533

せがわ歯科

歯科（診療所） 850-0031

長崎県

長崎市桜町6-103階

095-818-7501

吉武歯科医院

歯科（診療所） 850-0031

長崎県

長崎市桜町８－１集栄堂ビル１F

095-821-3553

はらぐち歯科医院

歯科（診療所） 851-0115

長崎県

長崎市かき道２丁目５２番１８号はらぐち歯科医院

095-838-4198

有限会社やまと薬局

芳山堂

豊前店

医療法人樟風会

薬師寺医院
早津江病院

永松薬局

げんき堂薬局

みふね店

川田整形外科

内科

医療法人佐世保一誠会

武井内科クリニック

本田医院
医療法人

智節会
厚生会

しろの医院

社会医療法人

虹が丘病院

三佼会

宮崎病院

2-17

2-8石井ビル

1F

4F

0957-47-9201

0956-23-3100

医療機関等名
医療法人エム

医療機関区分
葉山歯科キッズデンタルクリニック

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

歯科（診療所） 852-0727

長崎県

長崎市横尾2丁目１３－５

095-857-0727

みやた歯科医院

歯科（診療所） 852-8014

長崎県

長崎市竹の久保町17-16

095-862-7711

わかくさ歯科

歯科（診療所） 852-8023

長崎県

長崎市若草町2-8三愛ビル9１階ミギ

095-844-0010

増田歯科クリニック

歯科（診療所） 852-8047

長崎県

長崎市若竹町１９－２３

095-846-1000

森川歯科医院

歯科（診療所） 852-8132

長崎県

長崎市扇町2-17

095-844-6221

伊藤歯科クリニック

歯科（診療所） 854-0016

長崎県

諫早市高城町4-3

0957-22-4053

まき歯科

歯科（診療所） 855-0067

長崎県

島原市上新丁1丁目4158-1

0957-64-5077

寺田歯科診療所

歯科（診療所） 855-0803

長崎県

島原市新町2-112

0957-62-4427

スマイル歯科

歯科（診療所） 856-0817

長崎県

大村市古賀島町３４６-１

0957-53-6481

さとうこども歯科

歯科（診療所） 857-0361

長崎県

北松浦郡佐々町小浦免5-62

0956-40-1881

医療法人ほかお歯科医院

歯科（診療所） 857-1152

長崎県

佐世保市黒髪町34-4

0956-34-0120

ななくま歯科医院

歯科（診療所） 859-3212

長崎県

佐世保市花高3-28-10

0956-39-2151

医療法人医理会柿添病院歯科

歯科（診療所） 859-5152

長崎県

平戸市鏡川町278

0950-23-2151

宝町薬局

薬局

850-0045

長崎県

長崎市宝町5-5宝ビル1F

095-844-0384

天本愛命堂調剤薬局

薬局

850-0842

長崎県

長崎市新地町6-56-112

095-822-3710

ひとみ薬局

薬局

850-0853

長崎県

長崎市浜町7-15

095-895-8560

平成堂薬局葉山店

薬局

852-8053

長崎県

長崎市葉山1丁目28-15S＆B葉山ショッピングプラザ2F

095-801-2026

たしろ薬局

薬局

852-8154

長崎県

長崎市住吉町2-16

095-849-6803

有限会社さいかわ薬局

薬局

852-8155

長崎県

長崎市中園町7-15

095-844-4688

八坂薬局

薬局

854-0025

長崎県

諫早市八坂町5-2

0957-24-3350

ゆきざわ薬局

薬局

854-0074

長崎県

諫早市山川町3-4

0957-26-7373

島原薬剤師会薬局

薬局

855-0861

長崎県

島原市下川尻町7982-8

0957-65-0301

かなで薬局

薬局

856-0025

長崎県

大村市小路口町244-11

0957-46-3661

有限会社前川薬局

薬局

856-0805

長崎県

大村市竹松本町1046

0957-55-8205

さわせ薬局松浦公園店

薬局

857-0053

長崎県

佐世保市常盤町７－１３－１Fパークサイドパル１０２

0956-37-9321

友愛薬局サンクル店

薬局

857-0054

長崎県

佐世保市栄町5-9-2F

0956-59-5002

させぼ薬局

薬局

857-0134

長崎県

佐世保市瀬戸越２丁目１４－１５

0956-42-9333

てんじん薬局

薬局

857-1174

長崎県

佐世保市天神5丁目33-10

0956-56-3323

うらのさき薬局

薬局

859-4501

長崎県

松浦市志佐町浦免1386-1

0956-59-9710

村上クリニック

医科（診療所） 860-0817

熊本県

熊本市中央区迎町1-1-13

096-354-1798

医療法人社団秀薫会田中医院

医科（診療所） 861-1201

熊本県

菊池市泗水町吉富3169

0968-38-7070

後藤整形外科医院

医科（診療所） 861-1331

熊本県

菊池市隈府923

0968-25-2906

小屋迫医院

医科（診療所） 861-4601

熊本県

上益城郡甲佐町岩下９６－１

096-234-0165

宇土泌尿器科内科クリニック

医科（診療所） 861-5255

熊本県

熊本市南区砂原町472-3

096-227-0788

みのだ耳鼻咽喉科クリニック

医科（診療所） 861-8006

熊本県

熊本市北区龍田7丁目6-1

096-288-2108

みはらライフケアクリニック

医科（診療所） 861-8010

熊本県

熊本市東区上南部2丁目1-79

096-237-7555

医療法人拓雄会 聚楽内科クリニック

医科（診療所） 861-8029

熊本県

熊本市東区西原1-11-31プラチナマンション聚楽B棟1F

096-387-2277

大林新地クリニック

医科（診療所） 861-8075

熊本県

熊本市北区清水新地7丁目9-22

096-386-3337

大弓クリニック

医科（診療所） 861-8083

熊本県

熊本市北区楡木2-11-56

096-339-3066

<守屋医院>

医科（診療所） 862-0903

熊本県

熊本市東区若葉3-9-2

096-214-0711

メンタルクリニック保田窪

医科（診療所） 862-0926

熊本県

熊本市東区保田窪5丁目10-23

096-213-6945

寒野整形外科医院

医科（診療所） 862-0941

熊本県

熊本市中央区出水1-7-30

096-363-2100

森川レディースクリニック

医科（診療所） 862-0950

熊本県

熊本市中央区水前寺6-31-1

096-381-4115

医療法人本原会産科婦人科本原クリニック

医科（診療所） 863-0025

熊本県

天草市古川町１０－２５

0969-24-1175

泌尿器科内科

医科（診療所） 865-0051

熊本県

玉名市繁根木40-2

0968-57-8615

たかの呼吸器科内科クリニック

医科（診療所） 866-0884

熊本県

八代市松崎町１４７

0965-32-2720

ふかみ耳鼻咽喉科

医科（診療所） 868-0011

熊本県

人吉市宝来町16-10

0966-24-1126

五木村診療所

医科（診療所） 868-0201

熊本県

球磨郡五木村甲２６７２－７

0966-37-2214

たかはしクリニック

医科（診療所） 869-0623

熊本県

宇城市小川町川尻272-1

0964-43-0008

河野内科クリニック

医科（診療所） 869-1101

熊本県

菊池郡菊陽町津久礼3011-4

096-233-1717

しばた内科クリニック

医科（診療所） 869-1235

熊本県

菊池郡大津町室55

096-293-2050

医療法人 徳洲会 鏡クリ二ック

医科（診療所） 869-4212

熊本県

八代市鏡町下有佐449

0965-52-5555

医療法人野尻会

医科（病院）

860-0004

熊本県

熊本市中央区新町4-7-22

096-354-6781

医療法人敬愛会城山病院

医科（病院）

860-0068

熊本県

熊本市西区上代9-2-20

096-329-7878

医療法人

医科（病院）

860-0083

熊本県

熊本市北区大窪2丁目6番20号

096-324-5211

医科（病院）

860-0811

熊本県

熊本市中央区本荘3丁目7-18杉村病院

096-372-3322

医科（病院）

860-0862

熊本県

熊本市中央区黒髪６－１２－５１

096-343-1463

熊本市立植木病院

医科（病院）

861-0136

熊本県

熊本市北区植木町岩野285-29

096-273-2111

菊池有働病院

医科（病院）

861-1304

熊本県

菊池市深川４３３

0968-25-3146

菊池中央病院

医科（病院）

861-1331

熊本県

菊池市隈府494番地

0968-25-3141

医科（病院）

861-3455

熊本県

上益城郡山都町北中島2806

0967-75-0111

熊本県立こころの医療センター

医科（病院）

861-4154

熊本県

熊本市南区富合町平原３９１

096-357-2151

御幸病院

医科（病院）

861-4172

熊本県

熊本市南区御幸笛田6-7-40

096-378-1166

医科（病院）

861-4601

熊本県

上益城郡甲佐町岩下123

096-234-1248

医療法人葦原会葦原医院

医科（病院）

863-0012

熊本県

天草市今釜町8-13あしはら医院

0969-23-4988

新生翠病院

医科（病院）

864-0032

熊本県

荒尾市増永2620

0968-62-0525

医科（病院）

868-0033

熊本県

人吉市下新町359

0966-24-6111

阿蘇医療センター

医科（病院）

869-2225

熊本県

阿蘇市黒川１２６６

0967-34-0311

社会福祉法人恩賜財団済生会みすみ病院

医科（病院）

869-3205

熊本県

宇城市三角町波多775-1

0964-53-1611

大塚歯科医院

歯科（診療所） 860-0053

熊本県

熊本市西区田崎3-1-18

096-353-3614

谷川歯科医院

歯科（診療所） 860-0055

熊本県

熊本市西区蓮台寺4-10-97

096-325-5651

正清歯科医院

歯科（診療所） 860-0085

熊本県

熊本市北区高平3-13-26

096-345-1310

宮坂歯科診療所

歯科（診療所） 861-0501

熊本県

山鹿市山鹿332

0968-43-2340

クドウ歯科医院

歯科（診療所） 861-3101

熊本県

上益城郡嘉島町鯰1808の2

096-237-2801

まちのはいしゃさん

歯科（診療所） 861-4133

熊本県

熊本市南区島町4-4-26

096-320-4311

清村歯科医院

歯科（診療所） 861-4606

熊本県

上益城郡甲佐町横田224-1

096-234-3773

すけひろ歯科・kidsデンタルクリニック

歯科（診療所） 861-8039

熊本県

熊本市東区長嶺南１－６－５

096-237-6479

医療法人コスメティックデンティストリー りんご歯科なるせ

歯科（診療所） 862-0902

熊本県

熊本市東区東本町1-110

096-234-0012

こやなぎ歯科医院

歯科（診療所） 865-0052

熊本県

玉名市松木２７－１１

0968-74-4133

医)古城歯科矯正歯科医院

歯科（診療所） 866-0043

熊本県

八代市古城町3026-2古城歯科矯正歯科医院

0965-34-3344

くろにた歯科医院

歯科（診療所） 868-0501

熊本県

球磨郡多良木町多良木１５５３－６

0966-42-1020

医療法人永裕会すぎもと歯科

歯科（診療所） 869-0412

熊本県

宇土市岩古曽町１１９６－３

0964-22-5432

ハート歯科クリニック

歯科（診療所） 869-1234

熊本県

菊池郡大津町引水113-9

096-294-6777

甲斐田歯科医院

歯科（診療所） 869-2501

熊本県

阿蘇郡小国町宮原128番地

0967-46-5324

のぞみ薬局

薬局

860-0004

熊本県

熊本市中央区新町4-4-24

096-319-1661

りんどう薬局

薬局

861-0136

熊本県

熊本市北区植木町岩野454-3

096-273-2091

すや調剤薬局

薬局

861-1102

熊本県

合志市須屋字窪262-32

096-288-2071

大塚調剤薬局

薬局

861-1102

熊本県

合志市須屋栗山２５２６－５

096-249-1201

高江バス停前薬局

薬局

861-1212

熊本県

菊池市泗水町豊水3727-1

0968-38-0701

桜木薬局

薬局

861-2101

熊本県

熊本市東区桜木4-17-16

096-335-8508

シルク調剤薬局

薬局

861-8028

熊本県

熊本市東区新南部3丁目7-160

096-381-0809

むらかみクリニック

熊本泌尿器科病院

健生会

明生病院

杉村病院
医療法人尚和会

医療法人

龍田病院

幸翔会

特定医療法人

瀬戸病院

医療法人社団

谷田会

同心会

谷田病院

人吉リハビリテーション病院

医療機関等名

医療機関区分

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

小峯薬局

薬局

861-8039

熊本県

熊本市東区長嶺南5-1-1

096-368-2201

カモミール薬局

薬局

861-8072

熊本県

熊本市中央区室園町10-1-1F

096-245-6822

ことう薬局

薬局

862-0909

熊本県

熊本市東区湖東1-2-20

096-214-7500

いちかど薬局新外店

薬局

862-0921

熊本県

熊本市東区新外２丁目６番４０号

096-367-8540

有限会社ファミリー調剤薬局

薬局

862-0949

熊本県

熊本市中央区国府1-11-7

096-366-8175

大和調剤薬局

薬局

862-0976

熊本県

熊本市中央区九品寺６－１－２５

096-366-3702

楓の木調剤薬局

薬局

866-0861

熊本県

八代市本町1丁目1-1高橋ビル1F

0965-30-9012

いつき薬局

薬局

866-0876

熊本県

八代市田中西町1-3-5

0965-30-8000

ヤマムラ薬局

薬局

869-0121

熊本県

玉名郡長洲町高浜1483-1

0968-78-0020

松橋 クローバー薬局

薬局

869-0524

熊本県

宇城市松橋町豊福2064-3

0964-53-9949

有限会社下益城調剤支援センター

薬局

869-0533

熊本県

宇城市松橋町両仲間1337-4

0964-46-1233

大分内科腎クリニック

医科（診療所） 870-0025

大分県

大分市顕徳町3-1-5

097-535-1565

細川内科クリニック

医科（診療所） 870-0033

大分県

大分市千代町１丁目２番３５号

097-532-1113

医科（診療所） 870-0035

大分県

大分市中央町2丁目１－１７ブンゴヤ本社ビル３０１

097-532-8980

立花漢方内科小児科

医科（診療所） 870-0105

大分県

大分市西鶴崎2-2-4リンクベースツルサキ２０１

097-578-7088

たまい小児科

医科（診療所） 870-0124

大分県

大分市毛井310-1

097-524-6656

医療法人

医科（診療所） 870-0127

大分県

大分市森町442-7

097-523-5151

なんば消化器・肛門外科

医科（診療所） 870-0165

大分県

大分市明野北1-7-1

097-553-1313

嶋田循環器科内科

医科（診療所） 870-0251

大分県

大分市大在中央1丁目10番17号

097-592-0525

見塩医院

医科（診療所） 870-0307

大分県

大分市坂ノ市中央3-5-8

097-592-1058

医科（診療所） 870-0829

大分県

大分市椎迫４－１

097-546-0660

医療法人大塚眼科医院

医科（診療所） 870-0852

大分県

大分市田中町3-12-69

097-544-4422

得丸内科・消化器内科

医科（診療所） 870-0924

大分県

大分市牧3丁目13-1

097-552-1558

さとう神経内科・内科クリニック

医科（診療所） 870-0952

大分県

大分市下郡北１丁目４番１４号

097-554-3000

医療法人悠育会 みやむらレディースクリニック

医科（診療所） 870-1143

大分県

大分市田尻427-2

097-586-1551

医療法人けいだクリニック

医科（診療所） 871-0024

大分県

中津市中央町1-738-1

0979-24-5222

医療法人拓雄会

医科（診療所） 871-0065

大分県

中津市蛭子町3-99ゆめタウン中津3階

0979-27-0331

医科（診療所） 871-0162

大分県

中津市永添375-1

0979-22-2745

衛藤小児科医院

医科（診療所） 874-0838

大分県

別府市１組－３

0977-85-7881

矢田こどもクリニック

医科（診療所） 874-0919

大分県

別府市石垣東4-5-4

0977-22-9557

安部内科

医科（診療所） 879-0606

大分県

豊後高田市玉津４１５

09789-22-2109

金田医院

医科（診療所） 879-2412

大分県

津久見市高洲町19-10

0972-82-2881

大分岡病院

医科（病院）

870-0192

大分県

大分市西鶴崎３丁目７－１１

097-522-3131

医療法人

医科（病院）

871-0012

大分県

中津市宮夫252-2

0979-23-1123

宇佐高田医師会病院

医科（病院）

872-0102

大分県

宇佐市南宇佐635

0978-37-2300

臼杵市医師会立コスモス病院

医科（病院）

875-0051

大分県

臼杵市戸室111-1臼杵市医師会立コスモス病院

0972-62-5599

医療法人鶴陽会岩尾病院

医科（病院）

877-0012

大分県

日田市淡窓２－４－２９医療法人鶴陽会

0973-22-6161

医療法人財団興仁会

医科（病院）

879-0471

大分県

宇佐市四日市１１８番地

0978-32-1331

杵築市立山香病院

医科（病院）

879-1307

大分県

杵築市山香町野原1612番地1

0977-75-1234

医療法人玖寿会

医科（病院）

879-4403

大分県

玖珠郡玖珠町帆足２５９

0973-72-2135

大分きずなハロー歯科診療所

歯科（診療所） 870-0049

大分県

大分市中島中央３丁目２番１９号

097-529-8020

医療法人イワオ歯科医院

歯科（診療所） 870-0821

大分県

大分市志手1-2

097-543-8800

カムカム歯科クリニック

歯科（診療所） 871-0024

大分県

中津市中央町１丁目１０６番５

0979-24-3870

田川歯科医院

歯科（診療所） 873-0001

大分県

杵築市杵築１２１７－１

0978-62-2061

医療法人ルミエール歯科

歯科（診療所） 874-0833

大分県

別府市鶴見９組

097-724-8811

ツルミ山村歯科

歯科（診療所） 874-0847

大分県

別府市馬場1-8

0977-25-5050

利光歯科医院

歯科（診療所） 876-0843

大分県

佐伯市中の島1-8-12

0972-22-8811

長田歯科クリニック

歯科（診療所） 876-0853

大分県

佐伯市中村東町6-14

0972-22-1095

アペックス歯科

歯科（診療所） 877-0013

大分県

日田市元町19-24アペックスビル3F

0973-22-0075

樋口歯科クリニック

歯科（診療所） 877-0024

大分県

日田市南元町１９－２１

0973-22-8881

やま薬局金池店

薬局

870-0026

大分県

大分市金池町１丁目１１－１６ラトゥール金池

新港町薬局

薬局

874-0923

大分県

別府市新港町1番29号

0977-24-2041

ワタナベ薬局法鏡寺店

薬局

879-0454

大分県

宇佐市法鏡寺80-1

0978-33-0023

イルカ薬局

薬局

879-2401

大分県

津久見市千怒6045-1

0972-83-5700

医療法人社団静心会近間クリニック

医科（診療所） 880-0031

宮崎県

宮崎市船塚１丁目２番地

0985-24-6662

医療法人祐輝会宮元整形外科医院

医科（診療所） 880-0211

宮崎県

宮崎市佐土原町下田島12372

0985-73-0633

医療法人共生会

医科（診療所） 880-0805

宮崎県

宮崎市橘通東３丁目２番３０号

0985-22-3049

医療法人回生会丸山胃腸科クリニック

医科（診療所） 880-0806

宮崎県

宮崎市広島２丁目６－４

0985-62-2323

ごとう整形外科

医科（診療所） 880-0835

宮崎県

宮崎市阿波岐原町2011-3

0985-61-6161

医療法人杏仁会タヅメクリニック

医科（診療所） 880-0865

宮崎県

宮崎市松山2丁目23番地2

0985-62-2233

医療法人社団一實会

医科（診療所） 880-0933

宮崎県

宮崎市大坪町西六月2207-1

0985-52-8181

医科（診療所） 880-2211

宮崎県

宮崎市高岡町花見944-3

0985-82-0300

医科（診療所） 883-0106

宮崎県

日向市東郷町山陰辛241-1

0982-68-3611

医療法人おがわクリニック

医科（診療所） 884-0004

宮崎県

児湯郡高鍋町蚊口浦6199-61

0983-32-5726

やの耳鼻咽喉科

医科（診療所） 885-0006

宮崎県

都城市吉尾町118-1

0986-27-5222

医療法人社団浩盛会野辺医院

医科（診療所） 885-0072

宮崎県

都城市上町10街区4号

0986-22-0153

医療法人 信晴会

医科（診療所） 885-0079

宮崎県

都城市牟田町28-7伊達クリニック

0986-36-7088

医療法人社団仁臣会たかお浜田医院

医科（診療所） 885-0081

宮崎県

都城市鷹尾4丁目４－２

0986-22-8818

藤浦循環器科内科クリニック

医科（診療所） 887-0021

宮崎県

日南市中央通1-6-18

0987-23-3188

のだ小児科医院

医科（診療所） 888-0001

宮崎県

串間市西方5337-3のだ小児科医院

0987-71-1112

みつとめ眼科

医科（診療所） 888-0001

宮崎県

串間市大字西方5397番地1

0987-72-7000

串間中央クリニック

医科（診療所） 888-0001

宮崎県

串間市西方6601番地1

0987-27-3181

高千穂町国民健康保険病院

医科（病院）

882-1101

宮崎県

西臼杵郡高千穂町三田井435番地1

0982-73-1700

医療法人誠和会

医科（病院）

883-0051

宮崎県

日向市向江町1丁目196-1

0982-52-0011

橘病院

医科（病院）

885-0071

宮崎県

都城市中町15-24

0986-23-7236

宗正病院

医科（病院）

885-0075

宮崎県

都城市八幡町15-3

0986-22-4380

愛泉会日南病院

医科（病院）

887-0034

宮崎県

日南市大字風田3649番2

0987-23-3131

都農町国民健康保険病院

医科（病院）

889-1201

宮崎県

児湯郡都農町川北5202

0983-25-1031

HCA-style 北川歯科こども歯科医院

歯科（診療所） 849-0934

宮崎県

佐賀市開成６丁目８－１８

0952-31-7515

医療法人

歯科（診療所） 880-0025

宮崎県

宮崎市中津瀬町7番地

0985-31-0030

神宮歯科医院

歯科（診療所） 880-0056

宮崎県

宮崎市神宮東１－７－２５

0985-26-3850

アクア歯科クリニック

歯科（診療所） 880-0057

宮崎県

宮崎市桜町11-6

0985-61-5928

すが歯科医院

歯科（診療所） 880-0124

宮崎県

宮崎市新名爪１８８番池３５

0985-39-9509

後藤歯科医院

歯科（診療所） 880-0211

宮崎県

宮崎市佐土原町下田島8975-3

0985-73-5301

さどわら中央歯科医院

歯科（診療所） 880-0214

宮崎県

宮崎市佐土原町松小路4-7クレステ21

0985-62-7770

黒木歯科医院

歯科（診療所） 880-0301

宮崎県

宮崎市佐土原町上田島1930-1

0985-74-1227

くにた歯科医院

歯科（診療所） 880-0816

宮崎県

宮崎市江平東１－２－７

0985-26-0428

田村歯科医院

歯科（診療所） 880-0902

宮崎県

宮崎市大淀2-6-19

0985-51-7171

恵歯科クリニック

歯科（診療所） 880-0926

宮崎県

宮崎市月見ケ丘1-21-25

0985-51-0687

ふさやす歯科医院

歯科（診療所） 880-0932

宮崎県

宮崎市大坪西2-1-36

0985-51-0222

永吉ちひろ歯科

歯科（診療所） 880-0951

宮崎県

宮崎市大塚町正市５６２５番地

0985-88-1552

医療法人ストレスケア若草

坂本整形・形成外科

医療法人

伊東Kクリニック

医療法人

医療法人

深川内科クリニック

愛アイクリニック

恵仁会

木戸耳鼻咽喉科クリニック

中津第一病院

桑尾病院

高田病院

杉田眼科医院

たかむら小児クリニック

児玉胃腸科外科

医療法人社団

青柳内科循環器科

伊達クリニック

和田病院

松永歯科クリニック

岩尾病院

101

097-537-0055

医療機関等名

医療機関区分

<尾本歯科医院>

歯科（診療所） 881-0035

宮崎県

西都市中央町2-55

0983-43-5625

井上歯科

歯科（診療所） 882-0036

宮崎県

延岡市桜園町132-1

0982-21-9366

さかもと歯科・歯科口腔外科医院夜間診療部

歯科（診療所） 882-0856

宮崎県

延岡市出北6丁目1636-1

0982-20-4181

さかもと歯科・歯科口腔外科医院

歯科（診療所） 882-0862

宮崎県

延岡市浜町172番地30

0982-28-2838

医療法人社団きんじょう歯科医院

歯科（診療所） 885-0001

宮崎県

都城市金田町3132-7

0986-38-0120

チューリップ歯科

歯科（診療所） 885-0094

宮崎県

都城市都原町8223-13

0986-36-4667

おなが歯科医院

歯科（診療所） 887-0006

宮崎県

日南市春日町4-6

0987-23-0011

あさお歯科

歯科（診療所） 889-1901

宮崎県

北諸県郡三股町樺山４５２３－１

0986-52-8148

森迫デンタルクリニック

歯科（診療所） 889-2153

宮崎県

宮崎市学園木花台南3-12-1

0985-58-2310

#市来歯科医院#

歯科（診療所） 889-4301

宮崎県

えびの市大字原田２２４８

0984-33-0051

はらまち薬局

薬局

880-0007

宮崎県

宮崎市原町8-21

0985-31-5039

神宮薬局

薬局

880-0056

宮崎県

宮崎市神宮東2-13-26

0985-60-2880

薬局

880-0057

宮崎県

宮崎市桜町４－１６

0985-65-6262

みのり薬局

薬局

880-0121

宮崎県

宮崎市島之内9217-107

0985-37-1008

有限会社保険調剤薬局トップ

薬局

880-0805

宮崎県

宮崎市橘通東3-2-30

0985-28-6410

ヘルツ薬局

薬局

880-0932

宮崎県

宮崎市大坪西1-1-7

0985-52-6222

チェリー薬局

薬局

880-0943

宮崎県

宮崎市生目台4-6-1

0985-77-7377

都北町薬局

薬局

885-0004

宮崎県

都城市都北町6448-2

0986-38-5114

セイシェル薬局都城

薬局

885-0077

宮崎県

都城市松元町3-2-1セイシェル薬局都城

0986-36-7373

かじや薬局牟田町店

薬局

885-0079

宮崎県

都城市牟田町１０街区９号

0986-26-5332

キャロット薬局

薬局

885-0094

宮崎県

都城市都原町8145-6

0986-51-5678

有限会社

薬局

886-0008

宮崎県

小林市本町本町49番地4

0984-23-7508

虹ヶ丘薬局

薬局

889-1411

宮崎県

児湯郡新富町富田3-4-2

0983-33-4389

堂園メディカルハウス

医科（診療所） 890-0052

鹿児島県

鹿児島市上之園町３－１堂園メディカルハウス

099-254-1864

医療法人風優佳

医科（診療所） 890-0054

鹿児島県

鹿児島市荒田2-39-16荒田ひふ科クリニック

099-812-1112

医科（診療所） 890-0056

鹿児島県

鹿児島市下荒田1-30-15

099-213-5321

おとなとこどもの整形外科おけたにクリニック

医科（診療所） 890-0063

鹿児島県

鹿児島市鴨池1丁目31-6DELPHI鴨池１

医療法人さかき脳神経外科

医科（診療所） 891-0105

鹿児島県

鹿児島市中山町2176-2

099-298-5400

医療法人奏和会菅田眼科クリニック

医科（診療所） 891-0109

鹿児島県

鹿児島市清和4丁目５－３３

099-284-9070

油木田整形外科クリニック

医科（診療所） 891-0113

鹿児島県

鹿児島市東谷山6-43-25

099-260-9511

医療法人浩明会生駒泌尿器科

医科（診療所） 891-0114

鹿児島県

鹿児島市小松原2-2-13

099-260-7300

中野脳神経外科

医科（診療所） 891-0115

鹿児島県

鹿児島市東開町3-163

099-284-5866

かわはら脳神経外科クリニック

医科（診療所） 891-0143

鹿児島県

鹿児島市和田1-17-10

099-266-6412

医療法人悠温会

宇宿ひふ科クリニック

医科（診療所） 891-0402

鹿児島県

指宿市十町912-1

0993-22-1412

医療法人悠彩会

仲 医院

医科（診療所） 891-4311

鹿児島県

熊毛郡屋久島町安房410-158

0997-46-2131

伊集院産婦人科

医科（診療所） 892-0806

鹿児島県

鹿児島市池之上町9-27

099-248-0008

医療法人

田之上眼科医院

医科（診療所） 893-0007

鹿児島県

鹿屋市北田町6-14

0994-43-2025

医療法人

ひろた耳鼻咽喉科

医科（診療所） 893-0013

鹿児島県

鹿屋市札元2-3808-1ひろた耳鼻咽喉科

0994-42-4133

医科（診療所） 893-0046

鹿児島県

鹿屋市横山町1587-2

0994-48-2011

花田整形外科・リウマチ科医院

医科（診療所） 893-1602

鹿児島県

鹿屋市串良町有里13-15-1

0994-63-1379

奄美市住用国民健康保険診療所

医科（診療所） 894-1202

鹿児島県

奄美市住用町西仲間111

0997-69-2620

医療法人太雄会かみむら耳鼻咽喉科

医科（診療所） 895-0063

鹿児島県

薩摩川内市若葉町3-16かみむら耳鼻咽喉科

0996-23-2961

てらだ内科クリニック

医科（診療所） 895-1802

鹿児島県

薩摩郡さつま町田原147-3

0996-21-3232

医療法人和翔会小緑内科

医科（診療所） 895-1813

鹿児島県

薩摩郡さつま町轟町39-1

0996-52-1676

いとう耳鼻咽喉科

医科（診療所） 896-0001

鹿児島県

いちき串木野市曙町95

0996-33-3387

串木野内科・循環器科

医科（診療所） 896-0012

鹿児島県

いちき串木野市中尾町７２番地

0996-33-2211

さゆりクリニック

医科（診療所） 896-0026

鹿児島県

いちき串木野市昭和通１０１番１

0996-32-0080

出水総合医療センター

医科（診療所） 899-0131

鹿児島県

出水市明神町５２０番地

0996-67-1611

医療法人

医科（診療所） 899-1621

鹿児島県

阿久根市本町184北国医院

0996-72-0016

うちやま眼科クリニック

医科（診療所） 899-2502

鹿児島県

日置市伊集院町徳重三丁目１番地６

099-273-1616

うえぞの内科クリニック

医科（診療所） 899-3101

鹿児島県

日置市日吉町日置390-1

0995-48-6555

みゆきクリニック

医科（診療所） 899-3101

鹿児島県

日置市日吉町日置390-1

099-246-8707

あんず東洋医学クリニック

医科（診療所） 899-4332

鹿児島県

霧島市国分中央4-17-25-2

0995-55-5058

医療法人鬼丸小児科すこやかクリニック

医科（診療所） 899-5223

鹿児島県

姶良市加治木町新生町１２７番地

0995-62-0308

あいら中央眼科

医科（診療所） 899-5431

鹿児島県

姶良市西餠田85-7

0995-55-1725

耳鼻咽喉科

医科（診療所） 899-5431

鹿児島県

姶良市西餠田578-2

0995-64-5533

医療法人ひらしまクリニック

医科（診療所） 899-6207

鹿児島県

姶良郡湧水町米永585-17

090-7264-8268

はるびゅうクリニック

医科（診療所） 899-8313

鹿児島県

曽於郡大崎町野方6045番地1

099-478-2153

医療法人隆仁会

納病院

医科（病院）

890-0051

鹿児島県

鹿児島市高麗町7番１号

099-257-2171

医療法人恵徳会

小田代病院

医科（病院）

890-0054

鹿児島県

鹿児島市荒田1-25-6

099-253-8111

医療法人敬親会豊島病院

医科（病院）

890-0056

鹿児島県

鹿児島市下荒田3-27-1

099-253-0317

鹿児島厚生連病院

医科（病院）

890-0062

鹿児島県

鹿児島市与次郎一丁目１３番１号

099-252-2228

指宿竹元病院

医科（病院）

891-0304

鹿児島県

指宿市東方7531

0993-23-2311

パールランド病院

医科（病院）

891-1205

鹿児島県

鹿児島市犬迫町2253番地パールランド病院

099-238-0301

垂水市立医療センター垂水中央病院

医科（病院）

891-2124

鹿児島県

垂水市錦江町１番地１４０

0994-32-5211

キラメキテラスヘルスケアホスピタル

医科（病院）

892-0822

鹿児島県

鹿児島市泉町2番3号そうしん本店ビル4階

099-250-5600

鮫島病院

医科（病院）

892-0846

鹿児島県

鹿児島市加治屋町9-8

099-224-2277

医療法人慈圭会八反丸リハビリテーション病院

医科（病院）

892-0852

鹿児島県

鹿児島市下竜尾町3番28号

099-222-3111

公益社団法人鹿児島共済会

医科（病院）

892-8512

鹿児島県

鹿児島市長田町１４－３

099-226-9111

肝属郡医師会立病院

医科（病院）

893-2301

鹿児島県

肝属郡錦江町神川135番地3

0994-22-3111

大島郡医師会病院

医科（病院）

894-0046

鹿児島県

奄美市名瀬小宿3411

0997-54-8111

寺田病院

医科（病院）

895-2513

鹿児島県

伊佐市大口上町31番地4

0995-22-1321

医科（病院）

896-0037

鹿児島県

いちき串木野市別府3994-4

0996-32-0051

トロン薬局

花ヶ島

医療法人

本町薬局

荒田ひふ科クリニック

新生会

医療法人天信会

しんがみ内科クリニック

医療法人

中原クリニック

芳清会

医療法人さかえ会

医療法人

圭陽会

北国医院

おおのクリニック

南洲会

南風病院

南洲整形外科病院

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

1階

099-813-8757

医療法人尚和会

南九州さくら病院

医科（病院）

897-0303

鹿児島県

南九州市知覧町永里2082

0993-84-1311

医療法人静和会

みなと病院

医科（病院）

899-2101

鹿児島県

いちき串木野市湊町1丁目208番地

0996-36-2126

医科（病院）

899-5241

鹿児島県

姶良市加治木町木田4714

0995-62-0001

医科（病院）

899-5293

鹿児島県

姶良市加治木町木田１８８２

0995-62-2121

大浦歯科クリニック

歯科（診療所） 890-0024

鹿児島県

鹿児島市明和2-5-2

099-282-6480

共立歯科クリニック

歯科（診療所） 891-0104

鹿児島県

鹿児島市山田町310-2ブックセンターめいわ２Ｆ

099-269-7800

別府歯科医院

歯科（診療所） 891-0113

鹿児島県

鹿児島市東谷山５－３０－５

099-268-7181

おかもと歯科医院

歯科（診療所） 891-0117

鹿児島県

鹿児島市西谷山4-15-48

099-263-5277

瀬戸口たかし歯科

歯科（診療所） 891-0141

鹿児島県

鹿児島市谷山中央5-7-3瀬戸口たかし歯科

099-269-2600

ながい正彦歯科

歯科（診療所） 892-0821

鹿児島県

鹿児島市名山町M104 １F

099-225-0909

アクア矯正歯科

歯科（診療所） 892-0828

鹿児島県

鹿児島市金生町6-9金生ビル2F

099-219-3277

いぢち歯科クリニック

歯科（診療所） 892-0833

鹿児島県

鹿児島市松原町6-2松原ハイツ２F

099-225-1165

さこなかデンタルクリニック

歯科（診療所） 892-0842

鹿児島県

鹿児島市東千石町２番２４号宮原ビル２階

099-216-9229

児玉歯科クリニック

歯科（診療所） 892-0846

鹿児島県

鹿児島市加治屋町13-8天野ビル４F

099-222-9920

医療法人桜和会みずえだに歯科

歯科（診療所） 892-0871

鹿児島県

鹿児島市吉野町3925-3

099-244-8210

宮ノ下歯科クリニック

歯科（診療所） 892-0871

鹿児島県

鹿児島市吉野町3095-139

099-244-6000

雀ヶ宮おばた歯科

歯科（診療所） 892-0871

鹿児島県

鹿児島市吉野町1259番1

099-243-9675

とおや治歯科クリニック

歯科（診療所） 893-0014

鹿児島県

鹿屋市寿1-14-27

0994-40-1811

医療法人

玉昌会

独立行政法人

加治木温泉病院

国立病院機構

南九州病院

医療機関等名

医療機関区分

医療法人

歯科（診療所） 893-1402

鹿児島県

肝属郡肝付町南方２６７１－１

0994-67-2031

尾形歯科医院

歯科（診療所） 895-1803

鹿児島県

薩摩郡さつま町宮之城屋地1462-1

0996-53-0418

山本歯科医院

歯科（診療所） 897-0215

鹿児島県

南九州市川辺町平山3256

0993-56-5850

前田歯科

歯科（診療所） 899-2103

鹿児島県

いちき串木野市大里4048

0996-36-3500

いわきり歯科クリニック

歯科（診療所） 899-4321

鹿児島県

霧島市国分広瀬3-6-68

0995-47-6802

Dental Clinic AKADA

歯科（診療所） 899-7305

鹿児島県

曽於郡大崎町假宿2326-4

099-476-3400

有限会社伊敷調剤薬局

薬局

890-0008

鹿児島県

鹿児島市伊敷2-1-12

099-229-1227

荒田つばめ薬局

薬局

890-0055

鹿児島県

鹿児島市上荒田町8-11

099-213-5601

有限会社カンナ薬局

薬局

891-0114

鹿児島県

鹿児島市小松原1丁目40-1小松原1-40-1

099-269-6363

にじ薬局

薬局

891-0403

鹿児島県

指宿市十二町2186-3

0993-26-4080

薬局

891-3101

鹿児島県

西之表市西之表7465-10

0997-23-2861

有限会社ギンザ薬局わかば薬局

薬局

891-3101

鹿児島県

西之表市西之表７１８６－１

0997-23-1217

つばさ薬局

薬局

891-4311

鹿児島県

熊毛郡屋久島町安房410-214

0997-49-7700

こあら薬局

薬局

892-0811

鹿児島県

鹿児島市玉里団地三丁目21番14号

099-220-7566

薬局

892-0847

鹿児島県

鹿児島市西千石町12-10

099-295-6730

薬局

892-0871

鹿児島県

鹿児島市吉野町1774

099-295-7080

薬局

893-0014

鹿児島県

鹿屋市寿5丁目26-1

0994-44-0088

吾平中央薬局

薬局

893-1101

鹿児島県

鹿屋市吾平町上名７６８２－４

0994-58-5522

肝付やぶさめ薬局

薬局

893-1206

鹿児島県

肝属郡肝付町前田858-3

0994-68-8020

有限会社ひまわり薬局

薬局

894-0031

鹿児島県

奄美市名瀬金久町４番１１号

0997-54-2969

株式会社チューリップ調剤薬局

薬局

894-0036

鹿児島県

奄美市名瀬長浜町4-3

0997-52-8731

とまと薬局

薬局

896-0014

鹿児島県

いちき串木野市元町155

0996-32-2270

さつき薬局

薬局

897-0008

鹿児島県

南さつま市加世田地頭所568さつき薬局

0993-52-4193

第二緑調剤薬局

薬局

899-0201

鹿児島県

出水市緑町44-38

0996-63-1177

みらい薬局本店

薬局

899-4332

鹿児島県

霧島市国分中央1-25-17

0995-73-3882

霧島市民薬局中央

薬局

899-4332

鹿児島県

霧島市国分中央1丁目７ー６０

0995-47-1855

かれん薬局

薬局

899-5431

鹿児島県

姶良市西餠田1348-4

0995-64-5561

いわもと調剤薬局

薬局

899-7103

鹿児島県

志布志市志布志町志布志3227-14

099-472-1095

有限会社

薬局

899-8607

鹿児島県

曽於市末吉町本町2-11-6

0986-76-4263

有限会社

おかの歯科医院

のぞみ薬局

タバタ薬局

高見馬場店

リオ薬局
ミネサキ調剤薬局

寿店

串木野店

ヒロ調剤薬局

住所（郵便番号） 住所（都道府県） 住所（市区町村以下）

電話番号

ぐしけん皮フ科

医科（診療所） 900-0004

沖縄県

那覇市銘苅3-22-33R8ビル２F

098-951-1112

医療法人みやびクリニック

医科（診療所） 900-0025

沖縄県

那覇市壺川1-12-4

098-835-9660

とよみ眼科

医科（診療所） 901-0201

沖縄県

豊見城市真玉橋２８５－１とよみメディカルビル２階

098-987-4004

心のクリニックさくら

医科（診療所） 901-1103

沖縄県

島尻郡南風原町与那覇283 2Fメディカルプラザはえばる

098-851-7888

医療法人

医科（診療所） 901-2104

沖縄県

浦添市当山2-9-3

098-878-7070

ハートライフクリニック

医科（診療所） 903-0101

沖縄県

中頭郡西原町掛保久288ハートライフクリニック

098-882-0810

SAKU整形クリニック

医科（診療所） 903-0118

沖縄県

西原町字小波津３－５

098-882-0001

金井医院

医科（診療所） 903-0804

沖縄県

那覇市首里石嶺町３－２１８－３金井ビル

大浜診療所

医科（診療所） 907-0001

沖縄県

石垣市大浜36

0980-87-5093

医科（病院）

901-0152

沖縄県

那覇市小禄547番地の1

098-857-1789

医科（病院）

901-0493

沖縄県

島尻郡八重瀬町字外間171番地1

098-998-3221

医科（病院）

901-2290

沖縄県

中頭郡北中城村字比嘉801番地

098-932-1110

医科（病院）

901-2492

沖縄県

中頭郡中城村字伊集２０８ハートライフ病院

098-895-3255

医科（病院）

904-2293

沖縄県

うるま市字宮里２８１

番地

098-973-4111

医科（病院）

905-8611

沖縄県

名護市字宇茂佐１７１２－３

0980-54-1111

みのる歯科

歯科（診療所） 901-1117

沖縄県

島尻郡南風原町1371-3

098-888-5489

ライト歯科

歯科（診療所） 901-2114

沖縄県

浦添市安波茶2-1-1役所前アパート205

080-1736-0992

フジデンタルクリニック

歯科（診療所） 901-2134

沖縄県

浦添市港川254ピーズタウン

098-875-4473

嘉数歯科医院

歯科（診療所） 902-0067

沖縄県

那覇市安里２－４－１７ライオンズマンション２０５

098-862-0010

室川ファミリー歯科

歯科（診療所） 904-0013

沖縄県

沖縄市室川２丁目１－１０

098-938-5115

宮城歯科クリニック

歯科（診療所） 904-0033

沖縄県

沖縄市山里2-7-2おおやまビル2階

098-933-6474

薬志堂薬局

薬局

901-0362

沖縄県

糸満市真栄里２０３６－１

098-987-1128

薬局

901-1105

沖縄県

島尻郡南風原町新川218-10

098-963-8940

くすみ薬局

薬局

901-1208

沖縄県

南城市大里字平良2545-1

098-945-9990

経塚薬局

薬局

901-2111

沖縄県

浦添市経塚576-2

098-988-1470

うらそえ虹薬局

薬局

901-2126

沖縄県

浦添市宮城3-1-5-1

098-870-8660

りんご薬局小湾店

薬局

901-2126

沖縄県

浦添市宮城2-17-1-1

098-979-9808

アセロラ薬局

薬局

901-2215

沖縄県

宜野湾市真栄原3-23-2

098-890-0056

東店

薬局

901-3112

沖縄県

島尻郡久米島町真我里75-8

098-985-8040

株式会社たいよう薬局

薬局

901-3121

沖縄県

島尻郡久米島町嘉手苅1364-1

098-985-4401

レオナ薬局

薬局

902-0069

沖縄県

那覇市松島2-1-20

098-886-4302

ぐすく薬局

薬局

902-0071

沖縄県

那覇市繁多川3-7-7

098-882-3139

はんたがわ薬局

薬局

902-0071

沖縄県

那覇市繁多川3-5-18

098-831-7667

病院前薬局

薬局

905-0016

沖縄県

名護市大東３丁目２１番２２号

0980-51-1775

コナ薬局

薬局

906-0304

沖縄県

宮古島市下地上地411-1

0980-76-2238

ティーダ薬局

薬局

907-0002

沖縄県

石垣市真栄里241-4

0980-88-1151

清成会

医療法人禄寿会

浦西医院

小禄病院

医療法人沖縄徳州会
医療法人徳洲会

南部徳洲会病院

中部徳洲会病院

社会医療法人かりゆし会

ハートライフ病院

沖縄県立中部病院
公益社団法人北部地区医師会

会営薬局

真栄里店
医療センター前

㈱たいよう薬局

北部地区医師会病院

１F

098-884-6249

